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令和元年度三好市森づくり基本計画策定支援業務委託募集要項 

 

 

1．目 的 

三好市の森林は，私たちの命の源である清らかな水を貯え，大気を浄化し，自然災害

から市民を守り，多様な生態系を支えるなど，私たちの暮らしにかけがえのない基盤で

あり，市民共有の財産である。 

また，地球温暖化防止、循環型社会の形成などの環境問題に対する意識の高まりや、

土砂流出の防止や洪水軽減などの公益的機能の発揮など、森林が担う重要な役割が再認

識されてきている。 

しかし，三好市の森林は，山間地域の過疎化，高齢化等の進行や，林産物の供給など

を通じて森林を支えてきた林業及び木材関連産業の低迷などにより，放置され，荒廃が

進むなどの事態が生じてきている。 

このような中で，森からの恵みや森の働きを再認識するとともに，森林の有する多面

的機能の持続的な発揮を重視した新たな森づくりの展開を図る必要があり、この度、各

種施策の基本となる「三好市森づくり基本計画」を策定することとした。 

 本要項では、公募型プロポーザル方式により募集、選定した事業者に対し、当該業務

を委託する上で必要な手続きを、次のとおり定める。 

 

2．委託業務の内容 

 （1）委託業務名 

    令和元年度三好市森づくり基本計画策定支援業務 

 （2）委託業務の内容 

    別添「令和元年度三好市森づくり基本計画策定支援業務委託仕様書」のとおり 

 （3）委託業務期間 

    契約締結の日から令和 2年 3月 31 日まで 

 （4）応募資格 

    応募資格者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

    ①公告日において、2019 年度一般競争入札（指名競争入札）参加資格名簿に登 

録された者であること。ただし、入札参加資格業者名簿に登録されていない 

場合は、今回の業務においてのみ、次の（ア）～（エ）の書類一式を参加表 

明書と同時に提出（1部）することで応募資格があるものとみなす。 

（ア）商業・法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）の写し 

（イ）印鑑登録証明書の写し 

（ウ）直近年度の法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、地方法人特 

別税、法人都道府県市民税、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車 

税の未納がないことの証明書の写し又は納税証明書の写し 
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     （エ）財務諸表類（提出日の直前 1営業年度の貸借対照表、損益計算書、株 

主資本等変動計算書、個別注記表） 

    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 

当する者でないこと。 

    ③三好市から競争入札等参加資格指名停止措置を受けていないこと。 

    ④会社更生法（昭和 14 年法律第 154 号）に基づく更生開始手続きの申立て、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がなされた者で 

     ないこと。 

    ⑤暴力団（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 

17 号）第 2条第 2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団 

員（同条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若し 

くは暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

    ⑥過去 10年間に地方公共団体の林業振興に関する計画策定等の業務を行った実 

績があること。 

 （5）委託金額の上限 

    金 4,767,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限額とする。 

 

3.委託契約の方法 

 （1）契約の方法 

    公募型プロポーザル 

 （2）契約相手方の選定 

    公募により企画提案書を募集し、その内容を審査して 優秀提案者を選定し、 

その提案提出者を契約予定者とする。 

4.応募方法 

 プロポーザルへの参加を予定している者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

 （1）参加表明書の提出 

提出書類 

    ①参加表明書（様式 1）   1 部 

    ②会社概要書（様式 2）   1 部 

    ③業務実績調書（様式 3）  1 部 

    ④過去 10年以内に受託した実績を示すことができる地方公共団体との契約書の 

写し及び成果物（計画書等）  1 部 

    提出期限 

     令和元年８月８日（木）午後５時まで 

 （2）企画提案書の提出 

    提出書類 
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       ①企画提案書提出届（様式 4）   1 部 

    ②企画提案書（任意様式）    １０部 

    ③業務実施体制調書（様式 5号）  1 部 

    ④提案価格書（任意様式）   1 部（必ず押印すること） 

    提出期限 

     令和元年８月２１日（水）午後５時まで 

 （3）提出方法 

    持参又は郵便もしくは宅配便により提出すること。 

※郵便の場合は、書留郵便又は配達証明によること。 

 （4）提出先及び問合せ先 

    三好市 産業観光部 林業振興課 

    〒778-0002 三好市池田町マチ 2145 番地 1 

    電子メール  ringyousinkou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 

    電   話  0883-72-7618 

    ファクシミリ  0883-72-7690 

 

5.プロポーザルの応募に際しての注意事項 

 （1）失格又は無効 

    以下のいずれかの事項に該当することが判明した場合、失格又は無効となる。 

     ①審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

     ②応募資格の要件を満たしていない場合 

    ③提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

    ④見積金額が見積限度以上であった場合 

    ⑤募集要項に違反すると認められる場合 

    ⑥応募者による業務履行が困難であると判断された場合 

    ⑦その他不正な行為があったと市が認めた場合 

 （2）その他 

    ①応募は 1参加者につき 1件とする。 

    ②応募書類の提出期限後の訂正、追加、差替え及び再提出は認めない。 

    ③提出された企画提案書等の書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

    ④書類の作成は、Ａ４縦版（片面印刷）横書きで作成すること。なお、必要に 

応じて、表、写真等を用いた補足資料を添付することができるが、できる限 

り簡潔なものとすること。 

    ⑤書類等の作成に用いる用語、通貨及び単位は、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。 

    ⑥受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる 

ことはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、 
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事前に発注者の承諾を得た上で、業務の一部を委託することができる。 

 

6.応募書類等にかかる質問 

 （1）質問の受付期限 

    令和元年８月８日（木）午後５時まで 

 （2）質問書の提出 

    質問は、様式 6号により行うものとし、4の（4）に示す提出先まで電子メール 

又はファクシミリにより提出すること。なお、送信後に必ず電話で着信を確認す 

ること。 

 （3）質問に関する回答 

    電子メール又はファクシミリにより回答する。ただし、共通事項を含む場合は、 

各申込者にも、電子メール又はファクシミリにより回答する。 

 7.審査及び結果通知 

 （1）審査方法 

    事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会にお 

いて企画提案書等の書面審査及び応募者へのヒアリングを行う。 

 なお、応募者が５者以上の場合は、提出された企画提案書等による書面審査を 

行い、上位４者をプレゼンテーション審査対象者として選定する。 

 書面審査の結果は、令和元年８月２３日（金）までに、電子メール又はファク 

シミリで通知する。また、書面審査結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一 

切受け付けない。 

    ヒアリング審査は、応募者によるプレゼンテーションと選定委員からの質疑応 

答を 30 分以内（プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 10 分以内）で行うこと 

とし、選定委員は次の評価基準に基づき審査する。 

（ヒアリング審査の日時・場所については、応募者に別途通知する） 

 

   ○評価基準    

評 価 項 目 主な評価基準 配 点 

基本事項 

受託業務に関する理解度 １０ 

工程及び実施体制 １０ 

類似業務の受注実績 １０ 

森づくりに関する方向性及び

目標値等の策定 
方向性及び目標値設定の手法 ４０ 
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森づくり委員会等運営支援 
森づくり委員会に関する支援体

制 
２０ 

総合判断 総合的に優れた提案であるか ２０ 

提案価格 予算額との対比について ２０ 

合   計 １３０ 

 

 （2）優先交渉権者の選定 

    選定委員会は、ヒアリング審査において、各選定委員の評価に基づき、総合得 

点の も高い応募者を優先交渉権者とし、次点の者を次点交渉権者として選定す 

る。ただし、合計点が同点の企画提案者が複数ある場合は、選定委員の多数決に 

より選定する。 

 （3）結果の通知 

     ①選定の結果は、審査を受けた全ての応募者に対し、文書により通知する。 

   ②選定委員会は、選定結果に関する意義申立ては一切受け付けない。 

 （4）審査の結果、適切な事業者がいない場合は、委託事業者無しとした上で再募集 

を行う。 

 （5）応募者が 1者であった場合、審査の結果、委託事業者として適当と認めるとき 

は、当該応募者を 優秀提案者とする。 

 

8.契約の手続き 

  優先交渉権者から提出された企画提案書及び見積書の内容を業務委託内容の基本 

とし、業務仕様及び契約の詳細を協議の上、受託事業者と決定し業務委託契約を締結

するものとする。 

  なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るものとする。 

 

9．選定までのスケジュール 

 （1）令和元年７月２９日（月）  公告・募集開始 

 （2）令和元年８月８日（木）   質問書の提出締切（午後５時まで） 

 （3）令和元年８月８日（木）   参加表明書の提出締切（午後５時まで） 

(4) 令和元年８月９日（金）   質問への回答（午後５時までに行う） 

 （5）令和元年８月２１日（水）  企画提案書の提出締切（午後５時まで） 

 （6）令和元年８月下旬      選定委員会（企画提案書等のヒアリング審査） 

 （7）令和元年８月下旬予定    選定結果の通知 

 （8）令和元年９月上旬予定    契約締結 
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10.参加辞退 

 参加表明書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、4の（2）に示す提出期限ま

でに、辞退届（様式 7号）を提出すること。なお、辞退届の提出は、持参又は郵便もし

くは宅配便によるものとする。 

※郵便の場合は、書留郵便又は配達証明によること。 

 

11.費用負担 

  企画提案書等作成のほか、審査（プレゼンテーション）に係る一切の費用は、応募

者の負担とする。 

 

12.その他 

 （1）この業務の遂行上、知り得た内容等については、第三者に漏らさないこと。 

 （2）本業務の成果品に関する所有権及び著作権等一切の権利は、三好市に帰属する 

ものとする。 

 （3）企画提案書の内容は全て採用されることが前提ではなく、受託者との協議より 

必要に応じて内容を一部変更する場合がある。 

 

以  上 

 

 


