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令和４年度高校生による移住定住促進事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、令和４年度高校生による移住定住促進事業業務委託の受託者を選定するために行う公募型

プロポーザルの実施に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託する業務内容 

（１） 業務の名称 

令和４年度高校生による移住定住促進事業業務委託 

（２） 業務内容 

別紙仕様書のとおり 

（３） 成果品 

別紙仕様書のとおり 

（４） 委託限度額 

６，６００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５） 委託期間 

契約日から令和５年２月２８日まで 

 

３ 日程等 

項目 日程 

公募受付開始 令和４年５月１７日（公告） 

説明会 令和４年５月２６日 

質問書提出期限 令和４年５月３０日 午後５時まで 

質問書回答期限 令和４年６月２日 

参加申込書類提出期限 令和４年６月６日 午後５時まで 

参加資格確認通知日 令和４年６月１５日 

企画提案書類提出期限 令和４年６月２０日 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和４年６月２２日 

受託候補者選考結果通知・公表 令和４年６月２３日 

見積案内 令和４年６月２９日 

見積徴収期限 令和４年７月５日 

落札決定通知 令和４年７月６日 

契約保証金入金期限 令和４年７月１２日 

契約締結・業務開始 令和４年７月１３日 

 

４ 参加資格要件 

 本プロポーザルに応募できる者は、業務仕様書の内容を履行する能力を有する法人、その他の団体、ま

たは複数の法人等が共同する共同事業体（以下「団体等」という。）とし、次に掲げる要件を全て満たすものと
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する。 

グループ申請の場合は、次に掲げる（１）から（４）までの要件を構成団体の全てが満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の 11 第１項において準用

する政令第 167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２） 会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生又は再生手続きの申し立てがなされた者でないこと。 

（３） 市税、法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（４） 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、同上第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有しないこと。 

 

５ 担当部署及び各種書類提出先 

宮古市宮町一丁目１番 30号 宮古市役所本庁舎４階 

宮古市企画部企画課地域創生交流推進室 担当：中居裕美、鈴木奈津美 

電話番号：0193-65-7056 FAX：0193-63-9114 

電子メール：kikaku@city.miyako.iwate.jp 

 

６ 説明会 

（１） 日時等   令和４年５月２６日（木） 午後２時から 

（２） 場所    宮古市市民交流センター２階 多目的ホール 

（３） 申込期限 令和４年５月２５日（水） 午後５時まで 

（４） 申込方法 説明会参加申込書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、下記のメールアドレスまで電子メ

ールで提出 

電子メール：kikaku@city.miyako.iwate.jp 

 

７ 質問の受付及び回答 

（１） 質問の受付 

質問は、質問書（様式第２号）の提出により行い、電話・来庁等口頭による質問は受け付けない。 

ア 提出期限 令和４年５月３０日（月） 午後５時まで 

イ 提出方法 質問書（様式第２号）に必要事項を記入のうえ、下記のメールアドレスまで電子メールで提出 

電子メール：kikaku@city.miyako.iwate.jp 

（２） 質問の回答 

質問の回答は、令和４年６月２日（木）までに市ホームページに公開する。 

 

８ 参加申込書類の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類に必要事項を記入のうえ、提出すること。 

（１） 提出書類 

ア 参加表明書（様式第３号） 

イ 会社概要 

※ 令和４・５・６年度宮古市物品購入等指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない法人等は、次
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の書類を併せて提出すること。 

（ア） 会社概要（任意パンフレット可） 

（イ） 法人登記簿謄本 

（ウ） 印鑑証明書（１か月以内に発行されたもの） 

（エ） 財務諸表（直近のもの） 

（オ） 国税及び市税の納税証明書（税の未納がないことを証明するもの。3カ月以内に発行されたもの） 

    国税：所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税 

    市税：宮古市に納付した地方税（法人市民税、固定資産税等） 令和元年度から３年度の３カ年分 

        ※他市町村に納付した地方税の納税証明書は、提出不要。 

ウ 本業務に類似した業務に係る契約実績一覧（任意様式） 

エ プレゼンテーション及びヒアリング出席報告書（様式第４号） 

オ グループ申請の場合は、イ及びウの書類を構成団体ごとに提出すること。併せて、以下の書類も提出す

ること。 

 （ア） グループ構成書（様式第５号） 

 （イ） グループ応募理由及びグループ内業務分担表（様式第６号） 

 （ウ） グループ協定書（様式第７号） 

（２） 提出部数 

各１部 

（３） 提出期限 

令和４年６月６日（月） 午後５時まで 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留及びレターパック等、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とし、

提出期限に必着とする。） 

（５） その他 

ア 参加申込書類は、宮古市情報公開条例に定めるところにより、公開されることがある。 

イ 参加資格の確認結果については、参加表明書に記載の担当者のメールアドレス宛に通知する。 

ウ 参加申込書類提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

９ 企画提案書類の提出 

（１） 提出書類 

ア 企画提案書表紙（様式第８号）及び企画提案書（任意様式） 

（ア） 日本工業規格 A4用紙横方向上綴じとし、文書は横書きとする。 

（イ） 構成図や工程表 A３版資料がある場合は、A４版資料に折り込むこと。 

（ウ） 提案内容は実現可能なものとし、根拠も含め具体的に記載すること。 

（エ） 企画提案書の内容は、別紙「審査項目一覧」の「経費」以外の項目を網羅することとし、表紙を含め

20ページ以内にまとめること。（記載順序等は、任意とする。） 

イ 経費積算内訳書（任意様式、下記の（ア）（イ）の２種類を作成のこと。） 

（ア） 提案内容に係る項目、数量、単価、金額、税等を明らかにしたもの。 
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（イ） 提案内容のうち、デジタルコンテンツに係る令和５年度及び令和６年度のランニングコスト（ライセンス

使用料、賃貸借料、サーバー利用料、保守等に係る経費）について、年度ごとに項目、数量、単価、金

額、税等を明らかにしたものを添付すること。 

ウ 本業務に類似した業務実績の概要が分かる資料（任意様式） 

（２） 提出部数 

原本１部、副本 10部 

（３） 提出期限 

令和４年６月２０日（月） 午後５時まで 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留及びレターパック等、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とし、

提出期限に必着とする。） 

（５） その他 

ア 同一参加者からの複数提案は認めない。 

イ 企画提案に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

ウ 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

エ 提出された企画提案書は、返却しない。 

 

10 企画提案書に対するプレゼンテーション等 

次により企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

（１） 日時 令和４年６月２２日（水） 午後２時から 

（２） 場所 宮古市役所本庁舎４階特別会議室 

宮古市宮町一丁目１番 30号 

（３） その他 

ア 出席者は、総括責任者を含み最大３名までとする。 

イ １者 25分程度（説明 15分、質疑 10分）を想定し、順次個別に行う。 

ウ プレゼンテーションは、提出した企画提案書の内容に沿って説明を行うこと。 

エ プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開とする。 

オ パワーポイント等によるプレゼンテーションを希望する場合は、プレゼンテーション及びヒアリング出席報

告書（様式第４号）に使用機器等を記載することとし、パソコン等は当日出席者が持参すること。（プロジェ

クター、スクリーンは市で用意する。） 

カ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施が不適切と判断した場合は、別途連絡する。 

 

11 受託候補者の選定方法 

（１） 企画提案の審査・選定 

審査は、選定委員会において別紙「審査項目一覧」により行うものとし、企画提案内容等を総合的に評価

する。審査の結果、委員の評価点の平均点が最高点の者を受託候補者とし、次に点数の高かった者を次点

候補者として選定する。点数が同点の場合には、審査項目ごとの点数を比較し、最も高い点数を得た項目

の数が多い者を上位者とする。高い点数の項目が同数の場合には、選定委員会において合議のうえ、順位
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を決定する。 

なお、参加者が１者の場合でも審査を実施し、委員の評価点の平均点が 72 点を上回る場合は、受託候

補者として選定する。 

また、別紙「審査項目一覧」の「経費」以外の項目について、企画提案書に記載のない項目があった場合

は失格とする。 

 （２） 審査結果 

受託候補者及び次点候補者を決定後、企画提案書提出者全員にその結果を通知すると共に、受託候補

者の名称を市のホームページで速やかに公表する。 

 

12 契約の締結 

契約締結の方法は随意契約とし、審査により選定された受託候補者から見積書を徴して契約書を作成する

ものとする。 

なお、契約内容となる仕様書については、受託候補者が提出した提案内容に基づき受託者との間で協議を

行い、業務仕様について両者協議が整った後、再度見積書を提出のうえ契約を締結する。 

受託候補者に契約を締結できない何らかの事由が発生した場合又は協議が整わない場合は、次点候補者

と交渉を行う。 

（１） 契約書作成の要否 

  要 

（２） 契約保証金 

   宮古市財務規則（平成 17年宮古市規則第 66号）に基づいて判断する。 

 

13 公正なプロポーザルの実施の確保 

（１） 参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行っ

てはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

（２） 参加者は、受託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。 

（３） グループ申請による参加の場合、そのグループの構成団体となる者は、他のグループの構成団体となる

ことはできない。 

（４） プロポーザルを公正に執行することができないと判断されるときは、プロポーザルの執行を延期し、若しく 

は取りやめることがある。 


