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三木市総合計画策定三木市総合計画策定三木市総合計画策定三木市総合計画策定支援支援支援支援業務委託業務委託業務委託業務委託    

公募型公募型公募型公募型プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル実施要項実施要項実施要項実施要項    
 
１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨    

        このこのこのこの要項要項要項要項はははは、、、、公募型公募型公募型公募型プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル方式方式方式方式によりによりによりにより、、、、三木市総合計画策三木市総合計画策三木市総合計画策三木市総合計画策

定支援業務定支援業務定支援業務定支援業務をををを受託受託受託受託するするするする事業者事業者事業者事業者をををを選定選定選定選定するためするためするためするため、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めるめるめるめる

ものとするものとするものとするものとする。。。。    

    

２２２２    業務業務業務業務目的目的目的目的    

        「「「「誇誇誇誇りをもってりをもってりをもってりをもって暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち三木三木三木三木」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、１０１０１０１０年先年先年先年先のののの未未未未

来来来来をををを見見見見据据据据えたえたえたえた市市市市のののの羅針盤羅針盤羅針盤羅針盤となるとなるとなるとなる三木市総合計画三木市総合計画三木市総合計画三木市総合計画（（（（以下以下以下以下、、、、「「「「次期次期次期次期総合計総合計総合計総合計

画画画画」」」」というというというという。）。）。）。）をををを平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度までのまでのまでのまでの２か２か２か２か年年年年でででで策定策定策定策定するするするするにににに当当当当たりたりたりたり、、、、豊豊豊豊

富富富富なななな経験経験経験経験とととと高高高高いいいい専門性専門性専門性専門性をををを有有有有するするするする民間民間民間民間のののの事業者事業者事業者事業者にににに支援業務支援業務支援業務支援業務をををを委託委託委託委託しししし、、、、

計画策定計画策定計画策定計画策定にかかるにかかるにかかるにかかる業務業務業務業務をををを円滑円滑円滑円滑にににに遂行遂行遂行遂行することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

    

３３３３    業務業務業務業務概要概要概要概要    

    (1)(1)(1)(1)    業務名業務名業務名業務名    

三木市総合計画策定三木市総合計画策定三木市総合計画策定三木市総合計画策定支援業務支援業務支援業務支援業務    

    (2)(2)(2)(2)    委託料委託料委託料委託料のののの上限額上限額上限額上限額    

１０１０１０１０，，，，００００００００００００，，，，００００００００００００円円円円（（（（消費税及消費税及消費税及消費税及びびびび地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税をををを含含含含むむむむ。。。。））））とととと

しししし、、、、二二二二次審査次審査次審査次審査においてにおいてにおいてにおいて受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者となったとなったとなったとなった事業者事業者事業者事業者とととと協議協議協議協議のうえのうえのうえのうえ最最最最

終額終額終額終額をををを決定決定決定決定するするするする。。。。    

    (3)(3)(3)(3)    業務期間業務期間業務期間業務期間    

契約締結日契約締結日契約締結日契約締結日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで    

    (4)(4)(4)(4)    業務内容業務内容業務内容業務内容    

「「「「三木市総合計画策定支援業務委託仕様書三木市総合計画策定支援業務委託仕様書三木市総合計画策定支援業務委託仕様書三木市総合計画策定支援業務委託仕様書」（」（」（」（以下以下以下以下「「「「仕様書仕様書仕様書仕様書」」」」

というというというという。）。）。）。）のとおりのとおりのとおりのとおり    

    (5)(5)(5)(5)    業務業務業務業務にににに係係係係るるるる成果品成果品成果品成果品    

仕様書仕様書仕様書仕様書のとおりのとおりのとおりのとおり    

    

４４４４    参加資格参加資格参加資格参加資格    

次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる要件要件要件要件をををを全全全全てててて満満満満たすたすたすたす者者者者であることであることであることであること。。。。    

(1)(1)(1)(1)    本項及本項及本項及本項及びびびび関係法令等関係法令等関係法令等関係法令等をををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、仕様書仕様書仕様書仕様書にににに基基基基づくづくづくづく業務業務業務業務をををを遂行遂行遂行遂行できできできでき

るるるる十分十分十分十分なななな資力資力資力資力、、、、信用信用信用信用、、、、技術的能力等技術的能力等技術的能力等技術的能力等をををを有有有有するするするする事業者事業者事業者事業者でででであってあってあってあって、、、、法法法法

人格人格人格人格をををを有有有有していることしていることしていることしていること。。。。    

(2)(2)(2)(2)    地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年政令年政令年政令年政令第第第第１６１６１６１６号号号号））））第第第第１６７１６７１６７１６７条条条条の４の４の４の４

のののの規定規定規定規定にににに該当該当該当該当しないことしないことしないことしないこと。。。。    

(3)(3)(3)(3)    三木市三木市三木市三木市においてにおいてにおいてにおいて競争入札参加資格競争入札参加資格競争入札参加資格競争入札参加資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合、、、、プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル

公告公告公告公告日日日日時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて指名停止処分指名停止処分指名停止処分指名停止処分をををを受受受受けておらずけておらずけておらずけておらず、、、、かつかつかつかつ、、、、契約締契約締契約締契約締

結結結結のののの日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに指名停止処分指名停止処分指名停止処分指名停止処分をををを受受受受けるけるけるける見込見込見込見込みがないことみがないことみがないことみがないこと。。。。    

(4)(4)(4)(4)    プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル公告日公告日公告日公告日時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて会社更生法会社更生法会社更生法会社更生法（（（（平成平成平成平成１４１４１４１４年法律年法律年法律年法律

第第第第１５４１５４１５４１５４号号号号））））にににに基基基基づくづくづくづく更生手続更生手続更生手続更生手続きききき開始開始開始開始のののの申立申立申立申立てててて（（（（以下以下以下以下「「「「更生手続更生手続更生手続更生手続

きききき開始開始開始開始のののの申立申立申立申立てててて」」」」というというというという。）。）。）。）、、、、又又又又はははは民事再生法民事再生法民事再生法民事再生法（（（（平成平成平成平成１１１１１１１１年法律第年法律第年法律第年法律第

２２５２２５２２５２２５号号号号））））にににに基基基基づくづくづくづく再生手続再生手続再生手続再生手続開始開始開始開始のののの申立申立申立申立てててて（（（（以下以下以下以下「「「「再生手続開始再生手続開始再生手続開始再生手続開始
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のののの申立申立申立申立てててて」」」」というというというという。）。）。）。）がなされておらずがなされておらずがなされておらずがなされておらず、、、、かつかつかつかつ、、、、契約締結契約締結契約締結契約締結のののの日日日日まままま

でのでのでのでの間間間間にににに更生手続更生手続更生手続更生手続きききき開始開始開始開始のののの申立申立申立申立てててて又又又又はははは更生手続更生手続更生手続更生手続きききき開始開始開始開始のののの申立申立申立申立てててて

がなされるがなされるがなされるがなされる見込見込見込見込みもないみもないみもないみもないことことことこと。。。。    

(5)(5)(5)(5)    国税及国税及国税及国税及びびびび地方地方地方地方税税税税をををを滞納滞納滞納滞納していないことしていないことしていないことしていないこと。。。。    

(6)(6)(6)(6)    三木市暴力団排除条例三木市暴力団排除条例三木市暴力団排除条例三木市暴力団排除条例（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年三木市三木市三木市三木市条例第条例第条例第条例第１１１１号号号号））））第第第第２２２２条条条条

第第第第１１１１号号号号にににに規定規定規定規定するするするする暴力団暴力団暴力団暴力団、、、、同同同同条第条第条第条第２２２２号号号号にににに規定規定規定規定するするするする暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員又又又又はははは同同同同

条第条第条第条第３３３３号号号号にににに規定規定規定規定するするするする暴力団密接関係者暴力団密接関係者暴力団密接関係者暴力団密接関係者がががが経営経営経営経営にににに関与関与関与関与してしてしてしていないいないいないいない

ことことことこと。。。。    

(7)(7)(7)(7)    本業務本業務本業務本業務をををを遂行遂行遂行遂行するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな業務経験等業務経験等業務経験等業務経験等をををを有有有有するするするする者者者者をををを従事従事従事従事

させることができるさせることができるさせることができるさせることができることことことこと。。。。    

(8)(8)(8)(8)    個人情報等個人情報等個人情報等個人情報等のののの機密情報機密情報機密情報機密情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに係係係係るるるる社内規定社内規定社内規定社内規定をををを整備整備整備整備しししし、、、、そそそそ

のののの実質的実質的実質的実質的なななな運用運用運用運用がががが行行行行われていることわれていることわれていることわれていること。。。。    

    

５５５５    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

実施内容実施内容実施内容実施内容    期日等期日等期日等期日等    

プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル公告公告公告公告    

（（（（実施実施実施実施要項要項要項要項のののの公表公表公表公表））））    

平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月    1111日日日日（（（（金金金金））））    

質問質問質問質問のののの受付期間受付期間受付期間受付期間    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月    1111日日日日（（（（金金金金））））    

～～～～    6666月月月月    8888日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後5555時時時時までまでまでまで    

参加表明書提出期限参加表明書提出期限参加表明書提出期限参加表明書提出期限    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月    8888日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後5555時時時時までまでまでまで    

一次審査一次審査一次審査一次審査    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月13131313日日日日（（（（水水水水））））    

～～～～    6666月月月月18181818日日日日（（（（月月月月））））    

質問書質問書質問書質問書にににに関関関関するするするする回答回答回答回答    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月15151515日日日日（（（（金金金金））））    

一次審査結果通知一次審査結果通知一次審査結果通知一次審査結果通知    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月20202020日日日日（（（（水水水水））））    

企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限    平成平成平成平成30303030年年年年    6666月月月月29292929日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後5555時時時時までまでまでまで    

二次審査二次審査二次審査二次審査    

((((プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション))))    

平成平成平成平成30303030年年年年    7777月月月月    4444日日日日（（（（水水水水））））    

事業者選定事業者選定事業者選定事業者選定    平成平成平成平成30303030年年年年    7777月月月月    6666日日日日（（（（金金金金））））    

審査結果通知審査結果通知審査結果通知審査結果通知    平成平成平成平成30303030年年年年    7777月月月月    9999日日日日（（（（月月月月））））    

    

６６６６    実施実施実施実施要項等要項等要項等要項等のののの配布配布配布配布    

(1)(1)(1)(1)    配布期間配布期間配布期間配布期間    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））から６から６から６から６月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで    

(2)(2)(2)(2)    入手方法入手方法入手方法入手方法    

三木市三木市三木市三木市ホームページからダウンロードホームページからダウンロードホームページからダウンロードホームページからダウンロード    

三木市三木市三木市三木市ホームページホームページホームページホームページ：：：：http://www.city.miki.lg.jp/http://www.city.miki.lg.jp/http://www.city.miki.lg.jp/http://www.city.miki.lg.jp/    
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７７７７    質問質問質問質問のののの受付及受付及受付及受付及びびびび回答回答回答回答方法方法方法方法    

本業務本業務本業務本業務にににに関関関関するするするする質問質問質問質問はははは、、、、参加表明参加表明参加表明参加表明するするするする予定予定予定予定があるがあるがあるがある者者者者がががが、、、、次次次次のとおのとおのとおのとお

りりりり行行行行うことうことうことうこと。。。。    

(1)(1)(1)(1)    質問質問質問質問方法方法方法方法    

質問質問質問質問書書書書（（（（様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号））））にににに質問内容質問内容質問内容質問内容をををを簡潔簡潔簡潔簡潔にまとめにまとめにまとめにまとめ、、、、電子電子電子電子メールメールメールメール

によりによりによりにより提出提出提出提出することすることすることすること。。。。なおなおなおなお、、、、メールのメールのメールのメールの件名件名件名件名はははは、、、、「（「（「（「（事業者名事業者名事業者名事業者名））））プロプロプロプロ

ポーザルポーザルポーザルポーザル質問書質問書質問書質問書のののの送付送付送付送付（（（（第第第第○○○○回回回回）」）」）」）」としとしとしとし、、、、事業者事業者事業者事業者名名名名とととと質問質問質問質問のののの回数回数回数回数

がががが分分分分かるかるかるかるようにすることようにすることようにすることようにすること。。。。    

(2(2(2(2))))    提出先提出先提出先提出先    

三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課        

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス：：：：kikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jp    

(3(3(3(3))))    提出確認提出確認提出確認提出確認    

メールメールメールメール送信後送信後送信後送信後にににに、、、、提出先提出先提出先提出先までまでまでまで電話電話電話電話によりによりによりにより到達確認到達確認到達確認到達確認をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：０７９４０７９４０７９４０７９４－－－－８９８９８９８９－－－－２３０３２３０３２３０３２３０３（（（（直通直通直通直通））））    

(4(4(4(4))))    受付受付受付受付期間期間期間期間    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後５５５５時時時時までまでまでまで    

(5(5(5(5))))    回答方法回答方法回答方法回答方法    

回答回答回答回答はははは、、、、全全全全てのてのてのての質問質問質問質問をををを取取取取りまとめたうえでりまとめたうえでりまとめたうえでりまとめたうえで、、、、一括一括一括一括してしてしてして平平平平成成成成３０３０３０３０

年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））にににに三木市三木市三木市三木市ホームページにホームページにホームページにホームページに掲載掲載掲載掲載するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、

質問質問質問質問のののの内容内容内容内容がががが、、、、企画提案書等企画提案書等企画提案書等企画提案書等のののの作成作業作成作業作成作業作成作業をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響

をををを及及及及ぼすとぼすとぼすとぼすと判断判断判断判断されるものはされるものはされるものはされるものは、、、、随時随時随時随時、、、、全全全全てのてのてのての質問者質問者質問者質問者にににに回答回答回答回答するもするもするもするも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

なおなおなおなお、、、、質問質問質問質問のあったのあったのあったのあった事業者名事業者名事業者名事業者名はははは公表公表公表公表しないしないしないしない。。。。    

    

８８８８    参加表明参加表明参加表明参加表明・・・・企画提案企画提案企画提案企画提案のののの手続手続手続手続きききき    

(1)(1)(1)(1)    参加表明書参加表明書参加表明書参加表明書等等等等のののの提出提出提出提出    

アアアア    提出期限提出期限提出期限提出期限    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後５５５５時時時時までまでまでまで    

イイイイ    提出書類提出書類提出書類提出書類    

        次次次次のののの((((アアアア))))からからからから((((ココココ))))までのまでのまでのまでの書類書類書類書類をををを提出提出提出提出することすることすることすること。。。。ただしただしただしただし、、、、三木三木三木三木

市市市市においてにおいてにおいてにおいて競争入札参加資格競争入札参加資格競争入札参加資格競争入札参加資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合はははは、、、、((((クククク))))～～～～((((ココココ))))のののの提提提提

出出出出をををを省略省略省略省略することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

((((アアアア))))    参加表明書参加表明書参加表明書参加表明書（（（（様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号））））    

            代表者印等代表者印等代表者印等代表者印等をををを押印押印押印押印することすることすることすること。。。。    

((((イイイイ))))    会社概要書会社概要書会社概要書会社概要書（（（（様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号））））    

            パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット等会社等会社等会社等会社のののの概要概要概要概要がわかるものをがわかるものをがわかるものをがわかるものを、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて

提出提出提出提出することすることすることすること。。。。    

((((ウウウウ))))    業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表（（（（様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号））））    

業務責任者及業務責任者及業務責任者及業務責任者及びびびび業務担当者業務担当者業務担当者業務担当者をををを各各各各１１１１名以上配置名以上配置名以上配置名以上配置することすることすることすること

としとしとしとし、、、、そのそのそのその配置配置配置配置予定者全員予定者全員予定者全員予定者全員（（（（再委託又再委託又再委託又再委託又はははは協力予定事業者協力予定事業者協力予定事業者協力予定事業者がががが

いるいるいるいる場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその担当者担当者担当者担当者をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）をををを記載記載記載記載することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、

総合計画策定等総合計画策定等総合計画策定等総合計画策定等はははは、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに関関関関するするするする幅広幅広幅広幅広いいいい知識知識知識知識やややや経験経験経験経験

がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる事事事事からからからから、、、、これらをこれらをこれらをこれらを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた業務実施体制業務実施体制業務実施体制業務実施体制につにつにつにつ

いていていていて、、、、十分十分十分十分なななな配慮配慮配慮配慮をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    
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((((エエエエ))))    配置予定者調書配置予定者調書配置予定者調書配置予定者調書（（（（様式第様式第様式第様式第５５５５号号号号及及及及びびびび様式第様式第様式第様式第５５５５号号号号の２の２の２の２））））    

aaaa    業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表（（（（様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号））））にににに記載記載記載記載したしたしたした配置配置配置配置予定者予定者予定者予定者にににに

ついてついてついてついて、、、、１１１１名名名名ごとにごとにごとにごとに作成作成作成作成することすることすることすること。。。。再委託又再委託又再委託又再委託又はははは協力予定事協力予定事協力予定事協力予定事

業者業者業者業者についてについてについてについて記載記載記載記載があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその担当者担当者担当者担当者についてもについてもについてもについても作作作作

成成成成することすることすることすること。。。。    

bbbb    資格資格資格資格をををを記載記載記載記載するするするする場合場合場合場合はははは、、、、それをそれをそれをそれを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類（（（（写写写写しししし））））をををを

添付添付添付添付することすることすることすること。。。。    

cccc    業務業務業務業務実績欄実績欄実績欄実績欄はははは、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降にににに契契契契

約約約約しししし、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１１１１日時点日時点日時点日時点でででで業務業務業務業務がががが完了完了完了完了しているもしているもしているもしているも

のののの。）。）。）。）にににに担当担当担当担当したしたしたした市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及びこれにびこれにびこれにびこれに準準準準ずるまちづずるまちづずるまちづずるまちづ

くりくりくりくり計画等計画等計画等計画等（（（（総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略をををを含含含含むむむむ。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。。。。））））のののの策定支援業策定支援業策定支援業策定支援業

務務務務のののの全全全全てについててについててについててについて記載記載記載記載することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその業務業務業務業務実績実績実績実績にににに総総総総

合計画策定支援業務合計画策定支援業務合計画策定支援業務合計画策定支援業務があるがあるがあるがある場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、対象計画等対象計画等対象計画等対象計画等のののの

名称名称名称名称（（（（基本構想基本構想基本構想基本構想、、、、基本計画等基本計画等基本計画等基本計画等））））をををを明確明確明確明確にににに記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

dddd    手持手持手持手持ちちちち業務業務業務業務のののの状況欄状況欄状況欄状況欄についてはについてはについてはについては、、、、市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及びこびこびこびこ

れにれにれにれに準準準準ずるまちづくりずるまちづくりずるまちづくりずるまちづくり計画等計画等計画等計画等のののの策定支援業務策定支援業務策定支援業務策定支援業務だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、

これらこれらこれらこれら以外以外以外以外のののの全全全全てのてのてのての業務業務業務業務についてについてについてについて記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

eeee    以下以下以下以下のののの計算式計算式計算式計算式によりによりによりにより本業務本業務本業務本業務をををを担当担当担当担当したしたしたした場合場合場合場合のののの負担割合負担割合負担割合負担割合

とととと現在現在現在現在のののの従事業務従事業務従事業務従事業務のののの負担割合負担割合負担割合負担割合をををを記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

本業務負担割合本業務負担割合本業務負担割合本業務負担割合++++手持手持手持手持ちちちち業務業務業務業務負担割合合計負担割合合計負担割合合計負担割合合計=100=100=100=100％％％％    

((((オオオオ))))    業務実績調書業務実績調書業務実績調書業務実績調書（（（（様式第様式第様式第様式第６６６６号号号号））））    

aaaa    契約書及契約書及契約書及契約書及びびびび業務完了届業務完了届業務完了届業務完了届のののの写写写写ししししをををを添付添付添付添付することすることすることすること。。。。    

bbbb    過去過去過去過去５５５５年以内年以内年以内年以内（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降にににに契約契約契約契約しししし、、、、平成平成平成平成

３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１１１１日時点日時点日時点日時点でででで業務業務業務業務がががが完了完了完了完了しているものしているものしているものしているもの。）。）。）。）にににに地方地方地方地方

自治体自治体自治体自治体からからからから請請請請けけけけ負負負負っっっったたたた市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及市町村総合計画及びこれにびこれにびこれにびこれに準準準準ずるずるずるずる

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり等等等等のののの策定支援業務策定支援業務策定支援業務策定支援業務のののの実績実績実績実績（（（（当該年度以降当該年度以降当該年度以降当該年度以降にににに契約契約契約契約

をををを締結締結締結締結したものにしたものにしたものにしたものに限限限限るるるる。）。）。）。）のののの全全全全てをてをてをてを記載記載記載記載することすることすることすること（（（（総合計総合計総合計総合計

画策定支援業務画策定支援業務画策定支援業務画策定支援業務についてはについてはについてはについては、、、、業務詳細業務詳細業務詳細業務詳細についてもについてもについてもについても明確明確明確明確にににに記記記記

載載載載することすることすることすること。）。）。）。）。。。。    

((((カカカカ))))    個人情報個人情報個人情報個人情報にににに関関関関するするするする社内規定社内規定社内規定社内規定（（（（任意任意任意任意様式様式様式様式））））    

((((キキキキ))))    暴力団排除暴力団排除暴力団排除暴力団排除にににに係係係係るるるる誓約書誓約書誓約書誓約書（（（（様式第様式第様式第様式第７７７７号号号号））））    

((((クククク))))    履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書（（（（登記簿謄本登記簿謄本登記簿謄本登記簿謄本））））    

((((ケケケケ))))    財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表（（（（前年度前年度前年度前年度１１１１年年年年分分分分））））    

((((ココココ ))))    直近年度直近年度直近年度直近年度のののの国税等国税等国税等国税等（（（（法人税並法人税並法人税並法人税並びにびにびにびに消費税及消費税及消費税及消費税及びびびび地方消費地方消費地方消費地方消費

税税税税）、）、）、）、都道府県税都道府県税都道府県税都道府県税（（（（事業税及事業税及事業税及事業税及びびびび都道府県民税都道府県民税都道府県民税都道府県民税））））及及及及びびびび市町村民市町村民市町村民市町村民

税税税税のののの全全全全てのてのてのての納税証明書納税証明書納税証明書納税証明書（（（（未納未納未納未納がないことががないことががないことががないことが確認確認確認確認できるものできるものできるものできるもの。。。。））））    

ウウウウ    提出部数提出部数提出部数提出部数    

１１１１部部部部    

エエエエ    提出方法提出方法提出方法提出方法    

    持参又持参又持参又持参又はははは郵送郵送郵送郵送（（（（書留郵便書留郵便書留郵便書留郵便、、、、期限内必着期限内必着期限内必着期限内必着））））    

※※※※窓口受付窓口受付窓口受付窓口受付はははは、、、、平日午前平日午前平日午前平日午前８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時までのまでのまでのまでの間間間間とするとするとするとする。。。。    

オオオオ    提出先提出先提出先提出先    

                〒〒〒〒６７３６７３６７３６７３－－－－０４９２０４９２０４９２０４９２        

兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上のののの丸町丸町丸町丸町１０１０１０１０番番番番３０３０３０３０号号号号    
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                    三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課    宛宛宛宛    

        カカカカ    辞退辞退辞退辞退    

                参加表明参加表明参加表明参加表明書書書書をををを提出提出提出提出したしたしたした後後後後、、、、都合都合都合都合によりによりによりにより辞退辞退辞退辞退するするするする場合場合場合場合はははは、、、、速速速速やややや

かにかにかにかに代表者印等代表者印等代表者印等代表者印等をををを押印押印押印押印したしたしたした参加辞退届参加辞退届参加辞退届参加辞退届（（（（様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号の２の２の２の２））））をををを持持持持

参又参又参又参又はははは郵送郵送郵送郵送によりによりによりにより提出提出提出提出するするするすることことことこと。。。。    

    (2)(2)(2)(2)    企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書のののの提出提出提出提出（（（（二次審査二次審査二次審査二次審査のののの対象者対象者対象者対象者にににに限限限限るるるる。）。）。）。）    

アアアア    提出期限提出期限提出期限提出期限    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後５５５５時時時時までまでまでまで    

イイイイ    提出書類提出書類提出書類提出書類    

提出書類提出書類提出書類提出書類にににに記載記載記載記載するするするする表現表現表現表現についてはについてはについてはについては、、、、専門知識専門知識専門知識専門知識をををを有有有有しないしないしないしない者者者者

でもでもでもでも理解理解理解理解できるようできるようできるようできるよう、、、、専門用語専門用語専門用語専門用語はははは極力使用極力使用極力使用極力使用せずにわかりやすいせずにわかりやすいせずにわかりやすいせずにわかりやすい

内容内容内容内容とすることとすることとすることとすること。。。。なおなおなおなお、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ずずずず専門用語専門用語専門用語専門用語をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合はははは、、、、

注釈注釈注釈注釈をつけることをつけることをつけることをつけること。。。。    

またまたまたまた、、、、提出書類提出書類提出書類提出書類についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のののの((((アアアア ))))～～～～((((オオオオ))))のののの順順順順にににに綴綴綴綴じじじじるこるこるこるこ

とととと。。。。添付書類添付書類添付書類添付書類があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、((((オオオオ))))のののの後後後後ろにろにろにろに重重重重ねるねるねるねることことことこと。。。。    

((((アアアア))))    企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書表紙表紙表紙表紙（（（（様式第様式第様式第様式第８８８８号号号号））））    

((((イイイイ))))    目次目次目次目次（（（（任意様式任意様式任意様式任意様式））））    

((((ウウウウ))))    企画提案企画提案企画提案企画提案書書書書（（（（任意様式任意様式任意様式任意様式））））    

文字文字文字文字サイズ１１ポイントをサイズ１１ポイントをサイズ１１ポイントをサイズ１１ポイントを基本基本基本基本としとしとしとし、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ４サイズ４サイズ４サイズ４サイズ（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３３３３

サイズをサイズをサイズをサイズを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合はははは、、、、片袖折片袖折片袖折片袖折りとすることりとすることりとすることりとすること。）。）。）。）縦型横縦型横縦型横縦型横

書書書書きききき（（（（縦長綴縦長綴縦長綴縦長綴じじじじ）、）、）、）、片面片面片面片面カカカカラーラーラーラー印刷印刷印刷印刷とすることとすることとすることとすること。。。。またまたまたまた、、、、企企企企

画提案画提案画提案画提案書書書書は１０ページは１０ページは１０ページは１０ページ以内以内以内以内としとしとしとし、、、、ページページページページ番号番号番号番号をををを付付付付すことすことすことすこと。。。。

内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、以下以下以下以下のののの aaaa～～～～gggg についてについてについてについて記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

ａａａａ    次期総合計画次期総合計画次期総合計画次期総合計画のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて    

・・・・市市市市のののの現状現状現状現状にににに対対対対するするするする分析分析分析分析とととと目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき将来像将来像将来像将来像とととと果果果果たすべたすべたすべたすべ

きききき役割役割役割役割    

・・・・人口減少人口減少人口減少人口減少などなどなどなど社会潮流社会潮流社会潮流社会潮流のののの変化変化変化変化やややや市市市市のののの将来課題将来課題将来課題将来課題へのへのへのへの対応対応対応対応    

・・・・施政方針施政方針施政方針施政方針やややや本市個別計画本市個別計画本市個別計画本市個別計画とのとのとのとの関係関係関係関係    

・・・・計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間    

・・・・効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある総合計画総合計画総合計画総合計画とするためのとするためのとするためのとするための手法手法手法手法    

・・・・計画策定後計画策定後計画策定後計画策定後のののの効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある進捗管理手法進捗管理手法進捗管理手法進捗管理手法    

ｂｂｂｂ    業務完了業務完了業務完了業務完了までのスケジュールについてまでのスケジュールについてまでのスケジュールについてまでのスケジュールについて    

・・・・仕様書記載仕様書記載仕様書記載仕様書記載のののの業務業務業務業務のののの内容内容内容内容ごとのごとのごとのごとの詳細詳細詳細詳細なスケジュールなスケジュールなスケジュールなスケジュール    

ｃｃｃｃ    基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査のののの実施実施実施実施、、、、分析手法分析手法分析手法分析手法とととと支援内容支援内容支援内容支援内容についてについてについてについて    

ｄｄｄｄ    市民市民市民市民ニーズニーズニーズニーズ等等等等のののの把握把握把握把握、、、、分析手法分析手法分析手法分析手法とととと支援内容支援内容支援内容支援内容についてについてについてについて    

ｅｅｅｅ    現行計画等現行計画等現行計画等現行計画等のののの評価評価評価評価、、、、総括手法総括手法総括手法総括手法とととと支援内容支援内容支援内容支援内容についてについてについてについて    

ｆｆｆｆ    本業務本業務本業務本業務へのへのへのへの意欲意欲意欲意欲、、、、姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて    

ｇｇｇｇ    そのそのそのその他本業務他本業務他本業務他本業務をををを実施実施実施実施するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、重要又重要又重要又重要又はははは有効有効有効有効とととと考考考考

えるえるえるえる事項事項事項事項についてについてについてについて    

((((オオオオ))))    見積書見積書見積書見積書（（（（様式第様式第様式第様式第９９９９号号号号））））    

仕様書仕様書仕様書仕様書にににに記載記載記載記載のののの業務業務業務業務内容内容内容内容ごとにごとにごとにごとに、、、、金額金額金額金額のののの内訳内訳内訳内訳をををを記載記載記載記載するするするする

ことことことこと。。。。    

ウウウウ    提出部数提出部数提出部数提出部数    

１１１１１１１１部部部部（（（（原本原本原本原本１１１１部部部部をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）    
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エエエエ    提出方法提出方法提出方法提出方法    

持参又持参又持参又持参又はははは郵送郵送郵送郵送（（（（書留郵便書留郵便書留郵便書留郵便、、、、期限内必着期限内必着期限内必着期限内必着））））    

※※※※窓口受付窓口受付窓口受付窓口受付はははは、、、、平日午前平日午前平日午前平日午前８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時までのまでのまでのまでの間間間間とするとするとするとする。。。。    

オオオオ    提出先提出先提出先提出先    

    〒〒〒〒６７３６７３６７３６７３－－－－０４９２０４９２０４９２０４９２        

兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上のののの丸町丸町丸町丸町１０１０１０１０番番番番３０３０３０３０号号号号    

        三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課    宛宛宛宛    

    

９９９９    審査及審査及審査及審査及びびびび選定選定選定選定    

次次次次のののの審査等審査等審査等審査等によりによりによりにより、、、、最最最最もももも適適適適しているとしているとしているとしていると認認認認められるめられるめられるめられる受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者をををを選選選選

定定定定するするするする。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    一次審査一次審査一次審査一次審査    

アアアア    実施日実施日実施日実施日    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月））））までまでまでまで    

イイイイ    審査方法等審査方法等審査方法等審査方法等    

参加表明書参加表明書参加表明書参加表明書をををを提出提出提出提出したしたしたした事業者事業者事業者事業者（（（（以下以下以下以下「「「「参加者参加者参加者参加者」」」」というというというという。）。）。）。）につにつにつにつ

いていていていて、、、、三木市総合計画策定等支援業務三木市総合計画策定等支援業務三木市総合計画策定等支援業務三木市総合計画策定等支援業務にににに係係係係るプロポーザルるプロポーザルるプロポーザルるプロポーザル審査審査審査審査

委員会委員会委員会委員会（（（（以下以下以下以下「「「「審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会」」」」というというというという。）。）。）。）によるによるによるによる書類審査書類審査書類審査書類審査（（（（別紙別紙別紙別紙のののの

評価基準評価基準評価基準評価基準表表表表によるによるによるによる評点評点評点評点にににに審査委員会委員数審査委員会委員数審査委員会委員数審査委員会委員数をををを乗乗乗乗じたものじたものじたものじたもの。。。。））））によによによによ

りりりり、、、、上位上位上位上位４４４４者者者者をををを選定選定選定選定するするするする（（（（参加者参加者参加者参加者が４が４が４が４者未満者未満者未満者未満であってもであってもであってもであっても評価基評価基評価基評価基

準準準準にににに基基基基づきづきづきづき書類審査書類審査書類審査書類審査をををを行行行行うううう。）。）。）。）。。。。    

ウウウウ    一次審査結果一次審査結果一次審査結果一次審査結果のののの通知通知通知通知《《《《平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））》》》》    

審査結果審査結果審査結果審査結果についてはについてはについてはについては、、、、書面書面書面書面によりによりによりにより通知通知通知通知するするするする。。。。    

※※※※二次審査対象二次審査対象二次審査対象二次審査対象とならなかったとならなかったとならなかったとならなかった参加者参加者参加者参加者はははは、、、、通知文通知文通知文通知文をををを発送発送発送発送したしたしたした日日日日

のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして３３３３日以内日以内日以内日以内にににに市市市市にににに対対対対してしてしてして説明説明説明説明をををを求求求求めることめることめることめること

ができるができるができるができる。。。。市市市市はははは、、、、当該参加者当該参加者当該参加者当該参加者からからからから説明説明説明説明のののの求求求求めがあったときはめがあったときはめがあったときはめがあったときは、、、、

速速速速やかにやかにやかにやかに書面書面書面書面によりによりによりにより回答回答回答回答するするするする。。。。    

(2)(2)(2)(2)    二次審査二次審査二次審査二次審査    

アアアア    実施日実施日実施日実施日    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年７７７７月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水））））    

※※※※実施時間実施時間実施時間実施時間やややや会場会場会場会場などのなどのなどのなどの詳細詳細詳細詳細はははは、、、、後日通知後日通知後日通知後日通知するするするする。。。。    

イイイイ    審査方法等審査方法等審査方法等審査方法等    

        企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書をををを提出提出提出提出したしたしたした事業者事業者事業者事業者（（（（以下以下以下以下「「「「提案者提案者提案者提案者」」」」というというというという。）。）。）。）につにつにつにつ

いていていていて、、、、次次次次のののの方法方法方法方法によりによりによりにより審査審査審査審査をををを行行行行うううう。。。。    

((((アアアア ))))    審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会によるプレゼンテーションによるプレゼンテーションによるプレゼンテーションによるプレゼンテーション審査審査審査審査にににに一次審査結一次審査結一次審査結一次審査結

果果果果をををを加加加加えたえたえたえた点数点数点数点数によりによりによりにより、、、、受託候補者及受託候補者及受託候補者及受託候補者及びびびび次点者次点者次点者次点者をををを選定選定選定選定するするするする。。。。    

((((イイイイ))))    １１１１提案者当提案者当提案者当提案者当たりたりたりたり、、、、プレゼンテーション２５プレゼンテーション２５プレゼンテーション２５プレゼンテーション２５分以内分以内分以内分以内、、、、質疑質疑質疑質疑

応答応答応答応答（（（（評価評価評価評価をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）１５１５１５１５分程度分程度分程度分程度としとしとしとし、、、、出退及出退及出退及出退及びびびび機器準備機器準備機器準備機器準備をををを

含含含含めて５０めて５０めて５０めて５０分以内分以内分以内分以内ととととするするするする。。。。    

((((ウウウウ))))    プレゼンテーションのプレゼンテーションのプレゼンテーションのプレゼンテーションの順番順番順番順番はははは、、、、企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書のののの受付順受付順受付順受付順とすとすとすとす

るるるる。。。。    

((((エエエエ))))    二次審査二次審査二次審査二次審査（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション審査審査審査審査））））はははは、、、、非公開非公開非公開非公開とするとするとするとする。。。。    

ウウウウ    二次審査二次審査二次審査二次審査のののの結果通知結果通知結果通知結果通知《《《《平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月）》）》）》）》    

審査結果審査結果審査結果審査結果についてはについてはについてはについては、、、、書面書面書面書面によりによりによりにより通知通知通知通知するするするする。。。。    
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※※※※受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者とならなかったとならなかったとならなかったとならなかった提案者提案者提案者提案者はははは、、、、通知文通知文通知文通知文をををを発送発送発送発送したしたしたした日日日日のののの

翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして３３３３日以内日以内日以内日以内にににに市市市市にににに対対対対してしてしてして説明説明説明説明をををを求求求求めることがめることがめることがめることが

できるできるできるできる。。。。市市市市はははは、、、、当該提案者当該提案者当該提案者当該提案者からからからから説明説明説明説明のののの求求求求めがあったときはめがあったときはめがあったときはめがあったときは、、、、

速速速速やかにやかにやかにやかに書面書面書面書面によりによりによりにより回答回答回答回答するするするする。。。。    

エエエエ    そのそのそのその他他他他    

((((アアアア))))    二次審査二次審査二次審査二次審査におけるにおけるにおけるにおける説明者説明者説明者説明者はははは、、、、本業務本業務本業務本業務のののの従事予定者従事予定者従事予定者従事予定者（（（（主主主主たたたた

るるるる担当者担当者担当者担当者をををを含含含含めめめめ３３３３名以内名以内名以内名以内））））とするとするとするとする。。。。    

((((イイイイ))))    プレゼンテーションにプレゼンテーションにプレゼンテーションにプレゼンテーションにおいてパソコンおいてパソコンおいてパソコンおいてパソコン等等等等のののの機器機器機器機器をををを使用使用使用使用すすすす

るるるる場合場合場合場合はははは、、、、提案者側提案者側提案者側提案者側でででで準備準備準備準備することすることすることすること（（（（プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター及及及及びスびスびスびス

クリーンはクリーンはクリーンはクリーンは、、、、市市市市でででで準備準備準備準備するするするする。）。）。）。）。。。。    

((((ウウウウ))))    パソコンパソコンパソコンパソコン（（（（パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイント等等等等））））をををを使用使用使用使用してプレゼンテーしてプレゼンテーしてプレゼンテーしてプレゼンテー

ションをションをションをションを行行行行うううう場合場合場合場合のののの資料資料資料資料（（（（データデータデータデータ））））についてはについてはについてはについては、、、、提出書類提出書類提出書類提出書類のののの

うちうちうちうち、、、、企画提案内容書企画提案内容書企画提案内容書企画提案内容書とととと同様同様同様同様のものとするのものとするのものとするのものとする。。。。ただしただしただしただし、、、、参加表参加表参加表参加表

明明明明のののの際際際際にににに提出提出提出提出したしたしたした、、、、会社概要書会社概要書会社概要書会社概要書、、、、業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表業務実施体制表、、、、配置予定配置予定配置予定配置予定

者調書及者調書及者調書及者調書及びびびび業務実績調書業務実績調書業務実績調書業務実績調書（（（（同様同様同様同様のののの内容内容内容内容であればであればであればであれば、、、、表現形式表現形式表現形式表現形式のののの

変更可変更可変更可変更可））））についてはについてはについてはについては、、、、追加追加追加追加することができるものとするすることができるものとするすることができるものとするすることができるものとする。。。。    

((((エエエエ))))    当日当日当日当日のののの資料資料資料資料追加追加追加追加はははは、、、、認認認認めないものとするめないものとするめないものとするめないものとする。。。。    

    

(3)(3)(3)(3)    評価基準評価基準評価基準評価基準    

        別紙別紙別紙別紙「「「「評価基準表評価基準表評価基準表評価基準表」」」」によるによるによるによる。。。。    

(4)(4)(4)(4)    選定基準選定基準選定基準選定基準    

アアアア    一次審査一次審査一次審査一次審査におけるにおけるにおけるにおける評点評点評点評点（（（（前号前号前号前号のののの評価基準評価基準評価基準評価基準によるによるによるによる評点評点評点評点××××審査委審査委審査委審査委

員会委員数員会委員数員会委員数員会委員数））））及及及及びびびび二次審査二次審査二次審査二次審査におけるにおけるにおけるにおける評点評点評点評点（（（（審査委員会委員審査委員会委員審査委員会委員審査委員会委員のののの評評評評

点点点点のののの合計合計合計合計））））のののの合計合計合計合計をもってをもってをもってをもって提案者提案者提案者提案者のののの評点評点評点評点とするとするとするとする。。。。    

イイイイ    評点評点評点評点がががが最最最最もももも高高高高いいいい提案者提案者提案者提案者をををを受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者としとしとしとし、、、、次順位次順位次順位次順位のののの提案者提案者提案者提案者をををを

次点者次点者次点者次点者とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、評点評点評点評点がががが同同同同じじじじ提案者提案者提案者提案者がががが複数複数複数複数あったあったあったあった場合場合場合場合はははは、、、、

見積金額見積金額見積金額見積金額のののの低低低低いいいい提案者提案者提案者提案者をををを上位上位上位上位とするとするとするとする。。。。それでもそれでもそれでもそれでも差差差差がががが無無無無いいいい場合場合場合場合はははは、、、、

くじくじくじくじ引引引引きによりきによりきによりきにより選定選定選定選定するするするする。。。。    

    

１０１０１０１０    失格事項失格事項失格事項失格事項    

    次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる要件要件要件要件のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、失格失格失格失格とするとするとするとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    ここここのののの要項要項要項要項にににに定定定定めるめるめるめる参加資格参加資格参加資格参加資格をををを満満満満たさないたさないたさないたさない場合場合場合場合    

(2)(2)(2)(2)    提出書類提出書類提出書類提出書類にににに虚偽虚偽虚偽虚偽のののの記載記載記載記載をしたをしたをしたをした場合場合場合場合    

(3)(3)(3)(3)    提出書類提出書類提出書類提出書類にににに不備不備不備不備がありがありがありがあり、、、、提出期限提出期限提出期限提出期限までにまでにまでにまでに補完補完補完補完されなかったされなかったされなかったされなかった場合場合場合場合

（（（（軽微軽微軽微軽微なななな場合場合場合場合をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    

(4(4(4(4))))    審査審査審査審査のののの透明性透明性透明性透明性、、、、公平性公平性公平性公平性をををを害害害害するするするする行為行為行為行為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合    

(5(5(5(5))))    前各号前各号前各号前各号にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、提案提案提案提案にににに当当当当たりたりたりたり著著著著しくしくしくしく審査審査審査審査にににに反反反反するするするする

行為行為行為行為があるがあるがあるがある場合場合場合場合    

    

１１１１１１１１    そのそのそのその他他他他    

(1)(1)(1)(1)    契約契約契約契約のののの締結締結締結締結にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、市市市市とととと受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者ととととでででで細部細部細部細部についてについてについてについて調調調調

整整整整をををを行行行行いいいい、、、、委託条件委託条件委託条件委託条件をををを協議協議協議協議のののの上上上上、、、、契約契約契約契約をををを締結締結締結締結できるものできるものできるものできるものとするとするとするとする。。。。    

(2(2(2(2))))    受託候補者受託候補者受託候補者受託候補者がががが正当正当正当正当なななな理由理由理由理由なくなくなくなく契約契約契約契約をををを締結締結締結締結しないときしないときしないときしないとき、、、、提出書類提出書類提出書類提出書類

にににに虚偽虚偽虚偽虚偽のののの報告報告報告報告があったときがあったときがあったときがあったとき又又又又はははは協議協議協議協議がががが調調調調わないときはわないときはわないときはわないときは、、、、そのそのそのその選定選定選定選定
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をををを取取取取りりりり消消消消すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、次点者次点者次点者次点者とととと調整協議調整協議調整協議調整協議のののの上上上上、、、、契約契約契約契約をををを締結締結締結締結するもするもするもするも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

(3(3(3(3))))    企画提案企画提案企画提案企画提案のののの手続手続手続手続にににに関関関関するするするする書類書類書類書類のののの作成及作成及作成及作成及びびびび提出提出提出提出にににに係係係係るるるる費用費用費用費用そのそのそのその

他本他本他本他本プロポーザルにプロポーザルにプロポーザルにプロポーザルに要要要要するするするする費用費用費用費用はははは参加者参加者参加者参加者のののの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。    

(4(4(4(4))))    提提提提出出出出されたされたされたされた書類書類書類書類はははは、、、、審査審査審査審査、、、、説明等説明等説明等説明等のためにのためにのためにのために、、、、そのそのそのその写写写写しをしをしをしを作成作成作成作成しししし、、、、

使用使用使用使用するするするすることができることができることができることができる。。。。    

(5(5(5(5))))    提出期限提出期限提出期限提出期限（（（（市市市市がががが別途追加資料別途追加資料別途追加資料別途追加資料のののの提出提出提出提出をををを求求求求めためためためた場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその提出提出提出提出

期限期限期限期限））））後後後後のののの提出書類提出書類提出書類提出書類のののの差替差替差替差替ええええ及及及及びびびび再提出再提出再提出再提出はははは認認認認めないこととしめないこととしめないこととしめないこととし、、、、提提提提

出出出出されたされたされたされた書類書類書類書類はははは返却返却返却返却しないしないしないしない。。。。    

(6(6(6(6))))    審査結果審査結果審査結果審査結果はははは、、、、市市市市のホームページにおいてのホームページにおいてのホームページにおいてのホームページにおいて、、、、受託者受託者受託者受託者のののの事業者名及事業者名及事業者名及事業者名及

びそのびそのびそのびその総合得点並総合得点並総合得点並総合得点並びにそのびにそのびにそのびにその他他他他のののの提案者提案者提案者提案者のののの総合得点総合得点総合得点総合得点をををを公表公表公表公表するするするする。。。。    

(7(7(7(7))))    受託者受託者受託者受託者からからからから提出提出提出提出されたされたされたされた企画企画企画企画提案提案提案提案内容内容内容内容書書書書はははは、、、、三木市情報公開条例三木市情報公開条例三木市情報公開条例三木市情報公開条例

（（（（平成平成平成平成１１１１１１１１年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第年三木市条例第１１１１号号号号））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき公開公開公開公開するするするする。。。。またまたまたまた、、、、

当該提出書類以外当該提出書類以外当該提出書類以外当該提出書類以外のプロポーザルのプロポーザルのプロポーザルのプロポーザル実施実施実施実施にににに関関関関するするするする情報情報情報情報（（（（受託者以外受託者以外受託者以外受託者以外

のののの提案者提案者提案者提案者からからからから提出提出提出提出されたされたされたされた企画提案内容書企画提案内容書企画提案内容書企画提案内容書をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）はははは、、、、同条例同条例同条例同条例のののの規規規規

定定定定にににに基基基基づきづきづきづき提案者提案者提案者提案者とととと個別個別個別個別のののの協議協議協議協議のうえのうえのうえのうえ、、、、公開公開公開公開することがあるすることがあるすることがあるすることがある。。。。    

    

１２１２１２１２    問合問合問合問合せせせせ先先先先    

〒〒〒〒６７３６７３６７３６７３－－－－０４９２０４９２０４９２０４９２    兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上兵庫県三木市上のののの丸町丸町丸町丸町１０１０１０１０番番番番３０３０３０３０号号号号    

三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課三木市総合政策部企画政策課    担当担当担当担当：：：：清水清水清水清水・・・・三觜三觜三觜三觜（（（（みつはしみつはしみつはしみつはし））））    

電電電電 話話話話    ０７９４０７９４０７９４０７９４－－－－８９８９８９８９－－－－２３０３２３０３２３０３２３０３（（（（直通直通直通直通））））    

メ ーメ ーメ ーメ ー ルルルル    kikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jpkikakuseisaku@city.miki.lg.jp    

    


