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第２次南砺市総合計画策定支援業務

プロポーザル実施要領

平成３０年１１月

南砺市
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第２次南砺市総合計画策定支援業務プロポーザル実施要領 

１．業務概要 

（１）件   名   第２次南砺市総合計画策定支援業務

（２）業務の目的   別紙「第２次南砺市総合計画策定支援業務委託仕様書」

のとおり

（３）業 務 内 容   別紙「第２次南砺市総合計画策定支援業務委託仕様書」

のとおり

（４）業 務 期 間   契約の日 から ２０２０年３月３１日 まで

２．見積限度額 

金６，５５６，８００円（消費税及び地方消費税を含む。）

ただし、各年度において以下の金額を超えないものとする。

１年目 ４，８１８，０００円

２年目 １，７３８，８００円

３．実施形式 

公募型

４．参加資格 

本プロポーザルの参加資格者は、次に掲げる条件を全て満たす法人とする。

（１）南砺市指名停止等措置要綱（平成 16年告示第 86号）による指名停止を
受けていないこと。

（２）地方自治法施行令（昭和 22年５月３日政令第 16号）第 167条の４第１
項の規定に該当しないこと。

（３）参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこ

と。

（４）国税、地方税について滞納がないこと。

（５）公募日より過去５年以内に、地方公共団体の総合計画又はそれに類する

構想等の策定支援業務を元請として完了した実績があること。

（６）本業務について、十分な業務遂行能力を有し、本市の指示に柔軟に対応

できる体制を有すること。

（７）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による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）による再生手続開始の申立てが
なされているなど経営状態が著しく不健全である者でないこと。
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５．募集内容 

（１）募集方法   ホームページにより募集する

（２）申込方法   参加申込書その他書類に必要事項を記入の上、郵送、持

参又は電子メールにより提出すること

（３）期 間   公示の日 から 平成３０年１１月１２日（月） まで

６．候補者決定方法 

・質問書（様式１）の提出（提出期限：１１月７日（水））

   ↓

・参加申込書（様式２）の提出（提出期限：１１月１２日（月））

   ↓

・資格審査結果通知（１１月１３日（火）まで）

   ↓

・企画提案書の提出（提出期限：１１月１４日（水））

   ↓

・提案審査会（１１月１６日（金））

   ↓

・受託業者の決定（１１月１９日（月））

   ↓

・契約の締結（１１月２０日（火））

７．質疑・回答 

質問事項がある場合は、平成３０年１１月７日（水）１７：００までに、質

問書（様式１）を下記「１５．問合せ先」あてにＥメール又はＦＡＸにて送信

すること。持参による質問や電話による問い合わせには回答しない。

質問については、質問を行った者の法人名等を伏せた上で、提案書提出有資

格者すべてに、質問書及び参加申込書に記載のメールアドレスに対して回答す

る。

８．参加申込・資格審査 

（１）申込方法   以下の書類に必要事項を記入の上、郵送、持参又は電子

メールにより提出すること

① 参加申込書（様式２） １部

② 使用印鑑届（様式３） １部

③ 誓約書（様式４） １部

④ 営業実態調書（様式５） １部

⑤ 業務実績調書（計画策定業務）（様式６） １部
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 ※ 総合計画の策定支援業務を１件以上記載すること

⑥ 従業員名簿（計画策定業務）（様式７） １部

⑦ 納税証明書（国税、県税及び市税） 各１部

（２）審 査   提出書類により審査する

（３）通 知   １１月１３日（火）までに電子メールにより通知する

９．企画提案書の作成 

（１）提出書類

① 企画提案書 １０部（任意様式）

・ 様式等は、Ａ４判、左綴じとする

② 業務の実施体制及び業務完了までのスケジュール １０部（任意様式）

③ 業務実績調書（計画策定業務）（様式７（任意様式可）） １０部

※ ８．で提出したもの

④ 従業員名簿（計画策定業務）（様式８（任意様式可）） １０部

※ ８．で提出したもの

③ 見積書 １０部（任意様式）

（２）提出方法

持参又は郵送等

※ 持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から正午まで、

午後１時から午後５時までとする。

※ 郵送の場合、期限まで必着とする。また、書留等、到達の記録が残る方法

により送付すること。

（３）提出期限

平成３０年１１月１４日（水）１７時まで

（４）企画提案のポイント

別紙「第２次南砺市総合計画策定支援業務委託 仕様書」に定める目的や計

画策定の基本的な考え方（取り組みの方向性）を踏まえた提案とすること。

なお、以下の内容については必ず盛り込むものとする。

① 市民の意見を広く集め、将来像等に落とし込む手法

② 論理的に整理された計画とするための手法及び可能な支援

③ 計画の段階にあわせた指標の設定方法、具体例及び可能な支援
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（５）企画提案書に関する留意事項

・ 企画提案書の作成、提出など企画提案に要する経費については、すべて提

案者の負担とする。

１０．審査方法 

（１）進め方

審査は、市が別に定める委員により組織する「第２次南砺市総合計画策定支

援業務プロポーザル選定委員会」が行う。

なお、優秀提案者の選定に当たっては、別表の審査項目及び評価内容に基づ

き、提出書類及びプロポーザル参加者によるプレゼンテーション内容の審査を

行い、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の

実施能力等を評価、採点し、審議のうえ選定する。

なお、複数の基準点を満たす同得点者が生じた場合は、それらの者のみを対

象として再審査を行い、順位を決定する。

（２）審査の項目・配点

別表のとおり

（３）審査会の実施

① 開催日時・開催場所

・ 平成３０年１１月１６日（金）

・ 日時、開催場所については、後日、企画提案参加者に通知する。

② 企画提案の所要時間（予定）

・ プレゼンテーション１０分以内

・ 審査委員からの質疑約１５分間

③ 注意事項

・ 各提案者のプレゼンテーション開始時間は、後日通知する。

・ プレゼンテーションに際しては提出された企画提案書を用いて説明を

行うこと。

・ プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴すること

はできない。

・ プレゼンテーション参加者は２名までとする。

・ 指定の時間に遅れた場合には、審査対象としない。

１１．審査結果 

審査結果は選定後、速やかに参加者に通知するとともに、ホームページ上で

公表する。
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１２．日程 

日 程 内 容

平成 30 年 11 月 １日（木） 公募開始、業務説明資料等の配布

平成 30 年 11 月 ７日（水） プロポーザル質問の締め切り

平成 30 年 11 月 12 日（月） プロポーザル参加表明の提出期限

平成 30 年 11 月 14 日（水） 技術提案書の提出

平成 30 年 11 月 16 日（金） 審査会※日時、場所は別途通知

平成 30 年 11 月 19 日（月） プロポーザル審査結果の通知

平成 30 年 11 月 20 日（火） 業務委託契約の締結

１３．提出書類の取扱い 

（１）提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。

（２）提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は、軽微な修正

を除き、原則認めない。

（３）企画提案参加者は、複数の提案書の提出はできない。

（４）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となってい

る事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて

参加者が負うものとする。

１４．情報公開及び提供 

プロポーザル方式による候補者決定における公正性及び透明性を高めるとと

もに、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報について、以下

のとおり情報公開及び情報提供するものとする。

（１）プロポーザル実施に関する情報（参加者から提出された資料を含む。）は、

市情報公開条例に基づき公開することがある。 

（２）該当業務の受託者から提出された資料（企画提案書を含む。）は、市情報

公開条例に基づき公開する。 

（３）参加者数、参加者名及び候補者名については、公表に努める

（４）候補者決定に影響を及ぼさない範囲で実施する

（５）前各号に掲げるもののほか、プロポーザルの実施過程、結果等について

は、市ホームページを活用し、情報提供に努める
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１５．問合せ先 

南砺市市長政策部地方創生推進課

地方創生推進係 亀田、河合

（電話）０７６３－２３－２００２

（ＦＡＸ）０７６３－２２－１１６９

（メール）chihososeika@city.nanto.lg.jp 



別表

評価項目 評価の着眼点 判断基準 配点
市民との目標の共有 ・提案を求める趣旨が理解されているか

・市民からの意見を吸い上げ、また将来像
等に落とし込む効果的な方法が提案されて
いるか
・提案は具体的か

１５点

論理的に整理された構成 ・提案を求める趣旨が理解されているか
・論理的に納得度の高い計画を作成するた
めの効果的な方法が提案されているか
・提案は具体的か

１５点

指標の設定 ・提案を求める趣旨が理解されているか
・実効性の高い計画を作成するための指標
設定の手法が提案されているか
・提案は具体的か

１５点

独創性 ・仕様書に記載した業務以外にも、独創的
な提案がなされているか
・提案は目的に沿うものか
・提案は具体的か

１５点

合　計 ／６０点
企業の実績 ・企業として従来型ではない総合計画策定

にかかる支援業務の実績があるか
・どの部分が特徴的であるか、具体的に示
されているか

１０点

実施体制 ・技術者の配置や実施手順は妥当か １０点

合　計 ／２０点
・２０×（１－見積もり額／見積もり限度額）
で表される点数
※小数点以下は四捨五入する
※税込価格で計算する

２０点

・限度額を超える場合 審査外
／２０点

総　計 ／１００点

経済性

２０点

業務コスト

合　計

第２次南砺市総合計画策定支援業務

審査項目及び評価内容

　以下の各項目の評価内容に基づき、各項目の配点の合計を１００点満点とし、各審査委員の再点数
の合計により算出する。なお、審査委員の採点数の合計が５０％以上（全審査員の採点合計÷審査員
数≧５０％）であることを最低基準とする。

技術提案

６０点

実現性

２０点


