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平成２９年度次期弘前市総合計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

(１)業務目的 

従来の基本構想、基本計画や弘前市アクションプランに代わり弘前市の最上位計画と

して策定した弘前市経営計画は、平成２６年度から平成２９年度までを計画期間として

おり、平成２９年度中に平成３０年度からの次期総合計画を策定する。 

弘前市経営計画は従来の総合計画と異なり、「地域経営」を実現するための計画（地域

経営型計画）として位置づけ、２０年後のめざす姿である将来都市像の実現に向けて、

行政による具体的な取組（戦略体系）と、市民等による具体的な取組（市民行動プログ

ラム）を定めている。また、計画内容を継続的に改善・向上させていくためのマネジメ

ントシステムを運用することで、人材、財源、情報といった政策資源を適切に配分し、

地域経営の推進を図っている。 

本業務は、地域経営の起点である次期経営計画の策定にあたって、将来都市像の実現

に向け、より有効性の高い施策を立案するとともに、マネジメントシステムによる計画

期間中の改善・向上をより推進できるよう、各種支援等を行うことなどを委託すること

とし、公募型プロポーザルを実施し契約候補者を特定するものである。 

   

(２)業務名 

平成２９年度次期弘前市総合計画策定支援業務 

(３)業務内容 

「平成２９年度次期弘前市総合計画策定支援業務仕様書」に記載しているとおり。 

(４)業務期間 

契約締結日の翌日から平成３０年３月２３日（金）まで 

   

２ 業務に要する費用（事業費限度額） １２，０００千円 （税込み） 

なお、参考見積書の合計金額（税込み）が、業務に要する費用（事業費限度額）を

超過した場合は失格とします。 

 

３ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者。共同提案の場合は全ての

提案者。）は、次に掲げる事項を満たす者でなければなりません｡ 

(１)平成２９年３月３１日までの５年間で、市町村の総合計画または地方版総合戦略

策定に係る業務の実績があること。 
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(２)公告の日から候補者特定の日までの間に、弘前市建設業者等指名停止要領に掲げる

指名停止要件に該当していないこと。 

(３)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。 

(４)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けて

いる者を除く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立

てをしている者でないこと。 

 

４ 質問の受付及び回答 

(１)提出期限：平成２９年３月２４日（金）午後４時まで（必着） 

(２)提出方法：別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。 

提出先メールアドレス：hif@city.hirosaki.lg.jp 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

 別途、電話によりメールの受信確認をお願いします。 

(３)回答日：平成２９年３月２８日（火） 

(４)回答方法：市ホームページに掲載 

 

５ 参加表明手続 

(１)提出書類：各１部 

①参加意思表明書（様式２－１） 

②登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書 

③財務諸表等の写し 

④直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、市税（法人市民税と固定資

産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの。国税の場合は、納税証

明書その３の３） 

 なお、市税については、弘前市内に事業所等がある場合のみ提出。 

※注意事項  

複数社による共同提案の場合にあっては、代表事業者を明確にしたうえで様式

２－２により提出書類①を連名で作成し、提出書類②～④を全ての提案者につい

て提出すること。 

(２)提出期限 

平成２９年４月４日（火）午後４時とする。 
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(３)提出方法 

持参又は郵送（宅配便可）により提出すること。 

持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までとする。（土曜、日曜日及び

祝日を除く。） 

郵送等で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法に

よるものとし、提出期限内に必着のこと。 

(４)参加資格の通知 

参加資格審査の結果は、参加表明者に郵送で通知します。 

 

６ 企画提案書等の作成及び提出 

(１)提出書類・必要部数 

①業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式３）    原本１部 

②実施体制各種調書及び企画提案書等 原本１部、副本５部 

ア 会社概要（様式４） 

イ 技術者の概要（様式５） 

ウ 業務実績調書（様式６） 

エ 担当技術者調書（様式７） 

オ 技術責任者の経歴及び実績等調書（様式８） 

カ 再委託調書（様式９） 

※再委託する場合のみ 

キ 工程表（様式１０） 

ク 企画提案書（任意様式） 

※注意事項 

・具体的な提案をするとともに、業務の実施体制、手順及び工程を記載す

ること。 

・「平成２９年度次期弘前市総合計画策定支援業務仕様書」７(１)及び(２)

の分析支援について、分析が必要と想定される市の現状、将来動向等を示

す、市において取得すべき指標名を具体的に示すこと。 

・提案者が特定される記述は避けること。 

・Ａ４サイズ片面１０ページ以内とすること。 

・共同提案の場合は、各社の役割分担を明確にすること。 

ケ 参考見積書（任意様式） 

※注意事項 

・予算限度額内とすること。 

 ・共同提案の場合は、各社毎の事業費を明確にすること。 
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・複数社による共同提案の場合にあっては、ア～オを全ての提案者につい

て提出すること。 

 

(２)提出期限等 

①提出期限：平成２９年４月１４日（金）午後４時まで（必着） 

②提出場所：弘前市役所本館３階 ひろさき未来戦略研究センター 

③提出方法：持参又は郵送（宅配便可）によること。 

なお、郵送等で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたこと

が証明できる方法とすること。 

④提出期限までに企画提案書等の提出がない場合は、本プロポーザルへの参加を辞

退したものとみなします。 

 

７ 審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとします。 

(１)審査（書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

・提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を下記８(１)～(６)で示す審査

基準に基づいて審査するとともに、企画提案についてのプレゼンテーション及び

ヒアリングを実施し、その内容により得点を加減し、最も優れている提案を特定

します。 

・審査は、参加者名を伏せ、参加意思表明書の受付順に実施します。 

実施日：平成２９年４月１９日（水）【予定】 

※詳細については、企画提案書の提出期限後に別途通知します。 

   ・プレゼンテーションは２０分以内、ヒアリングは１０分程度を予定しています。 

   ・審査に使用する説明資料は事前に提出した資料のみとし追加資料は認めません。 

   ・パソコン、スクリーン、プロジェクター等の機材は使用しないものとします。 

(２)審査結果の通知 

・審査結果を書面により通知します。 

 

８ 審査基準及び配点（詳細はＰ７の「評価基準」を参照） 

プロポーザルは以下の審査項目に基づき審査します。 

(１) 業務の実施体制  

(２) 業務に係る理解度  

(３) 実施手順・工程の妥当性  

(４) 提案内容の的確性・実現性 

(５)プレゼンテーション 
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(６) 参考見積 

 

９ 日程 

公示           平成２９年３月１６日（木） 

質問受付締切       平成２９年３月２４日（金） 午後４時まで 

質問回答         平成２９年３月２８日（火） 

参加意思表明書の受付締切 平成２９年４月 ４日（火） 午後４時まで 

企画提案書等受付締切   平成２９年４月１４日（金） 午後４時まで 

審査           平成２９年４月１９日（水）（予定） 

結果通知         平成２９年４月２０日（木）（予定） 

契約締結         平成２９年４月下旬 （予定） 

業務開始         平成２９年４月下旬 （予定） 

 

１０ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する

場合は、その提案を失格とします。 

(１)参加資格要件を満たしていない場合 

(２)提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３)実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

 (４)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１１ 契約 

候補者特定後、 随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約

の手続きを行うものとします。 

なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとします。 

  また、共同提案の場合は、参加表明以降の手続きに係る一切を代表事業者のみと

行いますので、共同提案事業者間で、次の項目に係る権限について、契約締結まで

に委任状、あるいは協定等により明確にしておくものとします。 

   ・市と折衝する権限 

   ・本業務に関する契約書の締結の権限 

   ・本業務に関する契約の履行の権限 

   ・本業務に係る請負金の請求及び受領する権限 
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１２ その他留意事項 

(１)提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(２)提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停止措置

を行うことがあります。 

(３)提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しま

せん。なお、提出書類は審査に必要な範囲で複製をすることがあります。 

(４)書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(５)「業務実施体制回答書」 に記載した配置予定の担当技術者は、原則として変更で

きないものとします。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、弘前市と協議のうえ決定する

ものとします。 

(６)提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例（平成１８年弘前市条例

第１９号）の規定による請求があった場合は、企画提案書等を作成した方に対し、

意見書を提出する機会を与えるものとします。 

なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある

情報については決定後の開示とします。 

(７)市が提供した資料を本プロポーザルの目的以外に使用してはなりません。 

(８)応募者が一者のみの場合でも、提案書の審査・評価を実施するものとします。 

 

１３ 担当部署（提出・問合せ先） 

弘前市経営戦略部ひろさき未来戦略研究センター 担当 清野 

℡0172-40-7021（直通） 
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評 価 基 準 

 

評価項目 評価の視点 基準点 換算値 評価点 

①業務の実施体制 実施体制、配置技術者及び業務実

績等は適当か。 
３０   

②業務に係る理解

度 

業務の目的等について十分理解

し、また業務に取り組む上での考え

方は妥当か。              

２０   

③実施手順・工程の

妥当性 

業務の実施手順、スケジュールは

適切であるか。 
１５   

④提案内容の的確

性・実現性 

弘前市の地域特性や課題を的確に

捉えることができ、また、実現性の

高い提案内容となっているか。 

３０   

⑤プレゼンテーシ

ョン 

受託するに当たって積極的な姿勢

が示されているか。また、提案内容、

質疑応答において明確に説明してい

るか。 
５   

⑥参考見積 見積内容、見積額が妥当か。 

提案業務の内容に対して見積もり

が不適切な場合には特定しない。 

数値化

しない 
 

妥当 

不適切 

合計 １００   

 

評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

非常に優れて

いる 

優れている 標準的である 劣っている 不可又は記載

なし 

換算値 1.0 0.8 0.6 0.4 0.0 

評価点＝基準点×換算値 

 

※応募者が１社のみの場合 

基準点を６０点とし、評価点(全審査委員の評価点の合計の平均点)が基準点を満たす場合

のみ、当該応募者を最優秀提案者とします。(満たさない場合は、該当なし。) 

※最高点となる応募者が複数いる場合 

参考見積額の低い応募者を候補者に特定します。 


