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第３期廿日市市地域福祉計画策定支援業務委託事業者選定に係る

公募型プロポーザル実施要領

１ 趣旨

本要領は、「第３期廿日市市地域福祉計画策定支援業務」の受託候補事業者を

公募型プロポーザル方式により選定する手続きについて、必要な事項を定める。

２ 業務の概要

(1) 業務名

第３期廿日市市地域福祉計画策定支援業務

(2) 業務内容

別紙「第３期廿日市市地域福祉計画策定支援業務委託仕様書」のとおり

(3) 履行期間

委託契約締結の日から令和３年３月３１日まで

(4) 提案上限額

５，０００，０００円

（取引にかかる消費税及び地方消費税（税率１０％）を含む。）

※ 金額は、契約金額や予定価格を示すものではない。提案にあたっては

上限額を超えないものとする。

３ 参加資格

次に挙げる条件をすべて満たしている事業者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。

(2) 本契約の契約候補者決定の日前６か月以内に、手形又は小切手の不渡りがない

こと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日か

ら２年を経過していること。

(3) 応募書類の提出時点において、本市の指名競争入札の指名停止等の措置を受け

ている者でないこと。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続き開

始の決定、民事再生法にあっては再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。
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(5) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている

者でないこと。

(6) 廿日市市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第１号に規定する暴

力団及び同条第２号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 法人であること。

(8) 国税及び地方税に滞納がないこと。

(9) 他の地方公共団体での同種業務又は類似業務の実績、本業務を遂行する十分な

能力及び適正な執行体制を有していること。

(10)個人情報の保護について、本市の施策に準じた措置を講じることができるこ

と。

(11) プライバシーマークを取得していること。

４ 全体スケジュール（予定）

５ 参加申込書の提出等

(1) 提出書類及び提出部数

ア 参加申込書（様式１） １部

イ 申込書に関する資料 各１部

(ｱ) 登記事項証明書又は登記簿謄本（発行後３か月以内のもの）写しでも可

内 容 日 程

公募開始・参加申込書等提出期間
令和２年３月２３日（月）

～４月１０日（金）

質問書受付期間
令和２年３月２３日（月）

～３月２７日（金）

質問書に対する回答期限 令和２年３月３１日（火）

参加申込書兼誓約書の提出期限（募集終了） 令和２年４月１０日（金）

参加資格審査の結果通知 令和２年４月１３日（月）

企画提案書等提出期限 令和２年６月１２日（金）

プレゼンテーション

※時間、場所等は、企画提案書受付確認後に

通知

令和２年６月２２日（月）

審査結果公表・通知発送 令和２年６月２６日（金）

契約締結 令和２年７月初旬
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（ｲ） 納税証明書（国税及び市県民税の未納がないことを証明するもの。

発行後３０日以内のもの）写しでも可

(ｳ) 会社概要のわかるもの（パンフレット等も可）

(ｴ) 類似業務の受託実績がわかるもの

(2) 提出期限

令和２年３月２３日（月）～４月１０日（金）

※開庁日午前９時から午後５時までの間に持参すること。

(3) 提出先

〒７３８－８５０１

広島県廿日市市下平良一丁目１１番１号

廿日市市福祉保健部福祉総務課（庁舎１階）

電話 ０８２９－３０－９１５０

F A X ０８２９－３０－９１３１

E－mail fukushisomu@city.hatsukaichi.lg.jp
担当 倉田、野田、讃井

６ 質問書の提出等

(1) 質問の受付方法

質問書（様式２）により、電子メールにより提出すること。提出後は、必ず電

話にて受信確認を行うこと。なお、電話、ＦＡＸ及び直接来庁による質問には応

じない。

(2) 受付期間

令和２年３月２３日（月）～３月２７日（金）

(3) 回答方法

質問に対する回答は、質問内容を含めて本市のホームページにて随時公表する。

公表にあたっては、質問者名を伏せた上で令和２年３月３１日（火）までに、

回答する。

７ 企画提案書の提出等

(1) 提出書類及び提出部数

ア 企画提案書 ８部（正本１部、副本７部（副本はコピー可））

(ｱ) 様式は任意とする。

(ｲ) 企画提案書は、次の項目「(2)企画提案書の作成にあたっての留意事項」

を参照の上、作成すること。
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イ 見積書 ８部（正本１部、副本７部（副本はコピー可））

(ｱ) 様式は任意とする。

(ｲ) 見積価格は、消費税及び地方消費税（税率１０％）の額を含めた総額を記

載すること。

(ｳ) 積算根拠となる費目（人件費、事業費等）、単価等を年度別に記載するこ

と。

ウ 情報非公開希望申立書（様式３）１部

(ｱ) 提出書類は廿日市市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、対

象文書として原則公開することとする。しかしながら、公にすることにより、

法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

るに足りる合理的な理由がある情報は、同条例第７条第３号の規定により非

公開とできる場合がある。企画提案書において、当該規定適用により非公開

とすることを希望する部分について、情報非公開希望申立書により、該当部

分と、公開により正当な利益を害すると認められるに足りる具体的な理由を

明示すること。（ただし、本市の検討の結果、公開となる場合もある。）

(ｲ) 非公開を希望する部分が無い場合でも、その旨を記載し、申立書を必ず

提出すること。

(2) 企画提案書の作成にあたっての留意事項

ア 企画提案書の様式等

(ｱ) 用紙サイズは、Ａ４版縦とし、横書きとする。

(ｲ) 文字サイズは、１０ポイント以上とする。

(ｳ) 使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とする。

(ｴ) 両面印刷で５０ページ以内（表紙はページ数に含めない）とし、印刷の色

は、カラー、白黒を問わない。

(ｵ) ページ番号を付すること。

イ 企画提案書の基本構成

(ｱ) 企画提案書正本は、表紙に会社名を記載すること。副本は、提案者が判別

できるような記載（ロゴも含む）を一切行わないこと。

(ｲ) 企画提案書の提案項目の順に題目を明記して記述すること。

(ｳ) 過去の実績に基づくノウハウを、本業務の遂行に向けてどのように活用で

きるかを記述すること。

ウ 企画提案書の提案項目

「第３期廿日市市地域福祉計画策定業務委託仕様書」（別紙１）及び本実施

要領を踏まえ、次の項目については必ず提案すること。
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なお、企画提案した事項については、全て見積価格の範囲内で実施するも

のとする。

(ｱ) 本業務の目的

・業務の目的と本市の現状と課題について記載すること

(ｲ) 業務遂行能力及び実施体制について

・業務のスケジュール及び実施体制の全体フローを記載すること。

・同類・類似計画等策定実績（貴社の概要に記載ある場合は、記載不要）

(ｳ) 個人情報の取り扱いについて

・個人情報漏えい事故を未然に防止する取組みについて記載すること。

(ｴ) 地域特性の把握支援及びそれぞれの地域課題の整理・分析支援

・統計データや既存情報に基づく本市における課題の現状分析と手法の

提案、課題整理方針

・国や他自治体の動向等の把握

・第３期計画において重視すべき事項

(ｵ) 市民対話及び各種会議の企画運営支援

・今後の施策や計画の進捗管理につなげることができるプロセスの工夫、議

論テーマの提案

(ｶ) 計画書（本編及び別冊）の作成支援

(ｷ) 仕様書の記載事項に付加して独自提案がある場合は、その内容を記載する

こと。

(3) 提出期限

令和２年６月１２日（金）

提出方法は、郵送（書留、簡易書留、特定記録郵便に限る。）により提出する

こと。（令和２年６月１２日（金）消印有効）

なお、郵送で提出した旨を電話連絡すること。

(4) 提出先及び連絡先

本要領の「５ 参加申込書の提出等」の(3)提出先に同じ。

８ 辞退について

参加申し込みを辞退する場合は、令和２年５月２９日（金）午後５時までに参加

辞退届（様式４）を提出すること。

提出先は、本要領の「５ 参加申込書の提出等」の(3)提出先に同じ。

９ 委託事業者の審査・選定方法

(1) 審査方法
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委託事業者の選定は、第３期廿日市市地域福祉計画策定支援業務委託事業者

選定委員会（以下「委員会」という。）において、企画提案書の内容を総合的

に審査し、受託候補事業者を選定する。

(2) 面接審査（プレゼンテーション）

ア 実施日時 令和２年６月２２日（月）

イ 実施時間 １者につき３５分程度（提案２０分、質疑１５分）を予定

ウ 資料

プレゼンテーションは、企画提案書提出時の資料で行い、追加資料の提出は

認めない。

エ 出席者

提案書の実施体制に記載されている主たる管理責任者及び主任担当者が

行うこととし、会場への入室は３名以内とする。

(3) 選定方法等

ア 企画提案書等提出書類の内容を総合的に評価し、各委員の採点により、受託

候補事業者を選定する。

イ 委員会は評価基準に基づき、提出書類に記載された内容を評価項目ごとに

採点する。

ウ 事業者が１者の場合であっても審査を行う。

(4) 審査目的、評価基準及び評価項目

ア 審査目的

企画提案書は、具体的な契約交渉を行う事業者を選定するためのものである。

企画提案書によって企画力や実現の可能性、業務遂行能力などを審査するが、

提案内容がそのまま契約内容となるわけではない。具体的な契約内容及び委託

金額は本市との交渉を通じて決定する。

イ 評価基準

企画提案書等提出書類及びヒアリング審査により、次表の評価項目ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる評価点を満点として評価し、総合的に判断する。

評価項目 評価事項 評価(点)

１ 基本的事項

・ 委託業務の趣旨を十分に理解し、本市と連携し

て委託業務を円滑かつ適切に遂行することが期

待できるか。

５

２ 実施体制

・ 業務に対する組織体制・人員配置は適正である

か。また、業務の担当予定者が、当該業務に関す

る十分な実務経験を有しているか

１０
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(5) 選定結果の通知

選定結果は、廿日市市ホームページにて掲載するとともに全提案者に書面で通

・ 個人情報の管理が適切に行われているか。 ５

３ 業務実績
・ 過去の同種・類似の業務実績等から、適切に業

務を遂行する能力が見込まれるか。
１０

４ 企画提案

＜ 課題分析等＞

・ 本市の地域課題を把握するために適切な課題

分析・手法が提案されているか。また、本市の現

状や各種関連計画を踏まえた上での評価となっ

ているか。

＜施策反映・進捗管理＞

・ 第３期計画策定後の実践につながる実施内容、

実施方法（プロセス）となっているか。

＜国等の動向把握＞

・ 第３期計画の策定にあたり論点となることが

見込まれる事項を適切に捉えているか。

・ 国や他の自治体の動向(先進地事例)を踏まえた
提案とされているか。

＜提案の独自性＞

・ 本市が仕様書に提示している以外のことにつ

いて、委託業務達成に有意義な独自の提案がされ

ているか。

６０

５ 見積価格

・ 見積価格が最も低かった事業者に満点を付す。

・ その他の事業者については、見積価格が最も低

かった事業者の見積価格（A）を、当該事業者の

見積価格（B）で除して得た数値（A/B）に配点（点）

を乗じて得た得点(小数点第１位を四捨五入)

○見積価格が最も低かった事業者

最低見積価格（A）＝１０点

○その他の事業者

最低見積価格（A）

当該事業者の見積価格（B）

(小数点第１位を四捨五入)

１０

合計 １００

×１０点
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知する。選定に関する異議等は受付けない。

(6) 契約締結の交渉

最優秀提案者として選定された事業者と契約締結の交渉を行う。契約交渉が不

調の時は、次点の者と契約締結の交渉を行うこととする。

10 その他留意事項

(1) 本プロポーザル選考に参加する費用は、全て提案者の負担とする。

(2) 企画提案書は１者１案とする。

(3) 企画提案書提出期限終了後の提案等の修正又は変更は一切認めない。

(4) 提出された書類は返却しない。

(5) 企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製するこ

とがある。

(6) 提出書の著作権は参加申込者に帰属する。

(7) 委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(8) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等により、業務期間について変更

となる場合がある。その際の費用負担等は、別途協議するものとする。


