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東池袋自動車事故慰霊碑設置業務請負プロポーザル実施要項 
 

 

１．背景と目的 

 

本年 4 月 19 日、豊島区東池袋の日出町第二公園前交差点で、区民の方が 2 人亡く

なり、10 人が重軽傷を負うという、大変痛ましい事故が発生した。この事故は高齢

者ドライバーの課題も含めて、日本全国に衝撃が走った事故である。 

この事故を風化させず、交通事故を根絶して安全・安心な社会を作る決意と願いを

込めて「慰霊碑」を設置することとなった。 

区は、今回の事故を契機として、お亡くなりになられた 2 人の方をはじめとした交

通事故で亡くなられたすべての区民の方を追悼し、交通事故のない社会を実現する願

いを込めて慰霊碑を設置することとした。 

本慰霊碑は、事故が起きた地である豊島区から全国に対して、交通事故の根絶に向

けた願いと、この事故を風化させずに安全・安心な社会を作る決意を発信するシンボ

ルとして設置するものである。 

 

本実施要項は、以上のことを踏まえ、公募型プロポーザルによる事業者を選定する手

続きについて、豊島区プロポーザル方式実施取扱要綱第９条に基づき、必要な事項を定

める。 

 

２．業務の概要 

 

（１）業務名 ：東池袋自動車事故慰霊碑設置業務 

（２）業務内容：慰霊碑のデザイン、設計、製作及び設置工事 

  ※詳細は、業務委託仕様書のとおり 

（３）履行期間：契約締結の翌日から令和２年３月 31 日まで 

（４）区支出上限額：11,409,496 円以内  

（５）事務局：〒171-8422 豊島区南池袋二丁目 45 番 1 号 

豊島区 都市整備部 土木管理課 自転車・安全施策グループ 

（豊島区本庁舎 ６階 東側 11-4 窓口） 

TEL.：03-3981-4856（直通） FAX.：03-3981-4844 

電子メールアドレス：A0023206@city.toshima.lg.jp 
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３．参加資格 

 

プロポーザルの応募資格は、参加意向申出書の提出日現在において、以下の要

件をすべて満たす者（共同企業体も可）とする。なお、受託事業者特定までの間

に応募資格を有しなくなった場合、その時点で失格とする。 

(1)「応募者」及び「共同企業体」の両方が、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の４第1項の規定に該当しないこと。 

(2)「応募者」及び「共同企業体」が、豊島区競争入札参加停止及び指名停止措置

要綱（平成20年8月1日総務部長決定）による指名停止措置を受けていないこ

と。 

(3) 「応募者」及び「共同企業体」が、 豊島区暴力団等排除措置要綱（平成21

年3月6日総務部長決定）による入札参加除外措置を受けていないこと。 

(4) 「応募者」及び「共同企業体」が、経営不振の状態（会社更生法（平成14年

法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手

が不渡りになったとき等。ただし、豊島区が経営不振の状態を脱したと認め

た場合を除く。）にない者であること。 

(5) 「応募者」もしくは「共同企業体」のいずれかが、本事業と同規模程度の慰

霊碑等（記念碑等のモニュメント含む）の設置実績を有すること。なお、実

績は2009年4月以降に業務が完了したものとする。 

(6)本プロポーザルにおいて、他の参加申し込みをしたものの協力事務所（業務を

実施するうえで、業務の一部を再委託する事務所等をいう。）でないこと。 
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４．プロポーザルのスケジュール（予定） 

 

令和元年 10月 1６日（水） 実施要項の公表（ホームページに掲載） 

令和元年 10月 1６日（水） 

～10 月 2９日（火） 

参加意向申出書の提出 

 令和元年 10月 1６日（水） 

～10 月 1８日（金） 

参加意向申出書に関する質問の受付 

令和元年 10月 21 日（月） 回答 

令和元年 10月 31 日（木）以降 参加資格確認結果通知書送付 

令和元年 11月５日（火） 

～11 月 22 日（金） 

企画提案書の提出 

 令和元年 11月 5 日（火） 

～11 月 8 日（金） 

企画提案書に関する質問の受付 

令和元年 11月 14 日（木） 回答 

令和元年 11月 28日（木） 第一次審査 

 令和元年 11月 29 日（金）以降 第一次審査結果通知送付 

令和元年 12月 10日（火） 第二次審査（ヒアリング） 

 令和元年 12月 11 日（水）以降 第二次審査結果通知送付 

令和元年 12月 11日（水） 審査結果の公表（ホームページに掲載） 

 

５．参加意向申出書及び企画提案書の作成について 

 

参加意向申出書については、P12「参加意向申出書等作成要領」、企画提案書について

は、P14「企画提案書等作成要領」に基づき作成すること。 

 

６．企画提案書の提出者の選定 

 

参加意向申出書を提出した者には、令和元年 10 月 31 日（木）以降に参加資格確認結

果通知書により結果を通知する。参加資格の要件を満たす者（以下「提案者」という。）

に対しては、プロポーザル関係書類提出要請書をあわせて送付する。 
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７．手続き等 

 

（１）参加資格確認 

①参加意向申出書の提出 

提出場所：事務局（P1「業務の概要(５)」） 

提出期限：令和元年 10月 29 日（火）17：00必着 

提出方法：持参（8：30～17：00） 

または郵送（配達証明付書留郵便に限る。） 

②質問の受付及び回答 

受付方法：電子メールでのみ受け付ける（書式は様式７の「質問票」を使用し、メー

ルに添付すること）。 

送付先：A0023206@city.toshima.lg.jp 

※メール送付後、着信について質問者自らが電話にて事務局に確認すること。 

※件名は、「【事業者名】慰霊碑設置プロポーザル（参加意向申出書）に関する質

問」とすること。質問は参加意向申出書に関することのみ受け付ける。 

受付期間：令和元年 10月 16 日（水）～10 月 18 日（金）17：00 まで 

※質問をした事業者に、電子メールにて、個々に回答する。 

回答予定日：令和元年 10 月 21日（月） 

③参加資格結果の通知 

参加資格の結果は、令和元年 10月 31日（木）以降に、参加意向申出書を提出した

各社に個々の結果を、書面により通知（郵送）する。 

（２）第一次審査（書類審査） 

①企画提案書の提出 

提出場所：事務局（P1「業務の概要(５)」） 

提出期限：令和元年 11月 22 日（金） 1７：00 必着 

提出方法：持参（8：30～17：00） 

または郵送（配達証明付書留郵便に限る。） 

②質問の受付及び回答 

受付方法：電子メールでのみ受け付ける（書式は様式 7の「質問票」を使用し、メー

ルに添付すること）。 

送付先：A0023206@city.toshima.lg.jp 

※メール送付後、着信について質問者自らが電話にて事務局に確認すること。 

※件名は、「【事業者名】慰霊碑設置プロポーザル（企画提案書）に関する質問」と

すること。質問は企画提案書に関することのみ受け付ける。 

受付期間：令和元年 11月 5 日（火）～1１月 8日（金）17：00 まで 

※質問回答を取りまとめ、電子メールにて、参加資格のある事業者全員に回答す
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る。 

回答予定日：令和元年 11 月 14日（木） 

③第一次審査結果の通知 

第一次審査の結果は、令和元年 11 月 29 日（金）以降に、企画提案書を提出した

各社に個々の結果を電子メールにより通知する。 

 

（３）第二次審査（ヒアリング） 

①ヒアリングの実施 

ヒアリングは、令和元年 12 月 10日（火）に実施を予定している。なお、時間及

び場所等、ヒアリングの詳細については、第一次審査通過者にのみ選定後に電子メー

ルで通知する。 

②第二次審査結果の通知 

第二次審査の結果は、令和元年 12 月 11 日（水）以降に、第一次審査通過者全員

に電子メールにより自己の結果を通知する。 
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８．審査方法及び評価項目 

 

本プロポーザルは、公募型プロポーザルとする。審査は二段階審査方式で実施し、東池

袋自動車事故慰霊碑設置業務プロポーザル方式業者選定委員会設置要領（令和元年 10月

９日土木担当部長決定）に規定する選定委員会が審査し、選定する。 

（１）第一次審査（書類審査） 

「参加意向申出書等」及び「企画提案書等」に基づき審査を行い、第二次審査対象者

を３者程度選定する。 

評価項目 評価の視点 

業務実施体制 ・会社の業務実績、実施体制は適切か 

・提案者の経験、資格、同種・類似業務実績等は適切か 

業務実施方針 ・業務に対する現状・課題認識は的確か 

・本事業の背景・与条件・問題点を適切に理解しているか。 

・提案内容に説得力があるか、妥当性・実現性があるか 

資料作成能力 ・提案内容が分りやすく表現されているか 

参考見積書 ・本計画の目的を把握し、それに応じた適切かつ現実的な本

業務への見積金額が提案されているか 

 

（２）第二次審査（ヒアリングの実施） 

「企画提案書等」の内容について、業務を担当する者（様式２に記載のある者）のヒ

アリングを実施し、業務受託候補者及び次席者を選定する。 

提案の説明は 20 分程度とし、その後 20分程度の質疑を行う。説明にあたっては、

提案書のみを使用するものとする。（パワーポイントの使用可。ただし追加資料は認め

ない。ただし、材質の説明のためサンプル材を持ち込むことは可能とする。） 

 

評価項目 評価の視点 

専門能力・経験の確

認 

・慰霊碑設置に関する高度な知見が確認できるか 

・業務実績の経験、能力が確認できるか 

・提案内容について、経験、能力の裏付けがあるか 

業務への取組姿勢 ・慰霊碑設置業務に対する取組意欲・積極性があるか 

・ヒアリングの応対から、信頼性・柔軟性が感じ取れ、円滑

な業務進行と成果が期待できるか 

・質問に対する応答が迅速、明解かつ的確か 

材質等 ・耐久性及び維持管理への配慮がなされているか 

・公園内の施設としての安全性の確保に配慮や工夫が見られ

た提案であるか 
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デザイン ・慰霊碑のコンセプトにふさわしいすぐれたデザインの提案

であるか 

・他に類のない大胆な発想による象徴となる独創的なデザイ

ン性ある提案であるか 

・公園敷地内の工作物としての妥当性と実現性ある提案であ

るか 

 

９．受託候補者等の特定等 

 

（１）評価委員会において、企画提案の評価などを総合的に評価し、第一位として決定し

た者を受託候補者、第二位として決定した者を次席者として特定する。選定委員会

でその結果を審査して決定する。 

（２）評価が同点となった場合は、同位の者について、提出された書類に基づき再審査を

行う。 

（３）評価内容及び選定結果に対する問合せには、応じないものとする。 

 

10．非選定理由に関する事項 

 

（１）参加資格が認められなかった者、第一次審査及び第二次審査において選定されなか

った者は、審査結果に関する書面が所管部長から通知された日の翌日から起算して

7 日（休日を除く）以内に、書面により所管部長に対して苦情を申し立てることが

できる。（様式 8） 

（２）所管部長は、上記（１）に基づき苦情を申し立てられたときは、苦情を申し立てる

ことができる最終日の翌日から起算して７日（休日を除く）以内に、書面により回

答する。 

（３）苦情申立書の受付 

提出場所：事務局（P1「業務の概要(５)」） 

提出方法：持参（8：30～17：00） 

または郵送（配達証明付書留郵便に限る。） 
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11．契約の締結 

 

第二次審査において選定された業務受託候補者との協議が整った場合、契約を締結

する。なお、協議が不調となった場合は次席者を交渉権者とする。なお、契約を辞退

したことにより、以後の選定や競争入札にて不利益な取り扱いを受けるものではな

い。 

 

12．その他 

 

（１）実施要項及び関連情報の公開 

下記豊島区ホームページ 

http://www.city.toshima.lg.jp/kuse/nyusatsu/proposal/bosyuu/index.html 

（２）失格となる参加意向申出書または企画提案書 

参加意向申出書または企画提案書が次の条件の一つに該当する場合には失格となる

ことがある。なお、失格となったときは、その時点でプロポーザルの参加資格を失

う。 

①提出方法、提出場所に適合しないもの。 

②作成要領で指定する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。 

③記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

④記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤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。 

⑥虚偽の内容が記載されているもの。 

⑦審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。 

⑧その他、選定委員会が不適格と認めるもの。 

（３）受注資格の喪失 

本件業務受託者が製造業及び建設業と資本、人事面等において関連があると認めら

れる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企業は、本件業務に係る工事の入

札への参加及び当該工事を請負うことができない。 

（４）提出に伴う費用 

参加意向申出書及び企画提案書の作成・提出及びヒアリング等に係る費用の全て

は、提出者の負担とする。 

（５）提出期限以降における参加意向申出書及び企画提案書等の差替え及び再提出は原則

認めない。 

（６）参加意向申出書に記載した配置予定の技術者は、死亡・退職・病気休業等、特別な

場合を除き、プロポーザル期間中及び受注後においても変更することができない

http://www.city.toshima.lg.jp/kuse/nyusatsu/proposal/bosyuu/index.html
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（技術者間における担当変更も含む）。 

（７）第一次審査通過者として選定された者及び第二次審査で業務受託候補者として選定

された者は公表することがある。 

（８）提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製することがある。 

（９）提出された参加意向申出書及び企画提案書の返却はしない。なお、提出された参加

意向申出書及び企画提案書は、選定以外の目的で提出者に無断で使用しない。 

（1０）提出された企画提案書に係る著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それ

ぞれの提出者に帰属するものとする。なお、企画提案書等の中で第三者の著作物を

使用する場合は、著作権法に認められた場合を除き、第三者の承諾を得ること。第

三者の著作物の使用に関する責は、使用した提出者に帰するものとする。 

（1１）契約締結後、本業務の成果品等に係る著作権当の知的財産権は、成果品とともに

全て豊島区に帰属するものとする。 

（1２）参加意向申出書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合、参加意向申出書及び企

画提案書を無効にするとともに、虚偽の記載をした提出者に対して指名停止の措置

を行うことがある。 

（1３）豊島区は本業務において提出された企画提案書の内容に拘束されない。 

（1４）電子メール等の通信事故については、豊島区はいかなる責任も負わない。 

（1５）この要項に定めるもののほか、必要な事項については選定委員会が別に定める。 
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仕 様 書 

 

１．件名    東池袋自動車事故慰霊碑設置業務 

 

２．目的    

平成 31 年 4 月 19 日、豊島区東池袋の日出町第二公園前交差点で、区民の方が

2 人亡くなり、10 人が重軽傷を負うという、大変痛ましい事故が発生した。この

事故は高齢者ドライバーの課題も含めて、日本全国に衝撃が走った事故である。 

区は、今回の事故を契機として、お亡くなりになられた 2 人の方をはじめとした

交通事故で亡くなられたすべての区民の方を追悼し、交通事故のない社会を実現す

る願いを込めて慰霊碑を設置することとした。 

本慰霊碑は、事故が起きた地である豊島区から全国に対して、交通事故の根絶に

向けた願いと、この事故を風化させずに安全・安心な社会を作る決意を発信するシ

ンボルとして設置するものである。 

 

３．履行期間  契約締結の翌日から令和２年３月 31 日まで 

 

４．設置場所  豊島区立日出町第二公園（豊島区東池袋４－４） 

別紙「位置図」を参照 

 

５．業務内容 

（１）慰霊碑のデザイン、設計、製作及び設置工事 

 なお、慰霊碑の完成（除幕）式典を予定しているため、除幕に必要な設備費（幕、ロ

ープ）について負担すること。なお、詳細については、別途、豊島区と協議し決定す

ることとする。 

 

６．慰霊碑の構造及び材質 

（１）設置場所の条件や風水害、地震等の災害の発生も想定し、長年の使用、風雨、紫外

線等に耐えるものとすること 

（２）安全性に十分配慮し、安易に倒壊し、または損傷することのないような構造とする

ことはもちろん、慰霊碑の近くを歩行している者等に転倒や転落等の危険が生じない

よう必要な対策を施すこと。 

（３）材質の選定にあたっては、選定理由（その材質が有する耐久性や質感等）を明らか

にし、提案書に記載すること。 

（４）維持管理の容易なものとすること。 
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７．慰霊碑のデザイン 

（１）デザインは、本業務の趣旨を十分に踏まえたものであること。 

（２）公園敷地内に位置することから、「お墓」や「母子像」を連想させるデザインにな

らないよう配慮すること。また、献花台は設置しないこと。 

（３）宗教色がなく、広く区民に受け入れられるものとすること。 

（４）慰霊碑には、区が指定する 50 文字程度の文言を彫り込むこと。 

（５）設置予定場所近くに街路灯及び園名板が設置されているため、それらを考慮したデ

ザインとすること。 

 

８．慰霊碑設置場所の条件 

（１）設置に伴う整備（設置工事、設置予定場所の植栽、舗装等の撤去等）は全て受託者

が負担すること。 

（２）設置工事に伴い、一時的に撤去を行ったもの（設置場所周辺の舗装等）について

は、工事終了後原状回復すること。 

 

９．慰霊碑の実施設計図等 

（１）慰霊碑の詳細（碑文等）については、豊島区と協議のうえ決定すること。また、必

要に応じ地域の意見聴取や協議に必要となる資料を作成すること。 

（２）慰霊碑の詳細が決定した際に、区民等に対し周知するため、完成イメージパースを

作成すること。 

（３）慰霊碑の設置工事の実施設計図は、工事着手前に豊島区に提出のうえ、承諾を得る

こと。 

 

10．業務計画等 

本業務の実施にあたり、業務の目的及び内容を的確に把握し、業務計画を立案する

とともに、必要な準備を行うものとする。なお、受託者は、契約締結後速やかに業務

計画書を提出し、承諾を得ること。 

 

11．慰霊碑設置等の施工について 

（１）関係法令等を遵守するとともに、施工に関し、必要となる行政機関等関係機関との

協議を行うこと。 

（２）工事の計画・施工にあたって、工程・施工方法・安全対策等について事前に豊島区

と協議のうえ十分な対策を講じること。 

 

12．その他 

（１）本契約業務の履行にあたって自動車を使用する場合、自動車の種類はディーゼル自動
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車以外の自動車（天然ガス車ＬＰＧ車、ガソリン車等）又は、「都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例」（平成 12 年東京都条例第 215 号）に適合するディーゼル

自動車を使用すること。 

なお、ディーゼル自動車を使用する場合は、適合の確認のために、当該自動車の自動

車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置証明書等の提示又は写の提出を求められた場

合には、速やかに提示又は提出すること。 

（2）受託者は常に従事者の健康管理に留意のうえ、健康状態を把握し、業務に支障がない

ようにすること。 

（3）仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定める。 

（4）本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第 65 号）及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例

（平成 30 年条例第 86号）を遵守し、また、豊島区における障害を理由とする差別の

解消の推進に関する対応要領（平成 28 年 5 月 31 日施行）の目的等を顧慮し、障害

者に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしないこと。また、障害者から社会

的障壁の除去を求められた際に、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配

慮をすること。 

（5）本契約の履行に当たっては、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念

の実現を目指す条例」、「豊島区男女共同参画推進条例」及び「多様な性自認・性的指向

に関する対応指針」を踏まえ、性自認及び性的指向に起因する差別的な取扱いを行わな

いこと。 

（6）監督員は、別添の履行確認チェックシートにより、履行状況を確認するとともに

必要な監督を行うものとする。 

 

13．駐車場の利用   

業務履行、書類提出、打合せ等で豊島区本庁舎（豊島区南池袋２－４５－１）に来

庁する場合の駐車場にかかる費用については、受注者の負担とする。 

 

14．支払方法   

検査合格後、受託者の請求に基づき請求日より起算して３０日以内に一括で支払

う。 

 

15．成果品の納入 

  設置された慰霊碑のほか、以下の成果品を納入する。 

（１）業務報告書 

（２）業務に要した資料 

（３）打ち合わせ記録簿 
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（４）その他豊島区が必要と求める図書 

（５）（１）から（４）の電子データ（CD-R) 

 

16．担当課 

豊島区 都市整備部 土木管理課 

自転車・安全施策グループ  ℡：03-3981-4856（直通） 
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参加意向申出書等作成要領 

 

１．提出書類及び部数 

 様式 提出部数 

参加意向申出書 

 

様式 1 押印、提出者名有り：１部 

提出者名無し：１部 

業務実施体制 様式 2 ２部 

提案者の慰霊碑等建立実績等資料 任意 ２部 

会社の概要がわかるパンフレット等 任意 1 部 

 

（注）豊島区における競争入札参加資格を有しない場合、上記とは別に以下の書類を１部

提出すること。 

  ①登記簿謄本（履歴事項全部証明書）発行後３か月以内のもの 

  ②財務諸表（損益計算書・賃借対照表）直前決算のもの 

  ③法人事業税の納税証明書 

  ④納税証明書その１（法人税） 

  ⑤納税証明書その１（消費税及び地方消費税） 

 

２．業務実施上の条件 

（１）提案者は、公共及び民間を問わず、同規模程度の慰霊碑（モニュメント・記念碑等

含む）設置業務を実施した実績を有すること。なお、実績は平成２１年 4月以降に

業務が完了したものとする。 

３．書類作成時の注意事項 

（１）参加意向申出書及び業務実施体制は、別添の様式に基づき作成する。 

（２）用紙の大きさはＡ４判タテ（片面印刷）とする。 

（３）参加意向申出書、提出者名有りの 1 部のみ様式 1～2 各１部を表の順番でまとめ、

左端２か所をホチキスで留める。 

※背表紙及びファイル等を付加したものは不可とする。 

※前項１.（注）に該当する場合は①から⑤の書類を様式１と様式２の間に加えること。 

（４）各様式に記載する業務実績等は以下の業務とする。 

①同種業務とは、事故や災害等に基づく慰霊碑やモニュメントの製作業務とする。 

②類似業務とは、記念碑や石碑の製作業務とする。 

③同種または類似業務が記入最大件数（5 件）に満たない場合、残りは空欄とする。 

（５）各様式に記載する業務実績・受賞歴等は、平成 21年 4月以降に設計が完了し、そ

の後工事に着手したものとする。 
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４．各様式の記載内容等 

（１）様式 1（参加意向申出書） 

参加意向申出書の枠内に、提出者等について記載したものを正本とし、押印したも

のを１部、提出者名無しのものを 1部提出する。 

（２）様式 2（業務担当者一覧）業務担当者の氏名、フリガナ、所属事務所を記載する。 

（３）適宜、ヒアリング時等に業務実績の具体的内容を確認することがある。 
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企画提案書等作成要領 

 

１．企画提案書等作成上の留意事項 

本プロポーザルは、慰霊碑設置業務における具体的な取組方法について提案を求めるも

のであり、当該業務の成果品の一部（図面、パース等）の作成や提出を求めるものではな

い。具体的な設置作業は、契約締結後に企画提案書に記載された具体的な取組方法を反映

しつつ、発注者が提示する資料に基づき、協議の上開始することとする。 

本要領において記載した事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とす

る場合があるので注意すること。 

 

２．提出書類及び部数 

 様式 用紙サイズ 提出部数 

企画提案書 様式３ Ａ４（タテ） 1 部（押印） 

企画提案書表紙 様式４ Ａ３（ヨコ） 提出者名有り：２部 

提出者名無し：１１部 

業務実施方針 様式５ Ａ３（ヨコ） １３部 

提案内容 様式 6 Ａ３（ヨコ） １３部 

参考見積書 様式自由 Ａ４（タテ or ヨコ） 提出者名有り：２部（押印） 

提出者名無し：１１部 

 

３．書類作成時の注意事項 

（１）企画提案書及びその関連資料は、別添の様式に基づき作成する。 

（２）用紙は片面印刷とする。 

（３）印刷はカラーとしてもよい。 

（４）様式３～6 及び参考見積書の順番でまとめ、左上 1 か所をホチキスで留め、様式３

（押印すること）を添えて提出する。また、背表紙ならびにファイル等を付加したも

のは不可とする。 

 

４．各様式の記載内容等 

（１）様式 3（企画提案書） 

提出者等について記載し、押印すること。 

（２）様式４（企画提案書表紙） 

企画提案書表紙の枠内に提出者等について記載したもの２部、一切記載しないもの

を 1１部提出する。 

（３）様式 5（業務実施方針） 

   本業務の工程、業務への取組体制（人員配置、連絡体制等）及び実施方法を記載す
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る。 

（４）様式６（提案内容） 

慰霊碑製作にかかる基本コンセプトについて記載する。基本コンセプトについて

は、慰霊碑の持つ役割を含め、その考え方を具体的に記載すること。 

また、基本コンセプトに基づくデザイン（３点まで提案可能）、構造、材質を具体

的に記載するとともに使用する石材等の写真（色、質感等を確認することができるも

の）を添付すること。また、構造及びデザインの具体的な内容を把握するため、必要

なイメージ図面等を添付すること。なお、提案者を特定できる内容の記述（過去の作

品の写真・図面等）を記載してはならない。 

（５）参考見積書 

   提案した運用体制による合計経費（消費税及び地方消費税の額を含む。）を提示す

ること。また、業務に係る積算内訳も明示すること。 
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東池袋自動車事故慰霊碑設置業務 

プロポーザル実施要項 

令和元年 10 月 

豊島区 

 

〒171－8422 東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 都市整備部 土木管理課 

TEL.：03-3981-4856（直通） FAX.：03-3981-4844 

メールアドレス：A0023206@city.toshima.lg.jp  

 


