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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仕様書仕様書仕様書仕様書    

    

１１１１    業 務業 務業 務業 務 名名名名        三木市総合計画策定支援業務三木市総合計画策定支援業務三木市総合計画策定支援業務三木市総合計画策定支援業務    

    

２２２２    業 務 目業 務 目業 務 目業 務 目 的的的的    

「「「「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来未来未来未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画総合計画総合計画総合計画」」」」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、、、、豊富豊富豊富豊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遂遂遂

行行行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    契 約契 約契 約契 約 期期期期 間間間間        契約締結日契約締結日契約締結日契約締結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    

    

４４４４    契約限度額契約限度額契約限度額契約限度額        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。）。）。）。）    

                                    ※※※※二次審査二次審査二次審査二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のうのうのう

ええええ最終額最終額最終額最終額をををを決定決定決定決定するするするする。。。。    

    

５５５５    業務業務業務業務のののの実施実施実施実施    

    ((((1111))))    本業務本業務本業務本業務はははは、、、、本仕様書本仕様書本仕様書本仕様書にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施することすることすることすること。。。。    

    (2)(2)(2)(2)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、業務業務業務業務のののの実施実施実施実施にににに当当当当たりたりたりたり、、、、関係法令及関係法令及関係法令及関係法令及びびびび条例条例条例条例をををを遵守遵守遵守遵守することすることすることすること。。。。    

    (3)(3)(3)(3)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、業務業務業務業務のののの実施実施実施実施にににに当当当当たりたりたりたり、、、、本市本市本市本市とととと十分十分十分十分なななな協議協議協議協議をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその意図意図意図意図やややや

目的目的目的目的をををを理解理解理解理解したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、適切適切適切適切なななな実施体制実施体制実施体制実施体制、、、、人員配置人員配置人員配置人員配置のもとでのもとでのもとでのもとで進進進進めることめることめることめること。。。。    

    (4)(4)(4)(4)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、業務業務業務業務のののの実施実施実施実施にににに当当当当たりたりたりたり、、、、業務業務業務業務にににに係係係係るるるる最新最新最新最新のののの事例事例事例事例、、、、情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、

業務業務業務業務へのへのへのへの反映反映反映反映にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、実効性実効性実効性実効性のののの高高高高いいいい具体的具体的具体的具体的なななな提案提案提案提案をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    (5)(5)(5)(5)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、業務業務業務業務のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて、、、、本市本市本市本市にににに対対対対してしてしてして定期的定期的定期的定期的にににに報告報告報告報告をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    (6)(6)(6)(6)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、業務業務業務業務のののの遂行上知遂行上知遂行上知遂行上知りりりり得得得得たたたた秘密秘密秘密秘密をををを他人他人他人他人にににに漏漏漏漏らしてはならないらしてはならないらしてはならないらしてはならない。。。。    

    (7)(7)(7)(7)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、本委託業務本委託業務本委託業務本委託業務のののの全部全部全部全部をををを第三者第三者第三者第三者にににに再委託再委託再委託再委託してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。    

    ((((8)8)8)8)    受託者受託者受託者受託者はははは、、、、本業務本業務本業務本業務のののの一部一部一部一部をををを第三者第三者第三者第三者にににに再委託再委託再委託再委託するときはするときはするときはするときは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ本市本市本市本市

にににに書面書面書面書面によりによりによりにより報告報告報告報告しししし、、、、本市本市本市本市のののの承認承認承認承認をををを得得得得ることることることること。。。。    

    (9)(9)(9)(9)    前号前号前号前号によりによりによりにより第三者第三者第三者第三者にににに再委託再委託再委託再委託したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、当該第三者当該第三者当該第三者当該第三者にににに対対対対しししし業務業務業務業務のののの遂行上遂行上遂行上遂行上

知知知知りりりり得得得得たたたた秘密秘密秘密秘密をををを他人他人他人他人にににに漏漏漏漏らさないようらさないようらさないようらさないよう指導指導指導指導をををを徹底徹底徹底徹底することすることすることすること。。。。    

    (10)(10)(10)(10)    本仕様書本仕様書本仕様書本仕様書にににに定定定定めのないめのないめのないめのない事項事項事項事項やややや本業務本業務本業務本業務のののの実施実施実施実施にににに当当当当たりたりたりたり疑義疑義疑義疑義がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合

はははは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに本市本市本市本市とととと協議協議協議協議をををを行行行行いいいい、、、、指導指導指導指導をををを仰仰仰仰ぐことぐことぐことぐこと。。。。    
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６６６６    提 出 書提 出 書提 出 書提 出 書 類類類類    

        本業務本業務本業務本業務のののの着手着手着手着手にににに当当当当たりたりたりたり、、、、受託者受託者受託者受託者はははは契約締結後速契約締結後速契約締結後速契約締結後速やかにやかにやかにやかに本市担当者本市担当者本市担当者本市担当者とととと打打打打ちちちち合合合合

わせをわせをわせをわせを行行行行ったうえでったうえでったうえでったうえで以下以下以下以下のののの書類書類書類書類をををを本市本市本市本市にににに提出提出提出提出しししし、、、、承認承認承認承認をををを受受受受けるものけるものけるものけるものとするとするとするとする。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    業務着手届業務着手届業務着手届業務着手届    

    (2)(2)(2)(2)    業務工程表業務工程表業務工程表業務工程表    

    (3)(3)(3)(3)    選任届選任届選任届選任届    

    (4)(4)(4)(4)    業務計画書業務計画書業務計画書業務計画書    

次次次次のアのアのアのア～～～～ココココのののの事項事項事項事項をををを記載記載記載記載しししし、、、、契約締結後契約締結後契約締結後契約締結後１４１４１４１４日以内日以内日以内日以内にににに提出提出提出提出することすることすることすること。。。。    

        アアアア    実施方針実施方針実施方針実施方針    

        イイイイ    業務工業務工業務工業務工程程程程    

        ウウウウ    業務組織計画業務組織計画業務組織計画業務組織計画    

        エエエエ    打合打合打合打合せせせせ計画計画計画計画    

        オオオオ    成果品成果品成果品成果品のののの品質品質品質品質をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための計画計画計画計画    

        カカカカ    成果品成果品成果品成果品のののの内容内容内容内容、、、、部数部数部数部数    

        キキキキ    使用使用使用使用するするするする主主主主なななな図書及図書及図書及図書及びびびび基準基準基準基準    

        クククク    連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制（（（（緊急時緊急時緊急時緊急時をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）    

        ケケケケ    使用使用使用使用するするするする主主主主なななな機器機器機器機器    

        ココココ    そのそのそのその他他他他    

    

７７７７    打合打合打合打合せせせせ及及及及びびびび議事録議事録議事録議事録のののの作成作成作成作成    

        業務業務業務業務をををを適正適正適正適正かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施するためするためするためするため、、、、受託者受託者受託者受託者はははは本市本市本市本市とととと打合打合打合打合せをせをせをせを行行行行いいいい、、、、業務業務業務業務

進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの報告報告報告報告、、、、業務方針及業務方針及業務方針及業務方針及びびびび疑義事項疑義事項疑義事項疑義事項のののの確認等確認等確認等確認等をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて

はははは受託者受託者受託者受託者がそのがそのがそのがその都度議事録都度議事録都度議事録都度議事録をををを作成作成作成作成したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、本市本市本市本市にににに提出提出提出提出することすることすることすること。。。。    

    

８８８８    資料資料資料資料のののの管理管理管理管理    

        受託者受託者受託者受託者はははは、、、、本業務本業務本業務本業務においてにおいてにおいてにおいて本市本市本市本市からからからから貸与貸与貸与貸与されるされるされるされる資料等資料等資料等資料等のののの重要性重要性重要性重要性をををを認識認識認識認識しししし、、、、

資料等資料等資料等資料等のののの破損破損破損破損、、、、滅失及滅失及滅失及滅失及びびびび盗難等盗難等盗難等盗難等のののの事故事故事故事故のないようにのないようにのないようにのないように取扱取扱取扱取扱いいいい、、、、使用後使用後使用後使用後はははは速速速速やかやかやかやか

にににに返却返却返却返却することすることすることすること。。。。    

    

９９９９    成果品検査成果品検査成果品検査成果品検査    

        受託者受託者受託者受託者はははは、、、、本業務本業務本業務本業務のののの完了後完了後完了後完了後、、、、成果品成果品成果品成果品についてについてについてについて本市本市本市本市のののの検査検査検査検査をををを受受受受けるものとしけるものとしけるものとしけるものとし、、、、

本市本市本市本市からからからから本業務本業務本業務本業務にににに適合適合適合適合しないものとしてしないものとしてしないものとしてしないものとして修正修正修正修正のののの指示指示指示指示があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、速速速速やややや

かにかにかにかに修正修正修正修正をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    
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１０１０１０１０    成果品成果品成果品成果品のののの管理及管理及管理及管理及びびびび帰属帰属帰属帰属    

        本業務本業務本業務本業務のののの成果品成果品成果品成果品はははは全全全全てててて本市本市本市本市のののの帰属帰属帰属帰属としとしとしとし、、、、受託者受託者受託者受託者はははは本市本市本市本市のののの許可許可許可許可なくなくなくなく成果品成果品成果品成果品なななな

どをどをどをどを第三者第三者第三者第三者にににに公表又公表又公表又公表又はははは貸与貸与貸与貸与してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。    

        

１１１１１１１１    業 務 内業 務 内業 務 内業 務 内 容容容容    

        三木市総合計画策定支援業務委託公募型三木市総合計画策定支援業務委託公募型三木市総合計画策定支援業務委託公募型三木市総合計画策定支援業務委託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（（（（以下以下以下以下「「「「実実実実

施要項施要項施要項施要項」」」」というというというという。）。）。）。）にににに定定定定めるめるめるめる業務内容業務内容業務内容業務内容はははは、、、、概概概概ねねねね次次次次のとおりとするのとおりとするのとおりとするのとおりとする。。。。    

        なおなおなおなお、、、、業務内容業務内容業務内容業務内容はははは、、、、次期総合計画策定次期総合計画策定次期総合計画策定次期総合計画策定にににに必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる事項事項事項事項をををを示示示示したものしたものしたものしたもの

でありでありでありであり、、、、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の実施実施実施実施においてにおいてにおいてにおいて決定決定決定決定したしたしたした受託者受託者受託者受託者のののの企画提案企画提案企画提案企画提案によりによりによりにより調整調整調整調整

又又又又はははは計画策定等計画策定等計画策定等計画策定等にににに係係係係るるるる審議会審議会審議会審議会やややや委員会等委員会等委員会等委員会等でのでのでのでの協議等協議等協議等協議等によりによりによりにより内容内容内容内容のののの変更変更変更変更をををを行行行行うううう

場合場合場合場合があるがあるがあるがある。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    業務業務業務業務実施計画実施計画実施計画実施計画のののの策定策定策定策定にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

本業務本業務本業務本業務のののの目的目的目的目的をををを十分十分十分十分にににに把握把握把握把握しししし、、、、合理的合理的合理的合理的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな次期総合次期総合次期総合次期総合計画策定計画策定計画策定計画策定のののの

進進進進めめめめ方方方方をををを提案提案提案提案のうえのうえのうえのうえ、、、、工程工程工程工程をををを具体化具体化具体化具体化したしたしたした業務業務業務業務実施計画実施計画実施計画実施計画をををを策定策定策定策定することすることすることすること。。。。    

    (2)(2)(2)(2)    計画策定方針計画策定方針計画策定方針計画策定方針のののの検討検討検討検討にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

次次次次のアからエのアからエのアからエのアからエのののの内容内容内容内容にににに留意留意留意留意したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、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テーマテーマテーマテーマ（（（（柱柱柱柱））））をををを

計画策定方針計画策定方針計画策定方針計画策定方針としてとしてとしてとして取取取取りまとめることりまとめることりまとめることりまとめること。。。。    

        アアアア    平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度にににに策定策定策定策定したしたしたした三木市三木市三木市三木市総合計画総合計画総合計画総合計画（（（（以下以下以下以下「「「「現行計画現行計画現行計画現行計画」」」」というというというという。）。）。）。）

及及及及びびびび平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にににに策定策定策定策定しししし、、、、毎年改定毎年改定毎年改定毎年改定をををを行行行行っているっているっているっている三木市創生計画人口三木市創生計画人口三木市創生計画人口三木市創生計画人口

ビジョン・ビジョン・ビジョン・ビジョン・総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略（（（（以下以下以下以下「「「「総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略」」」」というというというという。）。）。）。）をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする本市個本市個本市個本市個

別計画別計画別計画別計画    

イイイイ    本市本市本市本市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化やややや本市本市本市本市のののの現況現況現況現況、、、、課題等課題等課題等課題等    

ウウウウ    県及県及県及県及びびびび県内県内県内県内他市他市他市他市におけるにおけるにおけるにおける新新新新たなたなたなたな総合計画策定総合計画策定総合計画策定総合計画策定のののの動向動向動向動向    

エエエエ    施政方針施政方針施政方針施政方針    

    (3)(3)(3)(3)    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、、、、分析分析分析分析にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

            三木市三木市三木市三木市のののの現状現状現状現状とととと三木市三木市三木市三木市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況把握状況把握状況把握状況把握のためのためのためのため、、、、以下以下以下以下のののの項目項目項目項目についてについてについてについて

調査分析調査分析調査分析調査分析をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

アアアア    三木市三木市三木市三木市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情勢情勢情勢情勢    

イイイイ    市基礎市基礎市基礎市基礎データデータデータデータ、、、、各種統計各種統計各種統計各種統計データデータデータデータ等等等等のののの整理整理整理整理・・・・分析分析分析分析    

ウウウウ    将来人口推計将来人口推計将来人口推計将来人口推計のののの時点修正時点修正時点修正時点修正及及及及びびびび２０６０２０６０２０６０２０６０年時年時年時年時におけるにおけるにおけるにおける目標人口目標人口目標人口目標人口５５５５万人万人万人万人にににに

向向向向けたけたけたけた人口目標推計人口目標推計人口目標推計人口目標推計をををを作成作成作成作成（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年    国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査データをデータをデータをデータを活用活用活用活用））））    

エエエエ    類似類似類似類似、、、、近隣自治体近隣自治体近隣自治体近隣自治体とのとのとのとの比較比較比較比較によるによるによるによる市市市市のののの特徴特徴特徴特徴（（（（強強強強み・み・み・み・弱弱弱弱みみみみ））））のののの整理整理整理整理・・・・分析分析分析分析    

オオオオ    関連計画関連計画関連計画関連計画のののの収集収集収集収集・・・・整理整理整理整理・・・・分析分析分析分析（（（（国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市））））    
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カカカカ    創生計画策定検証委員会創生計画策定検証委員会創生計画策定検証委員会創生計画策定検証委員会におけるにおけるにおけるにおける検証内容検証内容検証内容検証内容のののの整理整理整理整理・・・・分析分析分析分析    

    (4)(4)(4)(4)    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のののの実施実施実施実施、、、、分析分析分析分析にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

市民市民市民市民ニーズやニーズやニーズやニーズや地域地域地域地域のののの課題課題課題課題及及及及びびびび総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの成果成果成果成果をををを把握把握把握把握するためするためするためするため、、、、以下以下以下以下にににに示示示示

すすすす調査調査調査調査、、、、分析分析分析分析等等等等をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。なおなおなおなお、、、、受託者受託者受託者受託者とととと市市市市のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてはについてはについてはについては、、、、次次次次

項項項項をををを確認確認確認確認することすることすることすること。。。。    

アアアア    市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査のののの実施実施実施実施、、、、分析分析分析分析    

１８１８１８１８歳以上歳以上歳以上歳以上のののの市民市民市民市民（（（（約約約約３３３３，，，，００００００００００００名想定名想定名想定名想定））））をををを対象対象対象対象にににに、、、、行政行政行政行政へのニーズへのニーズへのニーズへのニーズ、、、、

施策施策施策施策のののの満足度及満足度及満足度及満足度及びびびび重要度重要度重要度重要度、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの現状把握等現状把握等現状把握等現状把握等にににに係係係係るるるる調査調査調査調査をををを

実施実施実施実施しししし、、、、集計集計集計集計・・・・分析分析分析分析をををを行行行行うううう。。。。    

        イイイイ    市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇談会のののの意見意見意見意見をををを分析分析分析分析    

                市内市内市内市内１０１０１０１０地区地区地区地区でででで今年度今年度今年度今年度にににに実施実施実施実施するするするする市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇談会のののの意見意見意見意見のののの分析分析分析分析をををを行行行行うううう。。。。    

        ウウウウ    市民市民市民市民協議会協議会協議会協議会のののの意見意見意見意見をををを分析分析分析分析    

                市内市内市内市内１０１０１０１０地区地区地区地区にあるにあるにあるにある市民協議会市民協議会市民協議会市民協議会からのからのからのからの意見意見意見意見のののの分析分析分析分析をををを行行行行うううう。。。。    

        エエエエ    （（（（仮称仮称仮称仮称））））若者若者若者若者ミーティングミーティングミーティングミーティングのののの実施実施実施実施、、、、分析分析分析分析    

                本本本本市市市市のののの未来未来未来未来のまちののまちののまちののまちの担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる若者若者若者若者（（（（中中中中・・・・高校生等高校生等高校生等高校生等））））をををを対象対象対象対象にににに、、、、市市市市

のまのまのまのまちづくりにちづくりにちづくりにちづくりに対対対対するするするする期待期待期待期待やややや、、、、定住意向等定住意向等定住意向等定住意向等をををを把握把握把握把握するためのするためのするためのするための会議会議会議会議（（（（１０１０１０１０

～～～～１５１５１５１５名程度名程度名程度名程度をををを想定想定想定想定））））及及及及びびびび会議内会議内会議内会議内でのアでのアでのアでのアンケートンケートンケートンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するするするする。。。。    

        オオオオ    職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの実施実施実施実施、、、、分析分析分析分析    

                庁内職員庁内職員庁内職員庁内職員（（（（約約約約７５０７５０７５０７５０人人人人））））をををを対象対象対象対象にににに、、、、本市本市本市本市についてのについてのについてのについての現状分析現状分析現状分析現状分析、、、、評価及評価及評価及評価及

びびびび意見等意見等意見等意見等にににに係係係係るるるる調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、集計集計集計集計・・・・分析分析分析分析をををを行行行行うううう。。。。    

    (5)(5)(5)(5)    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、、、、総括総括総括総括にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

現行計画及現行計画及現行計画及現行計画及びびびび総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの達成状況達成状況達成状況達成状況についてについてについてについて、、、、三木市創生計画策定検証委三木市創生計画策定検証委三木市創生計画策定検証委三木市創生計画策定検証委

員会員会員会員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、毎年度検証毎年度検証毎年度検証毎年度検証・・・・改訂改訂改訂改訂しているしているしているしているＫＰＩＫＰＩＫＰＩＫＰＩやややや施策施策施策施策のののの実施状況等実施状況等実施状況等実施状況等をををを参参参参

考考考考にににに、、、、評価評価評価評価・・・・検証検証検証検証をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    (6)(6)(6)(6)    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策定策定策定策定にににに向向向向けたけたけたけた検討課題検討課題検討課題検討課題のののの抽出抽出抽出抽出にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

本項第本項第本項第本項第３３３３号号号号からからからから第第第第５５５５号号号号までのまでのまでのまでの結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、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策定策定策定策定にににに向向向向

けたけたけたけた主主主主なななな検討課題等検討課題等検討課題等検討課題等をををを抽出抽出抽出抽出することすることすることすること。。。。    

    (7(7(7(7))))    基本構想及基本構想及基本構想及基本構想及びびびび基本計画基本計画基本計画基本計画のののの作成支援作成支援作成支援作成支援にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    

本業務本業務本業務本業務のののの内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた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基本構想基本構想基本構想基本構想案案案案（（（（ＡＡＡＡ４４４４用紙用紙用紙用紙１６１６１６１６ペーペーペーペー

ジジジジ程度程度程度程度をををを想定想定想定想定））））及及及及びびびび基本計画案基本計画案基本計画案基本計画案（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４４４４用紙用紙用紙用紙１００１００１００１００ページページページページ程度程度程度程度をををを想定想定想定想定））））作成作成作成作成

のののの支援支援支援支援（（（（原稿案原稿案原稿案原稿案のののの作成作成作成作成、、、、レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト等等等等のののの構成構成構成構成、、、、掲載掲載掲載掲載するするするする図表図表図表図表、、、、地図地図地図地図、、、、イライライライラ

ストストストスト、、、、写真等写真等写真等写真等のののの提供等提供等提供等提供等））））をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。なおなおなおなお、、、、提供提供提供提供されたされたされたされた図表図表図表図表、、、、地図地図地図地図、、、、イライライライラ

ストストストスト、、、、写真等写真等写真等写真等のののの所有権所有権所有権所有権、、、、著作権及著作権及著作権及著作権及びびびび利用権利用権利用権利用権はははは本市本市本市本市にににに帰属帰属帰属帰属するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    ((((8888))))    関係会議関係会議関係会議関係会議のののの企画企画企画企画・・・・運営支援運営支援運営支援運営支援にににに関関関関するするするする業務業務業務業務    
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以下以下以下以下のののの関係会議関係会議関係会議関係会議についてについてについてについて、、、、企画企画企画企画・・・・運営支援運営支援運営支援運営支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。なおなおなおなお、、、、受託者受託者受託者受託者とととと

市市市市のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてはについてはについてはについては次項次項次項次項をををを確認確認確認確認しししし、、、、会議会議会議会議のののの開催予定開催予定開催予定開催予定についてはについてはについてはについては発注者発注者発注者発注者

とととと協議協議協議協議のののの上決定上決定上決定上決定することすることすることすること。。。。    

        アアアア    庁内組織会議庁内組織会議庁内組織会議庁内組織会議のののの運営支援運営支援運営支援運営支援    

                市幹部市幹部市幹部市幹部によるによるによるによる総合計画策定委員会総合計画策定委員会総合計画策定委員会総合計画策定委員会、、、、課長級課長級課長級課長級によるによるによるによる庁内幹事会庁内幹事会庁内幹事会庁内幹事会、、、、副課長副課長副課長副課長

級級級級以下以下以下以下によるによるによるによる庁内作業部会庁内作業部会庁内作業部会庁内作業部会についてについてについてについて、、、、資料資料資料資料原稿原稿原稿原稿のののの作成作成作成作成支援支援支援支援をををを行行行行うとともうとともうとともうととも

にににに、、、、主主主主なななな会議会議会議会議へのへのへのへの出席出席出席出席、、、、議事概要議事概要議事概要議事概要作成作成作成作成をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

            ※※※※    会議会議会議会議のののの開催予定開催予定開催予定開催予定    

                第第第第１１１１回回回回        現行計画現行計画現行計画現行計画のののの総括及総括及総括及総括及びびびび総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの評価結果評価結果評価結果評価結果のののの提示提示提示提示及及及及びびびび    

基本構想検討基本構想検討基本構想検討基本構想検討（（（（委員会委員会委員会委員会））））    

                第第第第２２２２回回回回        基本構想基本構想基本構想基本構想((((案案案案))))確認確認確認確認    

                第第第第３３３３回回回回        基本計画基本計画基本計画基本計画((((案案案案))))確認確認確認確認    

                第第第第４４４４回回回回        素案素案素案素案のののの策定策定策定策定        

        イイイイ    三木市総合計画審議会三木市総合計画審議会三木市総合計画審議会三木市総合計画審議会のののの運営支援運営支援運営支援運営支援    

                三木市総合計画策定審議会三木市総合計画策定審議会三木市総合計画策定審議会三木市総合計画策定審議会についてについてについてについて、、、、会議資料会議資料会議資料会議資料のののの作成作成作成作成支援支援支援支援をををを行行行行うととうととうととうとと

もにもにもにもに、、、、会議会議会議会議へのへのへのへの出席出席出席出席、、、、議事録議事録議事録議事録作成作成作成作成をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

            ※※※※    会議会議会議会議のののの開催予定開催予定開催予定開催予定    

                第第第第１１１１回回回回        基本構想基本構想基本構想基本構想（（（（案案案案））））にににに対対対対するするするする意見交換意見交換意見交換意見交換    

                第第第第２２２２回回回回        素案素案素案素案にににに対対対対するするするする意見交換意見交換意見交換意見交換    

        ウウウウ    市民参画会議市民参画会議市民参画会議市民参画会議からのからのからのからの課題抽出課題抽出課題抽出課題抽出・・・・分析分析分析分析    

                市民参画会議市民参画会議市民参画会議市民参画会議についてについてについてについて、、、、会議会議会議会議資料資料資料資料のののの作成作成作成作成支援支援支援支援をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、事務局事務局事務局事務局

がががが整理整理整理整理したしたしたした地域地域地域地域のののの課題等課題等課題等課題等のののの意見意見意見意見のとりまとめをのとりまとめをのとりまとめをのとりまとめを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、計画計画計画計画へのへのへのへの反映反映反映反映をををを

行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    (9(9(9(9))))    そのそのそのその他他他他    

前各号前各号前各号前各号にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、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策定策定策定策定にににに関関関関しししし必要必要必要必要とととと認認認認められめられめられめられ

るるるる支援及支援及支援及支援及びアドバイスをびアドバイスをびアドバイスをびアドバイスを適宜行適宜行適宜行適宜行うことうことうことうこと。。。。    
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１２１２１２１２    業務業務業務業務のののの役割分担役割分担役割分担役割分担    

        業務業務業務業務におけるにおけるにおけるにおける役割分担役割分担役割分担役割分担はははは、、、、概概概概ねねねね次次次次のとおりとするのとおりとするのとおりとするのとおりとする。。。。    

    (1)(1)(1)(1)    市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査におけるにおけるにおけるにおける役割分担役割分担役割分担役割分担    

項目 発注者 受託者 備考 

調査票の検討 〇  △ 
発注者が案を作成し、受託者と

調整 

対象者の抽出 

宛名ラベル作成 
〇   

住民基本台帳から抽出し、作成

した宛名ラベルを受託者へ提

供※個人情報取り扱い誓約要 

発送用封筒準備 △ 〇 

受託者が角２封筒を用意し、市

の封筒デザインに合わせて作

成 

返信用封筒準備 △ 〇 

受託者が長３封筒を用意し、市

の封筒デザインに合わせて作

成（郵便事業株式会社への料金

受取人払承認請求は市） 

調査票の発送   〇 調査票及び返信用封筒を発送 

調査票の回収   〇 
返信先は発注者。受託者は２回

程度調査票の回収を実施 

入力・集積・分析   〇 
単純集計、クロス集計、自由意

見の整理、分析資料等を作成 

    (2)(2)(2)(2)    職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査におけるにおけるにおけるにおける役割分担役割分担役割分担役割分担    

項目 発注者 受託者 備考 

調査票の検討 〇  △ 
発注者が案を作成し、受託者と

調整 

集積・分析   〇 
単純集計、クロス集計、自由意

見の整理、分析資料等を作成 

※※※※回答回答回答回答はははは、、、、データでデータでデータでデータで提供提供提供提供するするするする予定予定予定予定    
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((((3333))))    関係関係関係関係会議会議会議会議におけるにおけるにおけるにおける役割分担役割分担役割分担役割分担    

会議名称等 発注者 受託者 回数 

庁内組織会議                      計１０回 

 検討委員会 ・資料の印刷 ・資料原稿の作成 ４回 

・会議への出席  

・会議の運営  

・意見のとりまとめ  

幹事会 ・資料の印刷 ・資料原稿の作成 ３回 

・会議への出席 ・会議への出席 

・会議の運営 ・会議の運営補助 

 ・議事概要作成 

作業部会 ・資料の印刷 ・資料原稿の作成 ３回 

・会議への出席 
・会議への出席 

(全体会のみ) 

・会議の運営 ・会議の運営補助 

 ・議事概要作成 

総合計画 

策定審議会 

・資料の印刷 ・資料原稿の作成 ２回 

・会議への出席 ・会議への出席 

・会議の運営 ・会議の運営補助 

 ・議事録作成 

市民参画会議                         計２２回 

 市政懇談会 ・資料の印刷 ・資料原稿の作成 １０回 

 ・会議への出席 ・意見のとりまとめ 

 ・会議の運営  

 ・議事概要作成  

 市民協議会 ・資料の印刷 ・資料原稿の作成 １０回 

 ・会議への出席 ・意見のとりまとめ 

 ・会議の運営  

 ・議事概要作成  

 (仮称) 

若者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

・資料の印刷 ・資料原稿の作成 ２回 

 ・会議への出席 ・意見のとりまとめ 

 ・会議の運営  

 ・議事概要作成  
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１３１３１３１３    成果品成果品成果品成果品    

        本業務本業務本業務本業務におけるにおけるにおけるにおける成果品成果品成果品成果品はははは、、、、以下以下以下以下のものとしのものとしのものとしのものとし、、、、契約期間内契約期間内契約期間内契約期間内にににに提出提出提出提出するものとするものとするものとするものと

するするするする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    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基本構想基本構想基本構想基本構想（（（（案案案案））））    

アアアア    ＡＡＡＡ４４４４版版版版フルカラーフルカラーフルカラーフルカラー    ３３３３部部部部    

イイイイ    電子電子電子電子データデータデータデータ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ形式形式形式形式））））    

(2)(2)(2)(2)    三木市総合計画基本計画三木市総合計画基本計画三木市総合計画基本計画三木市総合計画基本計画（（（（案案案案））））    

    アアアア    ＡＡＡＡ４４４４版一部版一部版一部版一部カラーカラーカラーカラー    ３３３３部部部部    

イイイイ    ＡＡＡＡ４４４４版版版版モノクロモノクロモノクロモノクロ    ３３３３部部部部    

ウウウウ    電子電子電子電子データデータデータデータ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ形式形式形式形式））））    

    (3)(3)(3)(3)    業務報告業務報告業務報告業務報告書書書書（（（（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分析分析分析分析、、、、職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート調査分析調査分析調査分析調査分析、、、、現行計画現行計画現行計画現行計画

等等等等のののの総括等総括等総括等総括等をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）    

アアアア    ＡＡＡＡ４４４４版版版版チューブファイルチューブファイルチューブファイルチューブファイル形式形式形式形式        ３３３３部部部部    

イイイイ    電子電子電子電子データデータデータデータ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ（Ｗｏｒｄ形式形式形式形式））））    

    

                                                                                                                                    以上以上以上以上    


