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地域連携と脱炭素による世界遺産のまち・むなかた再生プロジェクト支援業務 

に係る公募型プロポーザル方式実施要領 

 

 

令和３年１１月１５日 

 

 

１． 本実施要領の位置づけ 

この実施要領は、宗像市（以下「本市」という。）が、地域連携と脱炭素による世界遺

産のまち・むなかた再生プロジェクト支援業務（以下「本業務」という。）を行うため、

専門的な知見・ノウハウを持つ受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するた

めに必要な事項を定めるものである。 

 

２． 業務の概要 

（１）業務名 

地域連携と脱炭素による世界遺産のまち・むなかた再生プロジェクト支援業務 

（２）業務場所 

宗像市内 

（３）業務内容 

地域連携と脱炭素による世界遺産のまち・むなかた再生プロジェクト支援業務仕様

書（以下「業務仕様書」という。）のとおり 

（４）業務期間 

契約締結日の翌日から令和４年１月２１日（金）まで 

 

３． 選定方式 

公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。） 

 

４． 見積限度額（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

9,999,000円 

 

５． プロポーザルのスケジュール 

（１）質問受付期限    令和３年１１月１８日（木）正午（必着） 

（２）提案書等提出期限    令和３年１１月２６日（金）午後５時（必着） 

（３）庁内プロポーザル選考委員会 令和３年１２月 １日（水）（予定） 

（４）審査結果通知   令和３年１２月 ３日（金）（予定） 
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６． 参加資格 

プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。  

（１）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者 

（２）会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始がなされていない者､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ていない者､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がなされていない者又は民事

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がなされていない者 

（３）国税及び地方税を滞納していない者 

（４）宗像市内の事業所を契約先とする場合、代表者個人（契約締結の権限を委任する場合

は、その受任者)が住所地の市町村税を滞納していない者 

（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

6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者 

（６）法人であって、その役員が（５）に該当しない者 

（７）参加表明書提出時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名

停止の措置を受けていない者 

（８）過去５年間（2016年度～2020年度）において、以下のすべての業務・活動実績を有

する者 

ア 環境省の補助事業の採択を受けた地方公共団体の脱炭素・地域エネルギー事業・再

生可能エネルギーに係る計画策定等支援業務を元請けとして受託した実績を有する

こと。 

イ 環境省の地域の低炭素・脱炭素等に関連する調査検討、構想・計画策定等の業務を

元請けとして受託した実績を有すること。 

ウ 環境省以外の官公庁の分散型エネルギー・再生可能エネルギーの利活用に関連す

る調査検討、構想・計画策定等の業務を元請けとして受託した実績を有すること。 

エ 複数（３社以上）の企業コンソーシアム活動を、代表者として運営した実績を有す

ること。 

（９）過去５年間（2016年度～2020年度）において、上記（８）アからエのいずれかに該

当する業務・活動に責任者として従事した経験を有する者を本業務の業務管理責任者

として配置できる者 

 

７． 提案書等の提出 

（１） 書類提出方法 

提出書類は、本市経営企画部経営企画課まで郵送又は持参すること。なお、郵送時

の事故等により、提出期限までに届かない場合、本市はその責を負わない。 

（２） 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 業務実績一覧（様式２）及び様式２に記載の業務実績がわかる書類の写し（契約

書等の写し） 
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ウ 業務管理責任者等の経歴等（様式３）及び様式３に記載の業務実績がわかる書類

の写し（契約書等の写し） 

エ 提案書（表紙）（様式４） 

オ 提案書（本文）（任意様式） 

カ 参考見積（様式任意） 

キ 会社の概要がわかる資料（パンフレット等） 

 

※「業務管理責任者等の経歴等（様式３）」に添付する業務実績を証明する書類の

写しは、「業務実績一覧（様式２）」と重複する場合、提出不要。 

※業務管理責任者以外の補助者等を配置（任意）する場合は、「業務管理責任者等

の経歴等（様式３）」に当該補助者等の経歴を記載し、提出すること。 

（３） 提出部数 

ア 上記（２）提出書類で示した順に書類を並べ１セットとし、原本１部、副本８部、

計９部提出すること。 

イ 上記（２）カ 提案書（本文）は、以下のとおり作成すること。 

（ア）任意様式としＡ４判 10ページ以内（ページ番号を付す。）とする。ただし、上記

（２）「エ 提案書（表紙）（様式４）」及び「カ 参考見積（任意様式）」はページ

数に含まないものとする。 

（イ）提案書作成の際は、後述の評価基準に示した評価の視点を明確に記載すること。

なお、文章を補完するために、写真、イラスト、図面等の使用可。 

（ウ）図表以外のポイントは 10.5ポイント以上とすること。 

（エ）提案書Ａ４判 10ページ以外の提案は認めない。 

（４） 提出期限 

令和３年１１月２６日（金）午後５時（必着） 

 

８． 選定 

（１） 選考委員会の設置 

ア 提案書、見積書等をもとに、地域連携と脱炭素による世界遺産のまち・むなかた再

生プロジェクト支援業務プロポーザル選考委員会（以下「選考委員会」という。）に

おいて、総合的に審査を行う。 

イ 審査方法は、書面審査とする。ただし、必要に応じてオンライン、メール等による

内容の確認を実施する。 

（２） 審査結果 

ア 選考委員会の選定を受けて、最も優秀な提案者を優先交渉権者として決定する。 

イ 優先交渉権者の決定後、審査結果を提案者に個別にメールで通知する。 

ウ 審査結果のメール通知後、インターネットで結果を公表する。 

エ 審査結果についての異議申し立てはできない。 

オ 優先交渉権者が、「１１．失格の条件」又は「１２.優先交渉権者決定の取り消し」
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に該当する等により資格を喪失した場合は、次点者を優先交渉権者決定とする。 

 

９．評価基準 

（１）評価基準は、本実施要領、後述の「評価基準」のとおりとし、選考委員会の各委員が

全提案に対して審査を行う。 

（２）審査方法は、委員ごとに評価し、その合計点が高い順に順位をつけ、第１位とした委

員を最も多く獲得した事業者を候補者、２番目に多く獲得した者を次点者として選定

する。ただし、同数の場合は、各委員の合計点を集計した点数（以下「総合計点」とい

う。）がより高い者を候補者、他方を次点者とする。 

（３）提案者が１者の場合であって、総合計点が７割に達しないときは、候補者として選定

しない。 

（４）審査の結果、提案内容が市の望む基準に達していないと判断された場合は、上記に関

わらず、優先交渉権者を決定しない場合がある。 

 

１０．業務及び本プロポーザルに関する質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問の受付及び回答方法は、次のとおりとする。なお、審査及

び評価に関する質問及び回答に対する再質問は、一切受け付けない。 

（１）提出方法 

ア 下記（４）提出先に記載のメールアドレスあてにメールで提出すること。 

イ メールの件名は「【提案者名を記入】地域連携と脱炭素による世界遺産のまち・む

なかた再生プロジェクト支援業務質問書」とすること。 

ウ 質問にあたっては、質問書（様式５）を使用すること。 

（２）提出期限 

令和３年１１月１８日（木）正午まで（必着） 

（３）回答方法 

令和３年１１月２２日（月）までに、参加申込者全員に対し、電子メールにて送信す

る。 

（４）提出先 

宗像市 経営企画部 経営企画課  宛 

（kikaku@city.munakata.fukuoka.jp） 

 

１１．失格の条件 

以下の条件に該当する場合は失格になることがある。 

（１）提出書類等に不備、不足があった場合 

（２）提出書類等の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（３）提出書類等に虚偽内容が記載されている場合 

（４）提案書作成のための業務仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（５）審査の公平性を害する行為を行った場合 
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（６）提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合 

（７）見積金額が見積限度額を上回った場合 

 

１２. 優先交渉権者決定の取り消し 

次の要件のいずれかに相当する場合には、決定を取り消すことがある。 

（１）参加資格があると偽った場合又は参加資格を失った場合 

（２）提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

１３．契約の締結 

（１）選考委員会が選定した優先交渉権者と本市が協議し、委託契約に係る仕様を確定させ

た上で契約を締結する。業務仕様書の内容は提案された内容を基本とするが、優先交渉

権者と本市との協議により最終的に決定する。 

（２）契約金額は、協議結果に基づき業務仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴

収し決定する。なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。 

（３）優先交渉権者と本市との間で行う仕様の詳細事項について協議が整わなかった場合

には、次点者と協議を行うこととする。 

 

１４．その他 

（１）提出書類等の作成に要する費用等、今回の応募に係る一切の費用は参加者負担とする。 

（２）提出された書類は返却しないものとする。 

（３）著作権の取り扱い 

ア 決定した事業者の提案書に係る著作権は、宗像市に帰属する。ただし、契約締結前

にあっては提案者に帰属する。 

イ 決定されなかった事業者の提案書に係る著作権は、提案者に帰属する。 

（４）本プロポーザル実施についての説明会は行わないものとする。 

 

１５．問合せ・提出先 

宗像市 経営企画部 経営企画課 企画係 

住 所 〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目 1番 1号 

電 話 0940-36-1192 

FAX  0940-37-1242 

E MAIL kikaku@city.munakata.fukuoka.jp 
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別紙：評価基準 

区分 評価項目 評価の視点 配点 

技
術
点 

業
務
の
推
進
体
制 

提案者の業務実績

（10） 

・以下のすべての業務に関し、過去に業務実績がある

か。 

ア 環境省の補助事業の採択を受けた地方公共団体の脱

炭素・地域エネルギー事業・再生可能エネルギーに係

る計画策定等支援業務 

イ 環境省の地域の低炭素・脱炭素等に関連する調査検

討、構想・計画策定等の業務 

ウ 官公庁の分散型エネルギー・再生可能エネルギーの

利活用に関連する調査検討、構想・計画策定等の業務 

エ 複数（３社以上）の企業コンソーシアム活動 

10点 

業務管理責任者の

業務実績（10） 

・上記アからエのいずれかの業務に関し、過去に業務従

事経験があるか。 
10点 

業務遂行体制（10） 

・業務管理責任者以外の補助者等（配置は任意。）の配置

があるか。 

・補助者等が、上記アからエの業務に関し、過去に業務従

事経験があるか。 

５点 

・業務管理責任者、補助者以外のサポート体制は十分か。 ５点 

その他（5） 
・事業者独自の再エネの普及や再エネ市場の拡大に資す

る独自の活動実績があるか。 
５点 

業
務
の
提
案
内
容 

業務の実施方針に

関する事項（15） 

・業務の背景、目的等を理解しているか。 ５点 

・効率的な手順が検討され現実的なスケジュールとなっ

ているか。 
10点 

将来の温室効果ガ

ス排出量に関する

推計（10） 

・再エネ導入ポテンシャル、再エネの導入状況などの定

量的な情報の整理手法が的確か。 

・将来ビジョン・脱炭素シナリオ及び再エネ導入目標を

設定するうえで制約となる課題の整理方法が的確か。 

・将来の温室効果ガス排出量の推計方法が的確か。 

10点 

将来ビジョン・脱炭

素シナリオの作成

（10） 

・地域特性や課題を踏まえたコンセプトの作成方法は的

確か。 
10点 

再エネ導入目標の

作成（10） 

・地域エネルギーとしての再エネの導入方法、需要先、導

入量等のリスト（オプション整理）の作成方法は的確

か。 

10点 

政策・指標の検討並

びに施策構想の策

定（10） 

・脱炭素に向けて有効となる政策・施策の方向性の整理

手法は的確か。 
10点 

見積

（10） 
・著しく低価格となっていないか。 10点 

合 計 100点 

 


