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１ 業務の概要 

（１） 業務名 

    平成２７年度「宇美町人口ビジョン」及び「宇美町総合戦略」策定支

援業務委託 

（２） 業務の目的 

    本業務は、国のまち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦

略」を勘案して、宇美町における人口の現状と将来の展望を提示する「人

口ビジョン」及び今後５年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策

をとりまとめた「総合戦略」の策定を支援することを目的とする。 

（３） 業務内容 

別添「平成２７年度 「宇美町人口ビジョン」及び「宇美町総合戦略」

策定支援業務委託 仕様書」のとおりとする。 

（４） 契約期間 

    契約締結の日の翌日から平成２８年３月２５日（木）までとする。 

 

２ 委託金額の上限額 

  ９，４２９，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

３ 事業者の選定方法 

  公募型プロポーザルによる。 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに応募することができる者は、次の各号に掲げる要件の全

てを満たしていなければならない。 

（１） 安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

（２） 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。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）による申立てをしていない、又はされていない者で

あること。 

（４） 次のいずれかに該当する者でないこと。 

   ア 代表者及び役員等が暴力団（宇美町暴力団排除条例（平成２２年宇

美町条例第５号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

の構成員（以下「暴力団員」という。）である、又は暴力団員が経営に



 

 
 

事実上参加している者 

   イ 暴力団員を雇用している者 

   ウ 暴力団若しくは暴力団員と密接又は社会的に非難される関係を有し

ている者 

（５） 公募開始の日から参加表明書及び企画提案書の提出期限の日までにお

いて、宇美町指名停止等措置要綱（平成元年宇美町要綱第７号）に基づ

く指名停止等の措置を受けている者でないこと。 

 

５ 契約までのスケジュール 

日    程 内  容 

平成２７年７月 9 日（木） 募集要項の公表 

平成２７年７月１３日（月）１７時まで 質問書の提出期限 

平成２７年７月１４日（火） 質問に対する回答 

平成２７年７月１６日（木）１７時まで 参加表明書の提出期限 

平成２７年７月２１日（火） 参加資格結果の通知 

平成２７年７月２４日（金）１７時まで 企画提案書の提出期限 

平成２７年７月３０日（木） プレゼンテーション 

平成２７年７月３１日（金）頃 優秀提案者の選定・発表 

平成２７年８月１０日（月）頃 契約締結 

 

６ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルに応募しようとする者は、次に掲げる内容に従い、参加表

明書を提出すること。 

（１） 提出書類 

   ア 参加表明書（様式第１号） 

   イ 同種業務の実績を示す書類（契約書の写し等） 

   ウ 契約権限を支店等に委任する場合は、委任状（任意様式） 

（２） 提出方法 

    持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。） 

（３） 提出期限 

    平成２７年７月１６日（木）１７時まで 

（４） 提出後における提出書類の差替え及び追加 

提出後における提出書類の差替え及び追加は、認めない。 

 

 

 



 

 
 

７ 質問及び回答 

（１） 質問方法 

    質問書（様式第２号）に記入の上、電子メールにより提出すること。

電話及び来庁による質問には応じない。 

なお、質問書の送信後に、電話にて総合政策経営課にメールの着信を

確認すること。 

（２） 受付期間 

    平成２７年７月９日（木）から平成２７年７月１３日（火）１７時ま

で 

（３） 回答 

    平成２７年７月１４日（水）までに、参加表明書を提出した者全員に

電子メールにて質問内容及び回答を送信する。 

 

８ 企画提案書の提出 

  企画提案書は、次に掲げる内容に従い提出すること。 

（１） 提出書類 

順番 書類の名称 様式 

１ 企画提案書（表紙） 様式第３号 

２ 

別紙 

※ 仕様書をもとに、策定に向けた基本的な考え

方、「人口ビジョン」及び「総合戦略」の構成案、

検討組織の運営支援方法など必要な事項を具体

的に記載すること。 

※ 提案趣旨、アピールポイントなどがある場合

は添付することができる。 

※ 業務工程表についても実施スケジュールと役

割分担が具体的に分かるように記載すること。

任意 

３ 会社概要書 様式第４号 

４ 

同種業務実績表 

※ 本業務と同種又は同程度の業務の実績につい

て記載すること。 

様式第５号 

５ 

業務体制表 

※ 配置予定の管理責任者及び担当者を記載する

こと。 

※ 配置予定者は、公告の日において３か月以上

の雇用実績を有すること。 

様式第６号 



 

 
 

６ 

見積書 

※ 積算内訳を添付すること 

※ 合計金額は、消費税及び地方消費税を含めた

額とする。 

任意 

（２） 書類作成要領 

   ア 専門知識を有しない者でも理解できるように分かりやすい記載に努

めること。 

   イ 必要に応じ、図表や写真などにより文章を補完すること。 

   ウ 様式ごとに両面印刷とすること。 

   エ 提出書類は、「（１） 提出書類」の表に記載する順番にまとめ、企

画提案書（様式第１号）の向きを基準として左側を２穴綴じとするこ

と。 

（３） 提案数 

    企画提案書は、一の応募者につき一提案とする。 

（４） 提出部数 

    正本１部、副本８部とする。 

（５） 提出方法 

    持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限必着のこと） 

（６） 提出期限 

    平成２７年７月２４日（金）１７時まで 

（７） 提出後における提出資料の差替え及び追加 

提出後における提出資料の差替え及び追加は、認めない。 

 

９ 無効となる提案書 

  次のいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

（１） 本要項に規定する内容、条件等に適合しないもの 

（２） 記載内容の誤り、不明瞭又は未記入の部分があるもの 

（３） 記載内容に虚偽があるもの 

（４） 記載内容が法令等に違反するもの 

（５） 見積書の合計金額が「２ 委託金額の上限額」を超過しているもの 

 

１０ 審査方法及び選定方法 

  別添「平成２７年度「宇美町人口ビジョン」及び「宇美町総合戦略」策定

支援業務委託 事業者選定審査要領」記載のとおりとする。 

 

 



 

 
 

１１ 審査結果 

  審査終了後、 優秀提案者名を宇美町ホームページに公表するほか、応募

者の全てに当該応募者の結果を文書にて通知する。 

 

１２ 契約の締結 

  契約の締結は、 優秀提案者と平成２７年８月１０日（月）頃を目処に行

うものとする。 

 

１３ 優秀提案者の決定の取消し 

  優秀提案者を決定した日から本業務の契約を締結する日までの間に、

優秀提案者が「９ 無効となる提案書」に掲げるもののほか次のいずれかに

該当することが明らかとなったときは、 優秀提案者の決定を取り消し、契

約を締結しないものとする。この場合においては、次の（２）に該当する場

合を除き、第２位の提案者、第３位の提案者を順次繰り上げて 優秀提案者

とすることがある。 

（１） 正当な理由なく、「１２ 契約の締結」の日までに契約を締結しないこ

と。 

（２） 優秀提案者が談合その他の不正行為によって決定された者であるこ

と。 

（３） 役員及び使用人が暴力団員であること。 

（４） 役員及び使用人が暴力団若しくは暴力団員と密接又は社会的に非難さ

れる関係を有していること。 

 

１４ 提出書類の取扱い 

（１） 提出書類は、返還しない。 

（２） 提出書類の著作権は、応募者に帰属するものとする。ただし、情報公

開の請求があった場合においては、当該応募者の承諾を得た場合に限り、

開示するものとする。 

 

１５ その他留意事項等 

（１） 本プロポーザルの応募に要する費用は、応募者の負担とする。 

（２） 応募に際し、保証金は徴収しないものとする。 

（３） 企画提案書等の作成に際し、宇美町に関する資料（宇美町のホームペ



 

 
 

ージや窓口などにおいて公表し、又は公開されているものを除く。）が必

要な場合は、質問書によりその旨を連絡すること。資料を提供すると決

定したときは、参加表明書を提出した者全員に当該資料を提供するもの

とする。なお、当該資料については、宇美町の了承なく公表し、又は使

用することができないものとする。 

（４） 契約権限を支店等に委任する場合であっても、書類に記載する内容及

び添付書類は、本社（店）及び全ての支店等を対象とするものとする。 

（５） 企画提案書等に記載された管理責任者及び担当者は、特別の事情があ

ると町長が認める場合を除き、受託後において変更することができない

ものとする。 

（６） 本プロポーザルへの応募を取り下げる場合は、速やかに文書にて「１

６ 問い合わせ・提出先」に連絡すること。なお、応募を取り下げたこ

とによる一切の不利な取扱いは、行わない。 

（７） 優秀提案者が契約を締結する際は、当該提案者は、契約金額の１０

０分の１０以上の契約保証金を納付（宇美町契約規則（平成２１年宇美

町規則第５号）第２６条第２項に規定する担保による納付を含む。）しな

ければならない。ただし、宇美町契約規則第２７条に該当するときは、

当該契約保証金を免除するものとする。 

（８） この要項に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、関係法

令のほか宇美町契約規則の規定に基づき決定するものとする。 

 

１６ 問い合わせ・提出先 

  【事務局】 

   〒８１１－２１９２ 

   福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目１番１号 

   宇美町役場 総合政策経営課 

   ℡：（092）９３４－２２４７（直通） 

   E-mail：seikei@town.umi.lg.jp 


