
ファブ☆スタ（仮称）開設事業 公募型企画提案実施要領 

 

１ 事業名 

ファブ☆スタ（仮称）開設事業 

 

２ 目的 

公益財団法人南信州・飯田産業センター（以下「産業センター」という。）は、令

和２年 10 月に３Ｄプリンターなどのデジタルファブリケーション機器を備える施設

「ファブ☆スタ（仮称）」の開設を予定している。 

このファブ☆スタ（仮称）は、南信州地域の産業の将来の担い手となる子どもたち

から、ものづくりを趣味とする大人の方など、多様な世代がものづくりに触れること

で、ものづくりへの興味・関心を喚起すること、自らのものづくりのアイデア・デザ

インを実現すること、また高等教育機関や地元産業界の試作等での機器利用により、

産業の高度化・高付加価値化、技術者の育成・交流を推進することなど、当地域の産

業振興及び人材育成を図ることを目標とする施設である。 

本事業は、このような施設の目標を達成するために、導入する機器の選定から人材

育成の機会となる講座の運営、国内外のものづくり施設との連携まで、一貫した提案

及び実施ができる事業者を公募により選定することを目的とする。 

 

３ 企画提案要求事項及び注意事項 

(1) 機器 

・最低限、以下の機器（機種）及び数量を提案すること。 

・機器の所有権は、産業センターに帰属する。 

・数量合計の概ね８割以上の機器が令和２年９月末までに導入可能なこと。導入が

遅れる機器は導入予定時期を示すこと。 

ア ３Ｄ ＣＡＤ（数量計６） 

以下２種類 

・ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ Ｓｔａｎｄａｒｄ：数量１ 

・その他のソフトウェア（例 Ｆｕｓｉｏｎ３６０）：数量５ 

イ ３Ｄプリンター（数量計８） 

以下４種類 

・ＣＦＦ方式：数量１ 

造形エリア３００×１３０×１５０ｍｍ以上でマイクロカーボン含有のナイ

ロンと炭素繊維やグラスファイバーを補強材として使用でき、最小０．１ｍｍ

ピッチで造形が可能な装置 

・中型ＦＤＭ方式：数量１ 



造形エリア２００ｍｍ角以上で汎用樹脂（ＡＢＳ、ＰＬＡ）が使用でき、最小

０．５ｍｍピッチで造形が可能な装置 

・小型ＦＤＭ方式：数量５ 

造形エリア１５０ｍｍ角以下で汎用樹脂（ＰＬＡ）が使用でき、最小０．１ｍ

ｍピッチで造形が可能な装置 

・ＤＬＰ方式：数量１ 

造形エリア２００ｍｍ角以下で高耐熱、高強度の樹脂が使用でき、最小０．０

５ｍｍピッチで造形が可能な装置 

ウ レーザーカッター（数量計３） 

・スキャン機能を有しており、スマートフォン、タブレット等にアプリをダウン

ロードして使用できる装置。 

エ カッティングマシン（数量計３） 

・スキャン機能を有しており、最大３ｍｍまでの厚さの素材をカットできる装置 

オ ＣＡＤ用ノートＰＣ（数量計６） 

以下要件を満たしている機器 

・ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ用：数量１ 

ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ１０Ｐｒｏ（６４ｂｉｔ） 

ＣＰＵ：６コア、３．３ＧＨｚ以上 

ＲＡＭ：１６ＧＢ以上 

ＧＰＵ：４ＧＢ以上 

ストレージ：ＳＳＤ５１２ＧＢ以上（ハードディスク不可） 

・その他のソフトウェア用：数量５ 

ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ１０Ｐｒｏ（６４ｂｉｔ） 

ＣＰＵ：４コア、１．７ＧＨｚ以上 

ＲＡＭ：８ＧＢ以上 

ストレージ：ＳＳＤ５１２ＧＢ以上（ハードディスク不可） 

・ウイルス対策ソフト:数量６ 

各ＰＣにＵＳＢメモリーのウイルスチェックができるものをインストールす

ること。 

カ その他 

講座の運営に必要な機器、備品等は提案上限額の範囲内で追加可能。 

(2) 機器の保守 

・機器導入から令和３年３月 31 日までの間、機器の保守をすること。 

・「４(2)初年度の機器の保守費用」を算定する際は、最長３年契約をした場合の費

用を基準とすることを可（実際の契約は予算の範囲内で最長期間）とする。 

・複数者で連携して機器の保守をすることも可とする。 



(3) 施設 

・施設は、エス・バードＣ棟１階に所在し、面積は約 66 ㎡である（事前に施設見

学等をすることも可能）。 

・施設内の機器の配置や必要な備品等を提案すること。 

(4) 講座の運営 

・子どもや学生向け、一般向けそれぞれの講座のおおまかな内容を提案すること。 

・子どもや学生向けを中心に、令和２年 10 月から令和３年３月までに、６回以上

の講座を開催すること。 

・複数者で連携して講座の運営をすることも可とする。 

(5) 材料 

・導入機器で使用可能な材料の単位量当たりの単価を明示すること。 

 

４ 提案上限額 

 14,800 千円（以下(1)～(4)の費用の合計額（消費税を含む）） 

(1) すべての機器及び備品の購入費用 

(2) 初年度の機器の保守費用 

(3) 施設の設計等に要する費用 

(4) 子どもや学生向けを中心に、６回の講座を開催する費用（講師謝礼等（材料費は

含まない）） 

 

５ 参加資格の要件 

なし 

 

６ 参加資格の喪失 

次のいずれかに該当するときは参加資格を失う。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する場合。 

(2) 会社更生法に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者。 

(3) 民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団員。 

 

7 スケジュール（予定） 

手続き等 日程 

公募開始 令和２年６月 ５日(金) 

参加希望書の受付 令和２年６月 ５日(金)～ 

令和２年６月 18日(木)17 時 

質問書の受付 参加希望書提出後～ 



令和２年６月 22日(月)17 時 

質問書の回答 令和２年６月 23日(火) 

提案内容のプレゼンテーション 令和２年６月 24日(水)～ 

令和２年６月 30日(火) 

審査結果の通知 審査委員会内で合意後速やかに 

契約締結に向けた協議 審査結果通知後速やかに 

契約締結（機器等購入、機器保守、講座

の運営はそれぞれ別契約） 

協議後速やかに 

結果公表 契約締結日から３日以内（土日含ま

ず） 

 

８ 参加方法等 

(1) 提出書類 

参加希望書【様式第１号】 

(2) 提出方法 

電子メール 

(3) 受付期間 

令和２年６月５日(金)から令和２年６月 18 日(木)17 時まで 

(4) 提出先 

「14 事務局」に同じ。 

 

９ 質問及び回答 

(1) 質問 

ア 提出書類 

質問書【様式第２号】 

イ 提出方法 

電子メール 

ウ 受付期間 

参加希望書提出後から令和２年６月 22 日(月)17 時まで 

エ 提出先 

「14 事務局」に同じ。 

オ その他 

電子メールの件名は「ファブ☆スタ（仮称）開設事業についての質問【会社名】」

とすること。 

(2) 回答 

ア 回答日 



令和２年６月 23日(火) 

イ 回答方法 

参加希望書提出業者全社に電子メールにより一括して回答する。 

 

10 企画提案参加の辞退 

参加希望書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届出書【様式第３号】を事務局

宛に電子メールにより提出すること。 

 

11 提案内容のプレゼンテーション 

令和２年６月 24日(水)から令和２年６月 30 日(火)の期間内に、実施日を個別に決

定し、産業センターにて１時間程度で提案内容のプレゼンテーションを実施すること。 

 

12 見積書及びその他の提出書類 

プレゼンテーションの実施日に以下の書類を提出すること。 

(1) 見積書 

任意様式で可とする。 

以下内容を明示すること。その他必要な費用があれば全て明示し、契約時に増額

とならないようにすること。 

ア すべての機器及び備品の購入費用 

イ 機器の保守費用（保守契約の期間が令和３年３月 31 日を超える場合は、令和

３年３月 31 日までの相当額（価格審査対象）と令和３年４月１日以降の相当額

（価格審査対象外）をそれぞれ明確にすること） 

ウ 施設の設計等に要する費用 

エ 子どもや学生向けの講座を中心に６回の講座を開催する費用（講師謝礼等（材

料費は含まない）） 

オ 単位量あたりの材料費（価格審査対象外） 

(2) その他の提出書類 

ア 会社概要等 

任意様式で可。会社案内等のパンフレットも可とする。 

イ 事業実施体制図 

任意様式で可。機器の保守又は講座の運営を複数者で連携して実施する場合は

その内容も記載する。 

 

13 審査及び採点 

(1) 内容審査（900 点満点） 

産業センター職員、飯田市、地元産業界等により組織された審査委員会が、プレ



ゼンテーションの内容により審査し、以下の４項目を「優」、「良」、「可」、「不可」

の４段階で採点する。 

ア 機器  （200 点満点） 

イ 保守  （100 点満点） 

ウ 施設  （200 点満点） 

エ 講座運営（400 点満点） 

 ア 機器 

（200 点満点） 

イ 保守 

（100 点満点） 

ウ 施設 

（200 点満点） 

エ 講座運営 

（400 点満点） 

優 200 100 200 400 

良 150 75 150 300 

可 100 50 100 200 

不可 0 0 0 0 

なお、不可（0点）の項目が１つでもあった場合は、実施業者としない。 

(2) 価格審査（100 点満点） 

提出された見積書の合計額により以下のとおり採点する。 

ア 最低価格提示業者 

100 点とする。 

イ 次点以降の業者 

100 点×最低価格÷提示価格（小数点以下四捨五入） 

(3) 実施業者の決定 

内容審査（900 点満点）と価格審査（100 点満点）の合計点数が大きい業者を実

施業者として決定する。 

(4) 審査結果の通知 

電子メールにより送付する。 

 

14 事務局 

公益財団法人南信州・飯田産業センター 担当 伊藤 

〒395-0001 長野県飯田市座光寺 3349-1 

電話 0265-52-1613 

電子メール h.ito@isilip.com 

 


