
黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務プロポーザル実施要領をここに定める。 
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黒滝村長 辻村 源四郎 

 

黒滝村要領第５号 

 

１ 趣旨  

本実施要領は、黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務の実施にあたり、プロポーザル

の参加要件、手続き、審査その他必要な事項を定めるものである。 

 

２ 選定方式の名称  

プロポーザル方式  

 

３ 業務の概要  

（１）業務の名称  

黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務 

（２）業務の規模又は概算事業費  

委託費用は、３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限額とする。  

なお、この金額を上回る金額で提案した場合は、失格とする。  

（３）履行期間  

契約の翌日から令和４年３月２５日まで  

（４）業務の目的  

本業務は「黒滝村総合計画（以下「現行計画」）が平成３０年度開始から令和３年度で４年

経過することを受けて、村を取り巻く社会情勢を踏まえ、村民参画のもと、村の将来像を

示し行政運営の指針となる「黒滝村総合計画第１次後期計画（以下「次期計画」）を策定す

ることを目的とする。また、平成２７年度に策定した「黒滝村総合戦略（以下「現行戦

略」）の計画期間が令和３年度までとなっており、現行計画と現行戦略の成果検証を共通し

て行うとともに、次期計画を「第２期黒滝村総合戦略（以下「次期戦略」）の内容を包含し

た一体的な計画として策定する。 

（５）業務の内容  

別紙仕様書のとおり 

 

４ 担当課  

〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村寺戸77番地 

黒滝村役場 企画政策課  

電話 ０７４７－６２－２０３１ 内線６３  

FAX ０７４７－６２－２５６９  

E-mail kuro_ks@vill.kurotaki.lg.jp 

 

mailto:kuro_k@vill.kurotaki.lg.jp


５ 参加者に要求される資格基準  

次の要件をすべて満たすこと。  

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

と。  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て、

または民事再生法（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ないこと。  

（３）参加時点において、黒滝村競争入札参加資格要領に規定する令和２・３年度入札参加有資

格者名簿の「測量・建設コンサルタント等」の分類「都市計画」または「物品・役務

等」の分類「各種計画策定」に登載されていること。  

（４）奈良県及び黒滝村及び本社所在地の都道府県より指名停止等の措置を受けていないこと。  

（５）過去１０年間（平成２３年度～令和２年度）において、次の業務のいずれかを受託及び完

了実績を有していること。 

・市町村総合計画作成支援 

・市町村総合戦略作成支援 

・市町村人口ビジョン作成支援 

（実績要件は、契約時に契約書の写し（該当箇所が分かるもの、契約相手方の了承が得

られていない場合は黒塗り可）を提出するものとする。） 

（６）近畿 2府 4県内に本社または支社（店）、営業所等を１カ所以上有していること。 

 

６ 参加表明書等の提出等  

（１）提出書類  

①参加表明書（様式１）  

②会社概要（様式２）  

③業務実績表（様式３）  

発注者、業務名、契約期間、業務概要について記入すること。  

④業務実施体制（様式４）  

業務の実施体制、管理技術者等の分担業務の内容について記入すること。  

⑤地方自治法施行令第167条の4に規定する事項等への該当の有無を記載した書面 

（様式５） 

⑥概略業務工程表（任意様式）  

（２）参加表明についての質問及び回答方法  

①質問の方法  質問書（様式６）を使用し、「４ 担当課」に電子メールにより提出す

ること。なお、送信後は必ず電話等で受信確認を行うこと。  

②質問の受付期限  令和３年６月１１日（金）午後５時  

③回答の方法  令和３年６月１４日（月）午後５時までに村ホームページに掲載する。

質問者の名称等については公表しない。なお、質問及び回答の内容は、仕様書の追加事

項として取り扱う。  

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法  

①提出期限  令和３年６月１６日（水）午後５時  

②提出場所  黒滝村役場 企画政策課 



③提出方法  持参または郵送（提出期限までに到着するものに限る。郵送の場合は、 

配達記録が残る方法を利用すること。） 

（４）募集説明会  

本業務に関する募集説明会は行わない。 

 

７ 企画提案書等の提出者の選定  

（１）参加者を選定するための基準  

提出された参加表明書等により、業務を請け負う本社等の所在地、同種業務の実績、業務

実施体制等を評価し、概ね４社程度を選定するものとする。ただし、参加者が４社を大幅

に上回らない場合は、全員を選定する場合がある。  

（２）選定結果の通知  

令和３年６月１８日（金） 

参加表明書等の書類審査後、選定された者に対しては、企画提案書の提出要請書を送付す

る。また、選定されなかった者には、審査後書面にて連絡を行う。なお、企画提案書の提

出要請の送付は、電子メールにて通知し、後日文書を郵送するものとする。  

（３）非選定理由について  

（２）のうち、選定されなかった者は、非選定理由について説明を求めることができる。 

 

８ 企画提案書等の提出  

企画提案書等の提出要請を受けた者は、次のとおり書類を提出すること。  

（１）企画提案書等の作成方法  

①企画提案書（任意様式）  

「３ 業務の概要」及び別紙仕様書を踏まえ、作成すること。なお、次の事項について

は提案書の内容に必ず含むこと。また、用紙枚数は表紙索引等含めて１０枚２０頁（両

面刷り）以内とし、審査員が②及び③含めて２０分以内に確認可能な量とすること。な

お、審査に公平を期すため、社名は表紙のみ記載とすること。 

ア 業務の実施方針  

業務を遂行するための姿勢や基本的な考え方  

イ 業務工程表  

ウ 業務推進体制  

②提案見積書（任意様式）及び見積内訳書（指定様式） 

企画提案書と別様とし、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。  

③事前質問書への回答書（指定様式） 

（２）提出部数  ６部（用紙サイズはＡ４（折り込みＡ３も可）で統一すること） 

（３）提出場所  参加表明書の提出場所に同じ 

（４）提出方法  参加表明書の提出方法に同じ  

（５）提出期限  令和３年６月２９日（火）午後５時  

（６）既存資料の閲覧  

企画提案書等を作成する上で、閲覧を希望する資料等がある場合は、書面（任意様式） に

て「４ 担当課」へ連絡し、日程調整の上閲覧することができる。閲覧期間は令和３年６月

４日（金）から６月２９日（火）までとする。  



（７）企画提案書等についての質問及び回答方法 

①質問の方法  質問書（様式６）を使用し、「４ 担当課」に電子メールにより提出する

こと。なお、送信後は必ず電話で受信確認を行うこと。  

②質問の受付期限  令和３年６月２３日（水）午後５時  

③回答の方法  令和３年６月２５日（金）午後５時までに村ホームページに掲載する。

質問者の名称等については公表しない。 

 

９ プレゼンテーション及びヒアリング  

プレゼンテーション及びヒアリングは実施しない。 

 

10 企画提案書の特定  

（１）審査実施日  令和３年７月１日（木）時間及び場所は後日決定 

（２）企画提案書を特定するための評価基準  

企画提案書等による書類審査を行い、黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務委託業

者選定審査会（以下「審査会」という。）の審査により特定する。なお、評価が一定の水

準に達しない場合は、特定しない。評価基準については「別表 評価基準」のとおりとす

る。  

（３）特定結果の通知及び公表  

令和３年７月５日（月） 午後５時までに特定者へ電話により通知し、後日文書により通知

する。また、後日村ホームページにおいて選考結果（提出者氏名、契約額他）を公表す

る。 

（３）非特定理由について  

（２）のうち、特定されなかった者は、通知後１週間以内に、非特定理由について書面

（任意様式）で説明を求め、書面にて回答を得ることができる。 

（４）審査結果に対しての異議申し立ては受け付けない。 

 

  



 

11 日程  

プロポーザル実施の公告 令和３年 ６月 ４日（金） 

質疑の受付期限（参加表明書） 令和３年 ６月１１日（金） 

質疑の回答期限（参加表明書） 令和３年 ６月１４日（月） 

参加表明書の受付期限 令和３年 ６月１６日（水） 

一次審査の結果通知及び提案書の提出依頼 令和３年 ６月１８日（金） 

質疑の受付期限（提案書） 令和３年 ６月２３日（水） 

質疑の回答期限（提案書） 令和３年 ６月２５日（金） 

提案書の受付期限 令和３年 ６月２９日（火） 

審査会 令和３年 ７月 １日（木） 

受託候補者の特定 令和３年 ７月 ５日（月） 

契約締結及び業務開始 令和３年 ７月上旬 

 

12 契約について  

受託候補者特定後、随意契約の手続きを行うものとする。その際、特定された者は改めて

見積書を提出するものとする。なお、契約が整わないときは、次順位の企画提案書の提案者

と契約する場合がある。  

（１）契約保証金  契約保証金は免除する。  

（２）契約書作成の要否  契約書を作成する。  

（３）支払条件  黒滝村の検査検収に合格すること。 

（４）契約は、黒滝村契約規則（平成27年1月30日規則第1号）及び黒滝村随意契約指針（平成

27年1月30日）に基づき、黒滝村入札・契約審査会の審査を経た上で締結する。 

（５）契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除

することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。 

（ア）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表

者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその

者及び支配人並びに営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（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。以下「暴対法」とい

う。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（イ）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与しているとき。 

（ウ）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

（オ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（カ）本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」と



いう。）に当たって、その相手方が上記（ア）から（オ）のいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

（キ）本契約に係る下請契約等に当たって、上記（ア）から（オ）のいずれかに該当する者

を相手方としていた場合「上記（カ）に該当する場合を除く。」において、村が契約の

相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

（ク）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわら

ず、遅滞なくその旨を村に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

13 提案の無効  

次の事項に該当する場合は、提案を無効とする。  

（１）提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。  

（２）記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。  

（３）提出書類に虚偽の内容が記載されているもの。  

 

14 その他の事項  

（１）本プロポーザルに係る一切の費用は、提案者の負担とする。  

（２）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は円とする。  

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

（４）提出書類は返却しない。また、受託候補者の特定作業及び企画提案書の評価目的以外に

提案者に無断使用しない。但し、特定作業等必要な範囲において複製することがある。  

（５）プロポーザルの結果、特定された者及び提出者全員を公表する。また、提出された企画

提案書は、公正性、透明性、客観性を期すため、公表することがある。  

（６）本業務の一部を他社に再委託する際は、事前に村の承諾を受けること。  

（７）採択された事業計画・事業提案は、村との協議等により、修正・変更を行う場合があ

る。 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、公布の日から施行する。 

（要領の廃止） 

２ この要領は、第１２項の契約を締結し、その目的を達成したとき、その効力を失う。 

  



 

【別表】  評価基準  

 

企画提案事項評価（配点65点） 

①実施要領や仕様書に沿った考え方、提案内容と

なっているか。 
10点 8点 6点 4点 2点 

②本村の現状や課題を的確に捉えているか。 10点 8点 6点 4点 2点 

③調査する内容や整理する内容についての考え

方、手法が具体的かつ効果的な提案となっている

か。 

10点 8点 6点 4点 2点 

④委員会、庁内会議等の会議の運営手法が適切か

つ妥当な提案となっているか。 
10点 8点 6点 4点 2点 

⑤提案書の内容が、基本構想の策定に向けた基本

的な方向性を想像できたか。 
10点 8点 6点 4点 2点 

⑥事前質問書の回答が、実施要領や仕様書に沿っ

た回答となっているか。 
15点 12点 9点 6点 3点 

業務の推進体制等評価（配点：20点） 

⑥業務フローや業務工程が合理的で、円滑に進め

ることができるものであるか。 
10点 8点 6点 4点 2点 

⑦事業における業務の実績（実績）や業務実施体

制(確実な実施・進捗管理体制)が、円滑な業務推

進を期待できるか。 

10点 8点 6点 4点 2点 

見積書の内容評価（配点：15点） 

⑧経費の内訳が適正かつ明確に示され、妥当な積

算となっているか。 
15点 12点 9点 6点 3点 

  

  



黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務委託契約に関する仕様書 

 

１ 業務名 

黒滝村総合計画第１次後期計画策定支援業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は「黒滝村総合計画（以下「現行計画」）が平成３０年度開始から令和３年度で４年

経過することを受けて、村を取り巻く社会情勢を踏まえ、村民参画のもと、村の将来像を示

し行政運営の指針となる「黒滝村総合計画第１次後期計画（以下「次期計画」）を策定する

ことを目的とする。 

また、平成２７年度に策定した「黒滝村総合戦略（以下「現行戦略」）の計画期間が令和３

年度までとなっており、現行計画と現行戦略の成果検証を共通して行うとともに、次期計画

を「第２期黒滝村総合戦略（以下「次期戦略」）の内容を包含した一体的な計画として策定

する。 

次期計画及び次期戦略は、少子高齢化に伴う人口減少や厳しい財政状況が続く中にあって

も、将来にわたって安全安心な生活を送ることができるまちづくりの方策を示し、村民や企

業等と協働して実践していくための指針とし、策定にあたっては、多様化する村民のニーズ

や本村が抱える課題に柔軟かつ適切に対応していくことが求められており、多くの労力と専

門的なデータ収集、分析及び検討が必要となることから、豊富な経験と高い専門性を有する

事業者に策定支援業務を委託する。 

 

３ 委託期間 

契約締結日（令和３年７月上旬予定）から令和４年３月２５日まで 

 

４ 業務の概要 

受託者は、概ね次に掲げる業務を行うものとする。なお、本項目は村が最低限必要と考える

事項を示したものであるので、受託者は本業務をより効果的に実施するための提案を積極的

に行うものとする。 

（１）村の現況把握及び構造の分析等基礎調査業務 

村及び県等の既存地域資料（各種計画書等）を収集・分析するとともに、現況基礎データを

収集・課題整理し、次期計画策定の基礎とする。また、総務省プログラムを用い、将来人口

推計を行い、目標人口設定等の資料とする。 

（２）策定組織の運営支援 

外部組織である「（仮称）黒滝村総合計画審議会（以下「審議会」）の円滑な運営のために

必要な支援を行う。（審議会は３回を予定。議事録及び会議運営支援を行う。） 

（３）現行計画・現行戦略の検証及び関連計画の整理（業務の簡易化、事務局検討支援） 

現行計画・現行戦略の検証を行う。現行戦略については既に毎年検証を実施しており、成果

指標の進捗状況や各種調査の集計結果など村が作成・提示した資料を補強・整理する。ま

た、現行計画、現行戦略・人口ビジョン等と関連計画の位置付けについて整理した上で、次

期計画・次期戦略につながる新たな課題の抽出と解決方針検討の支援を行う。 

（４）第１次後期計画の策定支援 



基礎調査及び基本構想を踏まえ、計画期間を令和４年度から令和９年度までとする第１次後

期計画（案）を作成し、事務局との打ち合わせや庁内会議、審議会等での協議・調整を踏ま

えて修正する。作成にあたっては、次期戦略を包含するものであることを念頭に項目の整理

等を行い、国が示す指針や県の総合戦略等と整合を図り、現行戦略・人口ビジョンの検証結

果に基づき、取組内容及び成果指標並びに重要業績評価指標（KPI）の見直しを行う。 

（５）第１次後期計画の進捗管理方法及び各種指標の提案 

第１次後期計画の進捗管理方法の提案を行う。また、既に作成している総合計画実施計画

（３カ年計画）についても新たな進捗管理方法につなげる提案を行う。各種成果指標やKPI

の設定・計測方法について、他の事例等を踏まえ、過度な事務負担を伴わずに適切かつ効果

的な検証を実施する手法を具体的に提案する。 

（６）第１次後期計画の冊子原稿及び概要版作成 

第１次後期計画の冊子原稿を作成する（印刷製本は含まない）。また、計画内容を要約した

概要版の原稿を作成する。計画の内容を住民に周知するという目的を勘案して、住民目線で

わかりやすくとりまとめること。 

 

５ 成果品 

（１）計画書１部及び電子データ（PDF及びWord） 

（２）計画書概要版１部及び電子データ（PDF及びWord） 

（３）本業務関連の電子データ一式（PDF及びWord） 

（４）その他協議し必要と認めた資料 

 

６ その他 

（１）本業務の提案及び実施にあたっては、最新の事例や情報を収集して業務に反映するよう努

め、各施策に持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）を関連付

けること。 

（２）受託者は、黒滝村個人情報保護条例（平成17 年黒滝村条例第15 号）を遵守し、業務上知

り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後においても同様とす

る。また、本業務の実施により、他者に損害を与えた場合は、受託者は直ちに本村に報告

するとともに、その責任において速やかに損害賠償及び信頼の回復に努めるものとする。 

（３）上記調査・分析等に必要な本村所有のデータは、本村がこれを受託者に提供し、受託者は

当該データ及びこれを加工したものの全てを業務完了後に本村に返却しなければならな

い。 

（４）本業務において作成する資料報告書は、見やすく、読みやすく、分かりやすいものとなる

よう、簡潔で明瞭な文章表現とするとともに、グラフや表などを必要に応じて作成し、見

やすいレイアウトとすること。 

（５）本業務により得られた成果品及び資料、情報等は、黒滝村の許可なく他に公表、貸与、使

用、複写、漏洩をしてはならない。 

（６）業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受

託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の

負担とする。 

（７）この仕様書について、疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容について



は、その都度、黒滝村と協議を行うこと。 

（８）受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

 

 

※参考 

（事業スケジュール） 

６月 業者選定（プロポーザル方式）、総合計画策定審議会委員の承諾依頼 

７月 委託契約、会議資料の調整（R2効果検証、改訂事項提案） 

８月 審議会第１回目の会議実施（R2効果検証、改訂方法確認） 

１０月 審議会第２回目の会議実施（改訂方法内容検討） 

１２月 審議会第３回目の会議実施（最終内容確認） 

３月 村議会上程 

 

（予算額） 

3,000千円（委託料、財源：過疎債） 

 


