
中津市環境基本計画等策定業務委託公募型プロポーザル募集要領  

 

１  目的 

 本要領は、中津市環境基本計画及び第一次中津市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）策定業務委託、第三次中津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定支援

業務委託を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定する

ため、必要な手続き等について定めることを目的とする。  

 

２  業務概要 

（１）名称 

  中津市環境基本計画等策定業務 

（２）目的 

  本業務は、中津市環境基本条例が掲げる基本理念に基づき、市、事業者及び市民

が一体となって行う環境の保全及び創造のための計画を策定することを目的とし、

これらの策定業務に係る支援について、知識、技術及び経験を有する業者に委託す

るもの。 

（３）内容 

  別添「中津市環境基本計画等策定業務委託仕様書」及び「第三次中津市地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）策定支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり 

（４）履行期間 

 ①中津市環境基本計画及び第一次中津市地球温暖化対策実行計画（地域施策編）

策定業務委託 

契約締結の日の翌日から平成３１年３月３１日まで 

  ②第三次中津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定支援業務委託  

   契約締結の日の翌日から平成３０年２月２８日まで  

 （５）契約方法 

  公募型プロポーザルによる随意契約  

（６）提案上限額 

  ①中津市環境基本計画及び第一次中津市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

策定業務  17,292,000 円（消費税及び地方消費税を含む）  

  ②第三次中津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定支援業務については、

平成 29 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体カーボン・

マネジメント強化事業）の採択、市議会で予算承認されることを条件とする。  

 （７）担当部局 

  中津市  生活保健部  生活環境課  環境保全係（本庁舎２階）担当：武吉 

  住所  ８７１‐８５０１  大分県中津市豊田町１４番地３  

  電話  ０９７９‐２２‐１１１１（内線３１６）  

 FAX  ０９７９‐２３‐４３２３  

 電子メール seikatsu@city.nakatsu.lg.jp 



 URL  http://www.city-nakatsu.jp/ 

 

３  参加資格 

 本業務のプロポーザルに参加する提案者は下記のすべての要件を満たすものとする。 

（１）中津市に業者登録されている者であって、九州管内に本社又は支店・事業所

を有する者であること。  

（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

に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく、当市の競争入札参加制限を

受けていない者であること。  

（３）この公募型プロポーザル実施の公告の日から、契約締結の日までにおいて、

当市、国又は他の地方公共団体から指名停止措置を受け、指名停止期間中で

ないこと。 

（４）この公募型プロポーザルにおけるプレゼンテーション実施日以前３箇月以内

に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しく

は主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。  

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条の規定

に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認

可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から６年を経

過しない者の統制下にない事業者であること。  

（７）国税、地方税を滞納していない者。  

（８）平成２４年度から平成２８年度までの間に地方自治体が発注した以下のいず

れか業務を完了した実績があること。  

   ①環境基本計画  

   ②地球温暖化対策実行計画（区域施策編）  

   ③地球温暖化対策実行計画（事務事業編）  

   ④地方公共団体カーボン・マネジネント強化事業を活用した、地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）  

 

４  選定基準及び方法  

（１）選定基準 

  別表評価表のとおり  

（２）選定方法 

  当市職員で構成する「中津市環境基本計画等策定業務委託事業者選定委員会」（以



下「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会は提出された提出書類、証明書類

及びプレゼンテーションや質疑応答の内容を評価表に基づき評価し、交渉権第１位

の事業者を選定するものとする。  

（３）その他 

  選定内容は非公開とし、選定結果についての異議申立ては受付けないものとする。 

 

５  選考日程 

内容  期間等 

公募開始 平成２９年５月８日（月） 

※公告するとともに当市公式ホームページにて公募し、参加

申込者はここから提出書類等をダウンロードする。  

質問受付 平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月３０日（火） 

質問に対する回答  平成２９年５月３１日（水） 

参加申込 平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月１７日（水） 

参加資格書類審査  平成２９年５月１８日（木）～平成２９年５月２４日（水） 

参加資格審査結果通知  平成２９年５月２５日（木） 

企画提案書提出  平成２９年５月２５日（木）～平成２９年６月９日（金） 

プレゼンテーション  平成２９年６月１４日（水）（予定） 

選定結果通知 平成２９年６月１９日（月）（予定） 

契約締結 平成２９年６月２０日（火）（予定） 

 

６  質問受付及び回答  

（１）質問受付期間 

  平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月３０日（火）午後５時１５分まで  

（２）提出方法 

 電子メールにて、表題を「環境基本計画等プロポーザル質問（事業者名）」とし送

信すること。なお、電子メール以外での質問については回答しない。  

（３）提出先 

  「２  業務概要（７）担当部局」に記載する電子メールアドレス。  

（４）提出書類 

質問書（様式第３号）。内容を簡潔に記載し提出すること。  

（５）回答 

 平成２９年５月３１日（水）までに当市公式ホームページ上にて随時公開するも

のとする。 

 

７  参加申込 

（１）提出期間 

  平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月１７日（水）午後５時１５分まで（土、

日曜及び祝祭日を除く）  



（２）提出方法 

  持参とし、郵送、FAX 及び電子メール等による提出は認めない。なお、受付は開庁

日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

（３）提出先 

 中津市役所２階  生活保健部生活環境課  

（４）提出書類 

 下記提出書類の規格はＡ４版とし、正本として１部、副本として８部提出するこ

と。  

 ①参加申込書（様式第１号）及び様式記載の添付書類  

  ②業務実績報告書（様式第２号）及び様式記載の添付書類  

 

８  参加資格審査結果通知 

参加資格審査結果通知は、「２  業務概要（７）担当部局」から平成２９年５月２５

日（木）午後４時までに、「参加資格審査結果通知書（様式第４号）」を電子メールに

添付し通知する。なお、「参加資格通知書」により参加資格を有することが認められた

場合に限り、当該プロポーザルに参加することができるものとする。  

 

９  企画提案書の提出  

（１）提出期間 

 平成２９年５月２５日（木）～平成２９年６月９日（金）午後５時１５分まで（土、

日曜及び祝祭日を除く）  

（２）提出方法 

  持参とし、郵送、FAX 及び電子メール等による提出は認めない。なお、受付は開庁

日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

（３）提出先 

 中津市役所２階  生活保健部生活環境課  

（４）提出書類 

下記提出書類の規格はＡ４版とし、正本として１部、副本として８部提出するこ

と。  

①企画提案提出書（様式第５号） 

②提案書（任意様式）  

 ア  ３０ページ以内（表紙や目次を付ける場合はこれを含む。）で作成すること。 

 イ  仕様書に基づき、基本的な考え方、手法、視点等を記載すること。  

③実施体制表（様式第６号） 

④配置予定管理技術者調書（様式第７号）  

⑤配置予定担当技術者調書（様式第８号）  

⑥工程表（任意様式）  

  ア  １ページで作成すること。  

⑦見積書（様式第９号）及び積算内訳書（任意様式）  

 ⑧誓約書（様式第１０号） 



 

１０  プレゼンテーション  

（１）実施予定日時  

  平成２９年６月１４日（水）を予定。指定時間は提案事業者に別途通知する。  

（２）会場等 

  中津市役所本庁舎内会議室を予定。指定場所は提案事業者に別途通知する。  

（３）出席者  

  各事業者３名以内とする。ただし、配置予定管理技術者調書（様式第７号）に記

載する者は必ず出席するものとする。なお、出席者については企画提案提出書（様

式第５号）提出時に、プレゼンテーション出席届出書（様式第１１号）にて提出す

ること。 

（４）持ち時間 

  １５分以内で提案書についての説明の後、１５分以内で質疑応答を行う。 

（５）使用機器 

  プロジェクター、スクリーン及びホワイトボード、電源は当市が用意する。その

他必要な機器については提案事業者が準備する。  

（６）選定内容 

  ①選定委員会において、別表に定める評価表に基づき審査し評価点の最も高い者

を交渉権第１位の事業者として１者選定する。ただし、重点度合については、

選定結果を当市公式ホームページ上にて公表する際に併せて事後公表するもの

とする。 

  ②評価点の最高得点者が複数となった場合はくじ引きを実施し、交渉権第１位の

事業者を１者選定する。  

  ③当市は交渉権第１位に選定された事業者と随意契約に向けた交渉を行う者とす

る。交渉権第１位に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らな

かった場合、又は交渉権第１位に選定された事業者が「１１  参加事業者の失

格」に該当することが判明した場合は、評価点の高い事業者の順に①及び②と

同様の手続きを行うものとする。  

  ④プレゼンテーションに参加できない事業者は、選定の対象から除外する。  

（７）選定結果通知  

   選定委員会の選定結果は、平成２９年６月１９日（月）午後３時までに当市公

式ホームページ上にて、交渉権第１位に選定された事業者名及び全参加事業者の

評価点を掲載するものとする。なお、選定結果についてはいかなる方法による問

合せにも応じない。  

 

１１  参加事業者の失格  

 次のいずれかに該当する場合は失格とする。  

（１）「３  参加資格」を満たさなくなった場合  

（２）「９  企画提案書の提出」の提出期限後に提出書類が提出された場合  

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合  



（４）審査の公平性を害する行為があった場合  

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、選定

委員会が失格であると認めた場合  

 

１２  その他留意事項  

（１）当該プロポーザルに参加する費用は、全て参加事業者の負担とする。  

（２）提出書類については、提出期限後の差替え、追加、再提出又は撤回は一切認

めない。 

（３）提出書類の著作権（著作権法（昭和４８年法律第４８号）第２１条から第２

８条までに規定する全ての権利をいう。）は、参加事業者が以前より著作権を

有するものについては参加事業者に帰属するものとする。ただし、当市が当

該プロポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無

償で使用できるものとする。  

（４）提出された書類は返却しないものとする。  

（５）当該プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、中津市情報公開条例

（平成元年条例第３５号）に基づき提出書類を公開することがある。  

（６）当該要領に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）、地方自治法施行令、中津市契約規則等関係法令等の定めるところによる

ものとする。 

（７）当該プロポーザルにおける見積及び契約の手続きにおいて、使用する言語及

び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  

（８）当該委託業務の契約については、契約書の作成を必要とする。  

（９）契約担当者は選定決定後、契約締結までの間に交渉権第１位の事業者が「３．

参加資格」を満たさなくなった場合には、選定決定の取消又は仮契約の解除

を行うことができるものとする。この場合、契約担当者は選定決定の取消又

は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。  

（ 10）契約担当者は、契約締結後において、交渉権第１位の事業者が「３．参加資

格」を満たさなくなった場合には、契約の解除を行うことができるものとす

る。  

（ 11）参加申込事業者及び提案事業者はプレゼンテーション実施後、当該委託業務

の参加要件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。 

（ 12）その他不明な点は、「２  業務概要（７）担当部局」まで照会のこと。  

 



【別表評価表】

中津市環境基本計画策定業務委託に係る評価シート

・環境基本計画策定実績

・地球温暖化対策計画（事務事業編）策定実績

・地球温暖化対策計画（区域施策編）策定実績

・国の「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」の補助事業を活用した地球温暖化対策計画（事務事業編）の策定実績

・配置予定管理技術者、担当技術者の業務経験及び実績

・本業務の目的を十分に理解しているか

・仕様書に沿った企画内容であるか

・「中津市総合計画」等関連する計画との整合性を図ることに留意しているか

・中津市の実態を十分に把握した提案内容であるか

・十分に検討された実現性のある工程表であるか（作業時期が明確になっているか）

・工程表に余裕があるか（中津市からの要望等に対応できるように調整されているか）

・本業務における実施体制は十分であるか（適正な人員配置・人員数）

・中津市と事業者の役割分担が明確であり、妥当あるか

・本業務における調査・策定手法が妥当であるか

・見積金額は妥当なものであるか

・市民、事業者アンケート調査について、十分に検討し提案されているか

・市民ワークショップの開催について、十分に検討し提案されているか

・計画策定委員会や中津市環境審議会等への協力体制を十分に検討し提案されているか

・実効性のある計画内容を提案されているか

・提案内容に魅力あるアイデアがあるか

・提案内容が分かりやすかったか

・提案内容を十分に説明できていたか

・提案内容は具体的であったか

・本業務に対する取組意欲は十分であったか

・プレゼンテーションの時間を有効に使えていたか

・質疑応答の応対は十分であったか

※評価点は5～1の5段階とし、評価点に重点度合を乗じた数値を集計する。

実績

3 2 1

重点度合項目 視点 基準 評価点

5 4

提案事業者の業務実績

3 2 1

集計

企画提案内容の魅力

業務実施計画等

本業務の理解度

企画提案内容の実現性

企画提案内容の提案能力

重点度合
優←　　→劣

評価点


