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「令和２年度 現市庁舎街区と横浜公園を接続する歩行者デッキ基本設計業務委託」 

提案書作成要領 

 

本業務における提案書作成要領は、次のとおりです。 

 

１ 目的 

 人口減少・超高齢社会の更なる進展などにより、都市の活力が低下することが懸念

され、人や企業から「選ばれる都市づくり」を進めていくことが重要であり、そのな

かでも、都市ヨコハマをけん引する都心臨海部における魅力を向上させることで、本

市への来訪者を増やし、滞在時間を伸ばすことが必要です。 

開港以来の歴史と魅力を有し、業務・商業が集積するエリアとして横浜経済をけん

引してきた関内駅周辺地区は、令和２年６月の市庁舎移転を契機として、関内側エリ

ア及び関外側エリアともに、現市庁舎街区活用事業、横浜スタジアム増築・改修工事、

横浜文化体育館再整備事業、教育文化センター跡地活用事業など、「国際的な産学連

携」「観光・集客」の実現に向けた大規模施設の立地が続き、来街者の増加による、地

区の更なる賑わい創出が期待されます。 

このような背景のもと、現市庁舎街区等に訪れる多くの来街者を、山下公園や中

華街、元町など、関内・関外地区の他エリアへと円滑に誘導し、回遊性を高めるこ

とが関内・関外地区全体の活性化に繋がるため、現市庁舎街区と横浜公園を接続す

る歩行者デッキを整備します。 

本業務では、安全・快適で、接続施設等と調和した歩行者デッキの整備に向け、

将来的な維持管理や周辺施設に配慮しながら、橋梁予備設計や景観設計等を行いま

す。 

 

２ 件名 

  令和２年度 現市庁舎街区と横浜公園を接続する歩行者デッキ基本設計業務委託 

 

３ 業務の内容 

  別紙「業務説明資料」のとおり 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルの参加者は、本業務の実施が可能な者であり、(2)を除くすべての

要件に該当するものとします。 

  なお、複数の法人及び個人により共同企業体を組成する場合は、構成する者すべ

てが(1)及び(2)を除くすべての要件を満たすものとし、(1）のア及びイについて

は、代表する者が要件を満たすこととし、(1)のウについては、構成する者のうち１
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者以上が要件を満たすものとします。また、参加の必須条件ではありませんが、景

観設計の業務を遂行するために、橋梁のデザインを行うことが可能である (2)の条

件を満たす個人または法人が、(1)の条件を満たす者と共同企業体を組成して、参加

することも可能です。 

 (1) 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿において、横浜市一般競争入

札有資格者名簿（設計・測量等）に登録されている者で、かつ、その内容が次の

条件を全て満たすこと。ただし、参加意向申出書の提出時までに登録申請してお

り、受託候補者を特定する期日までに登載が完了していれば、この限りではな

い。 

  ア 営業種目：「土木設計」を１位で登録しており、かつ、細目：「道路・橋梁等

の設計」を登録している。 

  イ 営業種目：「建設コンサルタント等の業務」を２位で登録しており、かつ、細

目：「建設コンサルタント・都市計画・まちづくり」を登録している。 

ウ 営業種目：「地質調査」を登録しており、かつ、細目：「地上ボーリング等」

を登録している。 

 (2) 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿において、横浜市一般競争入

札有資格者名簿（設計・測量等）に登録されている者で、かつ、その内容が次の

条件を満たすこと。ただし、参加意向申出書の提出時までに登録申請しており、

受託候補者を特定する期日までに登載が完了していれば、この限りではない。 

  ア 営業種目：「建設コンサルタント等の業務」を登録しており、かつ、細目：

「その他」を登録している。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４に規定する事項に該

当していない者であること。 

 (4) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年でないこと。 

 (5) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づき、破産宣告を受け、復権していない

者でないこと。 

 (6) 銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

 (7) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく再生手続き開始の申立又は民事

再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続きの申立がなされている者

（更正又は再生の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがな

いと横浜市が認めたものを除く。）でないこと。 

 (8) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第 51号）第２条第２号に規

定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると

認められる者ではないこと。 
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(9) 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年 12月神奈川県条例第 75号）第 23条第１

項又は第２項に違反している事実がない者であること。 

(10) 共同企業体の各構成員が、当該業務の提案を行う他の共同企業体の構成員にな

っていないこと。 

(11) 参加意向申出書の提出期限から受託候補者の特定の日までの期間において、横

浜市指名停止等措置要綱（平成 16年４月制定、平成 31年４月改定）の規定によ

る停止措置を受けていないこと。 

(12) 本業務委託の完了までの履行が可能なこと。 

 

５ 事業スケジュール 

  本事業の事業スケジュールは、次のとおりとします。 

事項 時期 

① 公募要項等の HP公表 令和２年４月 13日（月） 

② 参加意向申出書〆切 令和２年５月 11日（月） 

③ 提案資格確認結果通知書発送 令和２年５月 15日（金） 

④ 質問書受付期間 令和２年５月 18日（月）から５月 25日（月） 

⑤ 関係資料閲覧 令和２年５月 18日（月）から６月 12日（金） 

⑥ 質問書回答 令和２年６月１日（月）まで 

⑦ 提案書提出 令和２年６月 29日（月）まで 

⑧ ヒアリング 令和２年７月 29日（水）、30日（木）（予定） 

⑨ 受託候補者の特定 令和２年８月頃 

⑩ 契約締結 令和２年８月頃 

 

６ 参加に係る手続き 

  本プロポーザルにおいて、提案書の提出を希望する場合は、必ず「参加意向申出書」

を提出し、参加意向の表明を行ってください。 

(1) 提出期限 令和２年５月 11日（月）17時まで（必着） 

(2) 提出先  横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 担当 茨木・國行 

       〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 29階 

       電話 045-671-3963 

（3） 提出方法 

    郵送又は持参 

・郵送の場合は、発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。また、書留

郵便とし、期限までに到着するように発送してください。 

・持参の場合は、市役所開庁日の８時 45分から 12時、13時から 17時の間に提出

してください。 
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（4） 参加表明時の提出書類 

   ア 参加意向申出書（様式１）       １部 

   イ 共同企業体協定書兼委任状（様式２）   １部 ※必要な場合のみ 

     令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿へ登録申請の必要な者が含

まれる場合は、入札参加資格申請（令和元・２年度随時申請用）の「申請受付

内容及び入札参加資格審査申請書の写し」を併せて提出してください。 

ウ 誓約書（様式３）            １部 

  (5) 提案資格確認結果の通知 

ア 本プロポーザルに参加する意向申出者の提案資格を確認し、資格の有無に関

わらず、提案資格確認結果通知書（様式４）を令和２年５月 15日（金）17時ま

でに E メールにて送付します。なお、提案資格が確認できた場合は、合わせて

プロポーザル関係書類提出要請書（様式５）を Eメールにて送付します。 

イ 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた意向申出者は、書面により提

案が認められなかった理由の説明を求めることができます。 

なお、この書面の提出期限は、本市が通知した日の翌日起算で、市役所閉庁日

を除く５日後の 17時までとします。説明を求められた本市は、書面を受領した

日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日以内に説明を求めた者に対し、書面

により回答します。 

 (6) 注意事項 

    参加申し込みには、「横浜市一般競争入札有資格者名簿」への登録が必要です。

参加意向申出書の提出までに、登録の申込みを行ってください。 

※ 手続きの詳細は、横浜市電子入札システムサイト「ヨコハマ・入札のとび

ら」（http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/index.html）を

ご覧いただくか、下記、ヘルプデスクへ問合せください。 

電子入札ヘルプデスク 

申請入札方法等のお問合せを一括して受け付けます。 

TEL ： ０４５－６６２－７９９２ 

受付時間：９時～17時（土・日・祝日除く。） 

 

７ 質問書の提出 

  提案資格が認められた者において、本要領等の内容について疑義のある場合は、

次により質問書（要領１）の提出をお願いします。質問内容及び回答については、

ホームページにおいて掲載します。 

  なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。 
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(1) 提出期間 

  令和２年５月 18日（月）８時 45分から令和２年５月 25日（月）17時まで

（必着） 

(2) 提出先 

  横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 担当 茨木・國行 

  〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 29階 

  電話 045-671-3963 

  電子メールアドレス tb-tosai@city.yokohama.jp 

(3) 提出方法 

  郵送、持参又は電子メール 

  ・郵送又は電子メールの場合は、発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってく

ださい。 

  ・郵送の場合は、書留郵便とし、期限までに到着するように発送してくださ

い。 

  ・持参の場合は、市役所開庁日の８時 45分から 12時、13時から 17時の間に

提出してください。 

(4) 回答日及び回答方法 

  令和２年６月１日（月）までにホームページに掲載します。 

 

８ 関係資料の閲覧 

  提案資格が認められた者は、本業務に関連ある資料について、以下の期間中に閲

覧できます。閲覧希望者は必ず事前に日程を調整のうえ、来庁をお願いします。 

  なお、本業務に関連ある資料の一覧については、参加資格確認結果通知書と共に

送付します。 

  (1) 閲覧期間 

    令和２年５月 18日（月）から令和２年６月 12日（金）のうち、市役所開庁

日の８時 45分から 12時、13時から 17時の間。 

  (2) 閲覧日程調整先及び閲覧場所 

   横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 担当 茨木・國行 

   〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 29階 

   電話 045-671-3963 

  (3) 閲覧資料は、本プロポーザルの提案書作成以外に使用することを禁じます。 
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９ 提案書の作成 

(1) 提案書は、別添の所定の書式（要領２から要領 12）に基づき作成してくださ

い。 

 ア 提案書表紙（要領２） 

 イ 業務実施体制（要領３） 

 ウ 予定技術者の経歴等（要領４） 

   管理技術者、主たる担当技術者、担当技術者１人につき１枚ずつとします。 

 エ 予定技術者の同種・類似業務実績（要領５） 

   管理技術者、主たる担当技術者、担当技術者１人につき５枚までとします。 

   同種・類似業務実績とは、９(3)に示す内容とします。 

 オ 業務及び工程計画（要領６） 

   令和２年度の業務を進める上での工程計画や課題・検討事項を示した業務実

施計画を作成してください。なお、現市庁舎街区活用事業の事業者や道路管理

者、公園管理者、交通管理者との調整も行う予定です。 

   表現方法は自由とします。 

 カ デザイン提案書（要領７～12） 

   添付資料１「提案にあたっての前提条件」を踏まえ、以下の項目について提

案書を作成してください。なお、表現方法は自由としますが、各要領の該当す

る項目に記載してください。 

  (ｱ) 歩行者デッキのコンセプト 

    基本となるコンセプトを設定し、その内容及び特徴について示してくださ

い。 

  (ｲ) 動線の考え方 

    動線計画について提案し、その特徴及び考慮すべきことについて示してく

ださい。 

  (ｳ) 公園施設（利用者動線・植栽帯等）及び現市庁舎街区活用事業への配慮に

対する考え方 

    横浜公園や横浜スタジアムの利用者動線や植栽をはじめとする公園施設及

び現市庁舎街区活用事業への配慮に対する考え方を示してください。 

  (ｴ) 構造の考え方 

    構造検討の概要、橋梁形式、主要材料、概算工事費について示してくださ

い。 

  (ｵ) 維持管理の考え方 

     日常的な維持管理や長寿命化に資する計画的な修繕の内容・方法、想定さ

れる長期的な保全費用、想定供用年数を記載した維持管理計画を示して下さ

い。 
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  (ｶ) 景観配慮に対する考え方 

    様々な視点から眺められることや、現市庁舎街区活用事業及び横浜公園を

はじめとした周辺地域におけるまちづくりを考慮し、景観配慮に対する考え

方を示してください。また、夜のまちなみに配慮し、夜間景観に対する考え

方についても示してください。 

  (ｷ) デザインパース 

    計画するデッキのデザインパースを昼と夜について作成してください。 

  ※(ｱ)は要領７に１枚で作成してください。 

   (ｲ)及び(ｳ)は要領８に１枚で作成してください。 

   (ｴ)は要領９に１枚で作成してください。 

   (ｵ)は要領 10に１枚で作成してください。 

   (ｶ)は要領 11に１枚で作成してください。 

   (ｷ)は要領 12を複写して３枚で作成してください。 

(2) 予定技術者（資格者）の条件は、次のとおりとします。 

 ア 所有資格 

  (ｱ) 管理技術者：技術士（建設部門：「鋼構造及びコンクリート」）または RCCM

（鋼構造及びコンクリート） 

  (ｲ) 照査技術者：技術士（建設部門：「鋼構造及びコンクリート」）または RCCM

（鋼構造及びコンクリート） 

    ※技術士登録証等の資格保有を証明する書類を添付資料としてください。 

(3) 管理技術者・主たる担当技術者・担当技術者の同種・類似業務実績 

  記載する実績は、平成 21年度以降から公告日までの間に完了し、国または地方

公共団体が発注した道路を横断し、橋脚を有する橋梁（歩行者デッキを含む）の

橋梁予備設計、橋梁詳細設計とします。最新の実績を優先してください。また、

TECRIS の完了登録業務カルテ受領書、その業務カルテ等の業務実績を証明する書

類を添付資料としてください。 

  橋梁予備設計や橋梁詳細設計を行った橋梁において、デザインの受賞歴がある

場合は、受賞歴を証明する書類を添付してください。受賞歴は、土木学会デザイ

ン賞、グッドデザイン賞等の受賞実績とします。 

  ※管理技術者・主たる担当技術者・担当技術者とは、委託者（監督者）との協

議や連絡調整を行う担当者を指します。 

  ※主たる担当技術者とは、本業務を行ううえで、中心となって業務を実施する

担当技術者を指します。 

(4) 提案書の作成にあたっては、次の項目に留意してください。 

 ア 提案は、考え方を簡潔に記述してください。 
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 イ 文字の大きさは、注記等を除き原則 11ポイント以上の大きさとしてくださ

い。 

 ウ 多色刷りは可とします。 

 エ 提案書の様式は拡大・縮小等の変更をしないでください。 

 オ 内容の表現は自由としますが、表紙を除いて社名や商標、マーク等、応募者

名を認識できるものの記載は一切行わないでください。 

(5) 提案書評価基準における「ワークライフバランスに関する取組」に該当するも

のがある場合は、有効期限内の資料を提出してください。 

対象 提出資料 部数 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般

事業主行動計画の策定 

労働局の受付印のある「一般

事業主行動計画の写し」 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部 

女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく一般事業主行動計画の

策定 

労働局の受付印のある「一般

事業主行動計画の写し」 

以下のうちいずれかの認定の取得 

・次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

・女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく認定 

・若者雇用促進法に基づく認定 

認定通知書の写し 

よこはまグッドバランス賞の認定の取得 
認定通知書の写し、又は認定

書の写し 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率

2.2％を達成している（従業員 45.5 人以

上）、又は障害者を１人以上雇用している

（従業員 45.5人以上） 

最新年度の障害者雇用状況

報告書（事業主控の写し） 

 

10 提案書の提出 

(1) 提出部数 

  紙 15部、電子データ：１部（PDF形式、CD・DVDに記録したもの） 

(2) 提出期限 

  令和２年６月 29日（月）17時まで（必着） 

(3) 提出先 

  横浜市都市整備局都心再生部都心再生課 担当 茨木・國行 

  〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 29階 

  電話 045-671-3963 

 



9 
 

(4) 提出方法 

  郵送又は持参 

 ・郵送の場合は、発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。また、書

留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。 

・持参の場合は、市役所開庁日の８時 45分から 12時、13時から 17時の間に提

出してください。 

(5) その他 

 ア 所定の様式以外の書類については受理しません。 

 イ ファイルの表表紙、背表紙には、「令和２年度 現市庁舎街区と横浜公園を接

続する歩行者デッキ基本設計業務委託 提案書」、「社名」を記してください。 

 ウ 提案書は、要領２～12の一式をフラットファイルに綴りこみ、インデックス

をつけてください。（ファイル、インデックスの様式は特に指定しません。） 

 

11 評価基準 

  提案書評価基準のとおり 

 

12 プロポーザルに関するヒアリング 

  提案内容に関するヒアリングを行います。 

 (1) 実施日・実施場所 

   令和２年７月 29日（水）、30日（木）（予定） 

   実施日は、前後する可能性があります。 

   場所・時間等詳細は、別途通知します。 

 (2) 出席者 

   管理技術者を含む３名以下としてください。 

 (3) 実施方法 

  ア プレゼンテーションは管理技術者または主たる担当技術者が行ってくださ

い。 

  イ ヒアリング時間は、質疑応答を含め、約 40分を想定しています。 

  ウ プレゼンテーションに際しては、提出した提案書について口頭、あるいは提

案書に記載している内容のみで構成したプレゼンテーションソフト等によるプ

ロジェクターでスクリーンに投影したもののいずれか、あるいは組み合わせに

よる説明とします。資料の追加又は変更の提出は認めません。 

  エ プレゼンテーションにパソコンを使用する場合は、提案者が用意してくださ

い。 

    なお、プロジェクター、スクリーン、電源は本市が用意します。 
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  オ プレゼンテーションにあたり、法人名及び共同企業体名が分からないように

してください。 

 

13 審査委員会 

  本プロポーザルの実施及び特定等に関する審議は、次に示す委員会で行います。 

  なお、評価委員会は非公表とします。 

名称 都市整備局第一入札参加資格

審査・業者選定委員会 

「令和２年度 現市庁舎街区と横浜公園を

接続するデッキ基本設計業務委託」プロポ

ーザル評価委員会 

所掌

事務 

プロポーザルの実施、受託候

補者の選定に関すること 

プロポーザルの評価・特定に関すること 

委員 都市整備局 

 局長（委員長） 

 副局長 

 企画部長 

 都市交通部長 

 都心再生部長 

 地域まちづくり部長 

 防災まちづくり推進室長 

 市街地整備部長 

 総務課長 

財政局 

 契約第二課長 

都市整備局 

 副局長（委員長） 

総務部総務課長（副委員長） 

企画部企画課長 

 企画部都市デザイン室長 

 都心再生部都心再生課都心再生担当課長 

道路局 

 計画調整部企画課長 

 道路部施設課長 

 道路部管理課長 

環境創造局 

 公園緑地部公園緑地管理課長 

 公園緑地部公園緑地維持課長 

※提出された提案書のデザイン面・構造面・景観面等の、妥当性及び実現可能性等に

ついて学識経験者より意見を聴取します。 

学識経験者（敬省略、五十音順） 

勝地 弘 （横浜国立大学 教授 博士（工学）） 

佐々木 葉（早稲田大学  教授 博士（工学））  

野原 卓 （横浜国立大学 准教授 博士（工学））  

 

14 特定・非特定の通知 

 (1) ヒアリングの評価実施後、令和２年８月頃に、提案者全員に対して、結果通知

書（様式６）を電子メールにて送信します。（着信確認の返信を行ってくださ

い。） 
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 (2) 特定に至らなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により、その理由につい

ての説明を求めることができます。 

   なお、書面は、本市が結果通知書を発送した日の翌日起算で市役所閉庁日を除

く５日後の 17時までに、提案書提出先まで提出してください。 

 (3) 前項により説明を求められたときは、本市が書面を受領した日の翌日起算で市

役所閉庁日を除く５日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答します。 

 

15 留意事項 

 (1) 提案書の作成、提出及びヒアリング等に係る費用は、応募者の負担とします。 

 (2) 以下の条件に該当した場合、プロポーザルは無効となります。 

  ア 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

  イ 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示され

た条件に適合しないもの 

  ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

  カ 虚偽の内容が記載されているもの 

  キ 本プロポーザルに関して委員会委員、意見を聴取する学識経験者との不正な

接触があった者 

  ク ヒアリングに出席しなかった者 

 (3) 手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語：日本語 

  イ 通貨：日本国通貨 

 (4) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (5) プロポーザルの取扱い 

  ア 提出された書類等は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲または公

開等の際に複製を作成することがあります。 

  イ 提案書等の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがありま

す。 

  ウ 提案書等に虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに虚

偽の記載をした者に対して、本市各局の業者選定委員会において選定を見合わ

せることがあります。 

  エ 提出された書類は返却しません。 
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  オ プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の

業務においては、本市と協議を重ねながら行いますので、必ずしも提案内容に

沿って実施するものではありません。 

  

(6) 知的財産権及び提案書の取扱い 

  ア 知的財産権 

   (ｱ) 著作権の帰属 

     受託候補者の提案書に係る著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定す

る権利を含む。）は本市に帰属し、それ以外の提案書に係る著作権はそれぞれ

の応募者に帰属します。 

   (ｲ) 応募者が承諾したものとみなす事項 

     応募者は、次の事項について、特段の対価なく承諾したものとみなしま

す。 

    a 本市が、本プロポーザルの運営において、提案書を、審査、記録、報告、

発表資料作成、作品集作成、展示会、プロモーション、広報等の目的のた

め、複製、展示、公衆送信等をすること。 

    b 市が、提案書を、各種媒体、展示会等により公表すること。 

   (ｳ) 産業財産権 

     提案書に関する産業財産権（特許権、意匠権等）は応募者に帰属します

が、受託候補者の提案書に係る産業財産権については、本市が「現市庁舎街

区と横浜公園を接続する歩行者デッキ」等に関し使用することに対して、特

段の対価なく承諾したものとみなします。 

   (ｴ) 第三者の知的財産権 

     提案書において、第三者の知的財産権に属する事項が含まれている場合

は、各応募者の責任において権利者の許諾（「現市庁舎街区と横浜公園を接続

する歩行者デッキ」等の建設において使用等されることを含む。）を得るよう

にしてください（許諾を得ている場合は、権利の名称、権利者の指名、許諾

を得た年月日を提案書に表記してください）。 

     応募者が当該許諾を得なかった場合でも、本市は原権利者に対し一切の責

任を負いませんし、知的財産権に係る争訟により「現市庁舎街区と横浜公園

を接続する歩行者デッキ」等の建設に遅延等が生じた場合は、損害賠償責任

を負うことがあります。 

   (ｵ) 改築等の取扱い 

     受託候補者の提案書に基づく建設後における改築、修繕等については、著

作権法第 20条第２項第２号に該当することから、市の任意において行うこと

ができるものとします。 
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  イ 提案書の取扱い 

   (ｱ) 提出された提案書等は、公正性、透明性を期すために、「横浜市の保有する

情報の公開に関する条例」等の関連規定に基づき公開することがあります。 

(ｲ) 受託候補者の提案書については、受託者決定後、一定の期間ホームページ

での公表等に使用することがあります。 

   (ｳ) 提出された提案書の所有権は本市に帰属するので、返却はいたしません

し、損傷等した場合においても、本市は一切の責任を負いません。 

 (7) その他 

  ア 提案書等に記載した内容を変更することはできません。 

  イ 提案書等に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な

場合を除き、変更することはできません。 

  ウ プロポーザル実施のために本市が作成した資料は、本市の了解なく公表・使

用することはできません。 

  エ 提案書等の提出は、１者につき１案のみとします。 

  オ 特定された提案書等を提出した応募者とは、後日、特定された提案書等に基

づき、本市の決定した予定価額の範囲内で業務委託契約を締結します。なお、

業務委託条件・仕様等は、契約段階において修正を行うことがあります。 

  カ 参加意向申出書の提出期限以後、受託候補者の特定の日までの手続期間中に

指名停止となった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものと

します。また、受託候補者として特定されている場合は、次順位の者と手続を

行います。 

  キ 提案書を提出した後に辞退する場合には、速やかに本市に連絡するととも

に、書面にて申し出てください。 

  ク 令和２年度概算業務価格（上限）は、15,000 千円（税込）です。 

 ケ 提案書提出時には参考見積書を提出するものとします。（設計費、様式自由、

人工を明記） 

   内訳については、下記のとおりとします。 

  (ｱ) 令和２年度：橋梁予備設計、景観設計、エレベーター基本設計 

    （別紙「業務説明資料」を参照してください。） 

   (ｲ) 令和３年度：橋梁詳細設計、景観設計、仮設構造物詳細設計、エレベータ

ー詳細設計 

  コ 本委託業務は、令和２年４月１日の改正民法の施行に伴い、新たに施行する

本市契約約款を適用することとする案件です。 


