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１ 趣 旨 

安芸高田市障害福祉計画(第５期)・障害児福祉計画（第 1期）及び安芸高田市高齢者福祉

計画・第７期介護保険事業計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「実

施要領」という。）は、平成２９年度執行の次期「安芸高田市障害福祉計画(第５期) ・障

害児福祉計画（第 1期）」（以下文中において「障害福祉計画」という。）及び「安芸高田市

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業」（以下文中において「高齢者福祉計画」という。）の

策定支援業務に係る委託事業者の候補選定について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名  

安芸高田市障害福祉計画(第５期) ・障害児福祉計画（第 1期）及び安芸高田市高齢者

福祉計画・第７期介護保険事業計画策定支援業務 

（２）業務の目的 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉計画、

児童福祉法に基づく障害児福祉計画、及び老人福祉法に基づく高齢者福祉計画並びに介護

保険法に基づく介護保険事業計画について、平成３０年度から平成３２年度までの３年間

を計画期間とする次期計画の策定に係る委員会等の運営、計画素案の作成、その他これに

伴う業務の全般的な支援を目的とする。 

（３）業務内容  

各仕様書による。 

ア 安芸高田市障害福祉計画(第５期) ・障害児福祉計画（第 1期）策定支援業務 

イ 安芸高田市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定支援業務 

（４）履行期間 

契約締結の翌日から平成３０年３月３０日まで 

（５）予算（見積限度額） 

ア 安芸高田市障害福祉計画(第５期) ・障害児福祉計画（第 1期）策定支援業務 

予算額 ３，５００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

イ 安芸高田市高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計画策定支援業務 

予算額 ３，８８８千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 実施形式 

 公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

本件プロポーザルに参加する資格を有する者は、次にあげる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の各号に該当する者でな

いこと。 

（２）安芸高田市における調査・計画の種目の競争入札参加資格を有していること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てを行ってい
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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）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受け

ている者を除く。）でないこと。 

（４）市税等を滞納していないこと。 

（５）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、同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）及び暴力団員等と密接

な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等となっていないこと。 

（６）公告の日から契約締結の日までの間において、建設業者等指名除外要綱（平成１６年安

芸高田市訓令第７７号）第２条第１項に規定する指名除外等の措置を受けていない者であ

ること。 

（７）平成２６年度から平成２８年度までの過去３年間において、官公庁から障害者及び高齢

者施策関連計画等、本業務と同様な業務を受託し、誠実に履行した実績のある者であるこ

と。 

 

４ 参加手続き等 

（１）担当部署及び問合せ先 

   〒７３１-０５９２ 安芸高田市吉田町吉田７９１番地 

   安芸高田市福祉保健部社会福祉課 

   電話 ０８２６-４２-５６１５  ＦＡＸ０８２６-４２-２１３０ 

   E-mail  shakaifukushi@city.akitakata.lg.jp 

   安芸高田市福祉保健部保険医療課 

   電話 ０８２６-４２-５６１８  ＦＡＸ０８２６-４２-２１３０ 

   E-mail  hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp 

 

（２）スケジュール（予定）     

 事  項 日  程 

１ 募集開始 平成２９年４月２０日（木） 

２ 質問の受付期間 平成２９年４月２０日（木）～２５日（火） 

３ 質問に対する回答期限 平成２９年４月２７日（木） 

４ 参加表明書の提出期限 平成２９年４月２８日（金） 

５ 参加資格審査結果通知 平成２９年５月  ２日（火） 

５ 企画提案書提出期限 平成２９年５月１８日（木） 

６ 審査委員会（ヒアリング・審査） 平成２９年５月下旬 

７ 審査結果の通知 平成２９年５月下旬 

 

（３）募集方法 

   平成２９年４月２０日（木）より市のホームページにより募集を案内する。 

（４）質問の受付 

mailto:shakaifukushi@city.akitakata.lg.jp
mailto:hokeniryoh@city.akitakata.lg.jp
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ア 受付期間  

平成２９年４月２０日（木）から平成２９年４月２５日（火）午後５時まで 

イ 提出方法  

質問書【様式１】に記入の上、持参、郵送、FAX、E-mail のいずれかの方法で、安

芸高田市福祉保健部社会福祉課宛に提出すること。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前８時３０分から午後５時までを受付時間

とする。 

FAX又は E-mailの場合は、送信した旨の連絡をすること。 

郵送の場合は、受付期間必着とする。 

  ウ 回答方法  

質問に対する回答は、平成２９年４月２７日（木）までに FAX 又は E-mail で行う

とともに、安芸高田市ホームページ上に掲載する。 

（５）参加表明書等の提出 

ア 参加希望者は以下の書類を提出すること。 

① プロポーザル参加表明書【様式２】 １部 

② 会社概要を示す書類【様式任意】  ８部（正本１部 副本７部） 

     以下の内容は必ず記載されたものであること。 

（ア）事業者名 

（イ）代表者名 

（ウ）資本金 

（エ）事業内容 

（オ）本業務を担当する支店又は営業所等の名称及び所在地 

③ 過去３年間における類似事業の受託実績を示す書類【様式任意】 ８部（正本１部 

副本７部） 

  イ 提出期限  

平成２９年４月２８日（金）午後５時必着 

  ウ 提出方法   

持参又は郵送で安芸高田市福祉保健部社会福祉課へ提出すること。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前８時３０分から午後５時までを受付時間

とする。 

（６）参加資格審査及び結果通知 

応募事業者の参加資格を審査し、その結果を応募事業者に対し、平成２９年５月２日（火）

に書面にて通知（発送）する。 

なお、参加資格を満たしていないと判断された事業者は、その理由について、平成２９

年５月８日（月）までに書面にて説明を求めることができるものとする。 

（７）企画提案書の提出 

ア 提出書類  

    参加資格を満たすと判断された事業者は、以下の書類を提出すること。 

① 企画提案提出書【様式３】 １部 
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 ② 企画提案書【任意様式】  ８部（正本１部 副本７部） 

企画提案書は、「障害福祉計画」及び「高齢者福祉計画」それぞれにつきＡ４版１

０ページ以内（表紙及び裏表紙を除く。）とし、各ページ下部にページ番号を記載す

ること。ただし共通の事項に関しては、別にまとめても可とする。 

なお、正本１部には表紙に事業者名を記入し、副本７部には提案者が特定できる表

記及びマーク社章等は表記しないこと。 

また、作成にあたっては以下の項目を盛り込むこと。 

（ア）障害福祉施策または高齢者施策の現状と課題及び安芸高田市の特性を踏まえた業

務実施の基本的な考え方 

（イ）本業務の実施体制（連絡体制・配置人員等） 

（ウ）計画策定までに必要な作業項目及びスケジュール（具体的な内容の提案を入れる

こと。） 

（エ）本業務に直接従事する研究員の過去３年間における主な業務実績及びセールスポ

イント（同種の業務実績等） 

（オ）見積額及び内訳（「障害福祉計画」と「高齢者福祉計画」それぞれの見積金額を

明確にし、各見積上限額の範囲内とすること。） 

イ 提出期限  

平成２９年５月１８日（木）午後５時必着 

ウ 提出方法 

持参又は郵送で安芸高田市福祉保健部社会福祉課へ提出すること。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前８時３０分から午後５時までを受付時間

とする。 

 

５ 審査概要 

（１）審査委員会 

「安芸高田市障害者福祉計画（第５期）・障害児福祉計画（第１期）及び安芸高田市高

齢者福祉計画・第７期介護保険計画策定支援業務プロポーザル審査委員会」（以下「委員

会」という。）を設置し、企画提案書等の審査を行う。 

（２）委員構成 

 審査に携わる委員（以下「委員」という。）は、副市長並びに福祉保健部長、社会福祉

課長、保険医療課長、健康長寿課長、健康長寿課特命担当課長の５人とする。   

（３）審査方法 

  ア 評価 

委員は、参加事業者から提出された企画提案書等の審査及び参加事業者からのプレゼ

ンテーションを受け、別に定める審査基準に基づき、企画提案内容を総合的に評価する。 

イ 選定 

① 各委員は、審査基準による評価得点の高いものから参加事業者の順位を定めるもの

とする。 

② ①により、複数の参加事業者において評価得点が同点のときは、各委員は総合的な
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評価により、当該参加事業者の順位を定めるものとする。 

③ ①及び②により、委員から最も多く第１位の順位を獲得した事業者を最優秀提案者

として選定する。なお、複数の参加事業者において、第１位の順位獲得数が同数の場

合には、当該参加事業者において第２位の順位獲得数の多い参加事業者を上位とする。

また、第１位の順位獲得数及び第２位の順位獲得数いずれも同数の場合には、当該参

加事業者において、各委員の評価得点の合計が最も高い参加事業者を上位とする。 

④ 複数の事業者から応募があった場合は、第２位の順位以下についても順位を定める

ものとする。 

⑤ 委託事業者候補選定後、上位の参加事業者が辞退又は失格となったときは、下位の

事業者の順位を繰り上げて、順位を定めるものとする。 

⑥ 提案者が１者のみの場合は、合計点が基準点６０点に委員数を乗じた点数以上であ

る場合に採用する。 

⑦ 本プロポーザルの内容に関して委員と接触があった場合は失格とする。 

⑧ 見積額が見積限度額を超過する場合は失格とする。 

ウ 一次審査 

① 参加事業者が６者以上であった場合には、企画提案書等による書類審査を行い、得

点の高い順に上位５事業者までをプレゼンテーション審査の対象とする。 

② 一次審査の結果は、全参加事業者に対し、平成２９年５月２３日（火）に書面にて

通知（発送）するものとする。また、併せて電子メールでも通知する。 

エ プレゼンテーション審査 

① 一次審査を通過した上位５事業者（参加事業者が６者未満であった場合は、参加事

業者全て）に対して、プレゼンテーション審査を平成２９年５月下旬に実施する。 

② １者の持ち時間は３０分以内とし、企画提案内容についての説明を１５分程度、質

疑応答を１５分程度とする。 

オ 審査基準    

評価項目 審査内容 配点 

①業務の実施体

制、類似業務の

受託実績 

○業務の受託実績 

・障害者福祉計画策定業務の受託実績 

・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務の受託実績 

・その他の事業計画策定業務の受託実績 

２０点 

○業務担当者の経験、実績 

・配置人員数（研究員の数、配置状況）は十分か。 

・事業者及び研究者は、本件委託業務に関する経験、実 

績は十分か。 

○発注者との連携体制 

・市の要請や協議に対して、迅速・柔軟に対応できる体制が

とられているか。 
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②企画提案書 

 

 

○障害福祉に対する見識 

・国・県の動向を踏まえ、障害者福祉施策に対する見識はあ

るか。 

・人口推計や、必要事業量の推計手法は適切か。 

・安芸高田市の障害者福祉に関する特性等を把握しているか。 
３０点 

○高齢者福祉・介護保険に対する見識 

・国・県の方針に基づく、高齢者福祉、介護保険制度の施策

に関する見識はあるか。 

・人口推計や、必要事業量の推計手法は適切か。 

・安芸高田市の地域特性を踏まえた提案となっているか。 

③スケジュール

及び遂行能力 

○業務工程表 

・的確なスケジュールとなっているか。 

２０点 

○アンケート調査の分析等 

・内容の集計・分析方法、分析能力は妥当か。 

・調査内容を施策へ反映させる能力は妥当か。 

○資料調整能力 

・分かりやすい企画提案書となっているか。 

○会議への支援体制 

・計画策定に係る会議への支援体制は十分か。 

○その他独自の提案事項 

・提案内容の独自性、妥当性があるか。 

④プレゼンテー

ション 

○プレゼンテーション能力 

・業務の趣旨（委託に係る仕様）を十分に理解して、分かり

やすいか。 

・業務に対する取組み姿勢が適切で、意欲があるか。 

・実施手順、取組み手法は妥当か。 

・具体性と実現性はあるか。 

１０点 

○質疑・応答 

・質問内容を把握できているか。 

・回答は的確か。 

⑤価格評価 ○見積金額 

・提案内容に対する見積金額は適切か。 
２０点 

合計 １００点 

 

６ 選定結果 

 （１）選定結果は、平成２９年５月下旬に提案者全員に通知文書を発送する。 

（２）最優秀提案者として選定されなかった事業者は、書面によりその理由について、説明

を求めることができるものとする。 
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７ その他 

（１）応募に要する費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位については、日本語、日本円、日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

（４）応募者の提出書類は、安芸高田市情報公開条例の規定に基づき開示する場合がある。 


