若桜町未来ビジョン策定業務プロポーザル実施要領

１ 業務名
若桜町未来ビジョン策定業務（以下「本業務」という。
）
２ 目的
本要領は、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、本業務の委託先
を選定する手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
３ 業務の概要
（１）内
容 別添「若桜町未来ビジョン策定業務仕様書」のとおり（以下「仕様書」という。）
（２）履行期限 令和２年３月１０日
（３）予 算 額 ６，５００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む）
４ 参加資格
（１）このプロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たしているものとする。
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国や地方公共団体のまちづくり計画策定や住民が参画する会議の運営又は支援等の業務につい
て受託実績があること。
③公募開始日から企画提案書提出日までの間、若桜町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要
綱（平成 12 年 3 月 27 日告示第 6 号）又はその他の法令の規定による指名停止を受けていない
こと。
④公募開始日から企画提案書提出日までの間、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に規定する
更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に規定する再
生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
⑤国税及び地方税を滞納している者でないこと。
⑥若桜町の契約等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 25 年若桜町告示第 78 号）第 3 条に
規定する者（以下「排除措置対象者」という。）でないこと。入札参加者が排除措置対象者で
あるかどうかを警察に照会する場合がある。
（２）２者以上の提案については、以下の形態とする。
２者以上による共同提案は可能とし、上記（１）①～⑥を全て満たす者で構成すること。契約
締結は代表者と行うこととし、代表者は業務全体の進行管理、とりまとめ等を行う。
５ 募集方法
若桜町ホームページへの掲載
６ 配布書類
（１）配布期間
令和元年９月２５日（水）から令和元年１０月２１日（月）１５時まで
（２）入手方法
若桜町ホームページからダウンロード
〔町ホームページ〕http://www.town.wakasa.tottori.jp/
（３）配布書類一覧
・若桜町未来ビジョン策定業務プロポーザル実施要領（本要領）
・若桜町未来ビジョン策定業務仕様書
・質問書（様式第１号）
・参加表明書（様式第２号）
・業務実績調書（様式第３号）
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・企画提案書届出書（様式第４号）
・業務体制表（様式第５号）
・見積書（様式第６号）
７ 質問及び回答
本実施要領及び仕様書に関し不明な点がある場合は質問書（様式第１号）の提出により行うこと
とし、審査に支障をきたす質問や電話又は口頭による質問については受付けない。
（１）提出期限
令和元年１０月２日（水）午後３時まで
（２）提出方法
MicrosoftWord 文書により、電子メールで提出すること。
（３）提 出 先
若桜町ふるさと創生課 E-mail：furusato@town.wakasa.tottori.jp
（４）回答方法
令和元年１０月４日（金）中に若桜町ホームページ上にて公表する。
８ 参加表明
参加を希望する場合は、次の書類を提出すること。
（１）提出期限
令和元年１０月９日（水）午後３時まで
（２）提出書類
参加表明書（様式第２号）
１部
会社概要（様式自由、ただしＡ４版とする。
）
７部
業務実績調書（様式第３号）
７部
納税証明書（本提出直前１か月以内に発行されたもの）
１部
ア 都道府県税に滞納がないことの証明書
イ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書
（３）提出方法
持参又は郵送による
（４）提 出 先
若桜町ふるさと創生課 〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町若桜 801-5
９ 企画提案書等
参加を希望する者は、次の書類を提出すること。
（１）提出期限
令和元年１０月２１日（月）午後３時まで
（２）提出書類
提出書類
留意事項
企画提案書届出書（様式第 4 号） ・社長、営業所等の代表印を押印すること。
企画提案書（様式任意）
・用紙サイズはＡ4、両面利用可で 5 ページ以内とする。
・企画提案書（任意様式）は、別紙仕様書に基づき、次の
内容を示すこと。
ア 懇話会の進め方
イ 懇話会意見の抽出、まちづくり計画への反映手法
ウ 民意醸成手法（ワークショップ・講演会は原則必須）
エ その他提案事項
・業務推進にあたり独自の提案がある場合は、その内容及
び考え方と理由を記入すること。
業務工程表（任意様式）
・業務行程及び町との役割分担を具体的に記載すること。
業務実施体制（様式第 5 号）
・本業務に関わる者（予定）について、経歴・実務年数・
従事業務など必要事項を記入すること。
見積書（様式第 6 号）
・本業務予算額の範囲内で具体的積算内訳を添付すること。
・見積金額及び内訳金額は消費税及び地方消費税相当額
（１
０％として取扱う。
）を含めた額とする。
（３）提出部数
７部（企画提案書届出書（様式第４号）及び見積書（様式第６号）は、正
本１部のみ押印し、残り６部は複写とする。
）
（４）提 出 先
７の（４）と同じ
（５）提出方法
持参または郵送により提出する。
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（６）そ の 他
① 提出書類は返却しない。
② 提出書類を受理した後は、いかなる理由を問わずその変更は認めない。
10 事業者の選定
（１）事前審査
応募者が多数の場合は、提出された書類により事前審査を行い、プレゼンテーションに参加す
る事業者を５者程度まで選定することがある。
（２）プレゼンテーション
①実施予定日時
令和元年１０月２４日（木） ※時間は別途連絡する。
②実 施 場 所
若桜町役場
※詳細は時間と併せ別途連絡する。
③実 施 方 法
１事業者３０分以内とし、内訳は下記のとおりとする。
ア 提案書の概要・詳細説明（２０分以内）
企画提案書を使用し企画詳細を説明すること。説明時間は２０分以内とし、説明途中であ
っても延長は認めない。
イ 質疑応答（１０分以内）
審査員からの質問に対して回答することとし、応募者から審査員への質問は認めない。
④その他
ア １事業者あたり参加者は３名までとし、本業務の担当者は必ず出席すること。
イ 提出資料を基に行うこととし、追加提案の説明や追加資料の配布は認めない。
ウ プロジェクター等の使用は不可とする。
（３）選定方法
若桜町が設置する「若桜町未来ビジョン策定業務審査委員会」において、以下の審査基準に基
づき各審査員が個別に評価採点し、その点数を合計する方法により得点を算出して行う。最高得
点を得た者を優先的に協議を行う候補者として選定する。なお、得点の合計が一番高い者につい
て、同点の候補者が複数いる場合は選考委員の多数決をもって決し、なお同数の場合は委員長に
一任するものとする。
なお、合計得点が総得点の５割に達しない者は選定しないものとする。
審査基準
審査項目
評価の観点
配点
企画提案 ■理解度
人口減少問題等、地方自治体が抱える諸課題を理解し、国・県・市町
３０点
村レベルでの全国的な動態を把握したうえで、本町の魅力や現状と課題
が反映された企画となっているか。
■企画力
懇話会の効果的な運営と諸課題に対応できる「未来ビジョン」の策定 ３０点
が期待できる内容となっているか。
■業務工程
１０点
適切な業務行程が組まれているか。
■業務実績・実施体制
信 頼 性
過去の実績から十分な業務遂行能力があると判断でき、業務遂行のた ２０点
めの適切な人員配置となっているか。
見積価格
仕様書に基づき経費の内訳が明確に示されており、妥当な金額か。
１０点
（４）審査結果の通知
審査結果は、提案者全員に全ての提案者の順位及び得点を文書（電子メール）で通知するもの
とする。ただし、提案者名については、最高順位の提案者と当該通知の相手方のみ記載するもの
とする。また、審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。
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11 契約の締結
契約は、選定された優先委託候補者と若桜町の間で協議を行い、協議が整った場合は、地方自治
法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に定める随意契約により、本業務の実施に係る契約を締結する
ことを原則とする。
なお、プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容（見積内容を含む。）をもってそ
のまま契約するとは限らないことに留意し、最終的な業務仕様については事業者との協議により決
定する。
また、選定された優先委託候補者との協議が不調に終わった場合又は辞退や失格、その他の事由
により契約が不可能となった場合は、選考委員会において次点とされた者と協議を行う。
12 失格要件
次の各号のいずれかに該当する場合は失格とする。
（１）４に掲げる参加資格要件を満たさなくなった場合。
（２）提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。
（３）提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合。
（４）提出書類に虚偽の記載があった場合。
（５）審査の公平性を害する行為があった場合。
（６）その他、審査委員会が社会通念に照らして失格にあたる事由があると認める場合。
13 スケジュール
項
目
プロポーザル公告
質問書の提出期間
質問に関する回答
参加表明書の提出期間
企画提案書等の提出期間
プレゼン・審査会
審査結果の通知
契約協議開始

日

程

令和元年 9月25日(水)
令和元年 9月25日(水)～令和元年10月 2日(水) 15時迄必着
令和元年10月 4日(金)
令和元年 9月25日(水)～令和元年10月 9日(水) 15時迄必着
令和元年10月 9日(水)～令和元年10月21日(月) 15時迄必着
令和元年10月24日(木) ※予定
令和元年10月25日(金) ※予定
令和元年10月28日(月) ※予定

14 留意事項
（１）本プロポーザル参加に係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。
（２）提出期限以後の書類の再提出、差替え、修正、追加等は認めない。ただし、審査委員会から要
請のあったものについてはこの限りではない。
（３）提出された書類は、審査目的外の使用はしない。
（４）選定された者の提案書に係る著作権の帰属については契約時に取り交わす契約書で定めるもの
とする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。なお、選定されなかった
提案者の提案書に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。
（５）本業務に関して、提案事業者が１社のみの場合であっても、選考委員会において提案内容の審
査を行い、選定の可否を決定する。
（６）本公募型プロポーザルにおいて知り得た情報（周知の情報は除く。
）は、本公募型プロポーザ
ルの目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとする。また、本公募
型プロポーザルへの関わりがなくなった時点で、若桜町から配布された資料及びその他知り得た
情報については、適切に破棄すること。
（７）契約金の支払いは業務完了後とする。
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