
宗像市航路改善計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

宗像市では、地島～神湊航路について老朽化していく船舶の今後の検討をはじめ、大島～神湊～地

島航路を含む様々な視点から、宗像市営渡船の利便性と経営効率の向上を図る経営改善方策を検討

し、航路改善計画としてまとめることを目的とした宗像市航路改善計画策定業務委託を予定してい

る。受注者選定にあたり、専門性を要する業務であることから、価格競争によらず、プロポーザル

方式により、各提案事業者の業務遂行に関しての知見、技術、経験等を見極め、本業務に最も適し

た事業者を契約候補者として選定する。 

 

2. 業務概要 

①業務名 宗像市航路改善計画策定業務委託 

②業務内容 別紙「宗像市航路改善計画策定業務委託仕様書」のとおり 

③履行期間 契約締結日の翌日から平成 31 年 2 月 28 日まで 

④提案上限額 4,500 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

3. プロポーザルの形式・参加要件 

このプロポーザルは、指名型プロポーザルとし、次の要件を満たした事業者の中から宗像市航路改

善計画策定業務委託受注者選定委員会において選定（指名）します。 

①平成 28・29 年度宗像市一般（指名）競争入札参加資格審査申請において、「コンサル」の有資

格業者のうち、「建設コンサルタント都市計画及び地方計画」の登録業種で認定された者。 

②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。 

③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。 

④本通知日から受注候補者特定の日まで、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。 

   

4. スケジュール及び提出書類等 

項目 期限等 提出書類 

1 通知書配布日・公表 平成 30年 2月 19日（月）  

2 質疑書の提出期限 平成 30年 2月 26日（月）17時必着 質疑書（様式第 1号） 

3 質疑書の回答期限 平成 30年 2月 28日（水）  

4 参加辞退届の提出期限 平成 30年 3月 7日（水）17時必着 参加辞退届（様式第 2号） 

5 提案書提出期限 平成 30年 3月 14日（水）17時必着 提案書 

見積書 

6 審査会  

（提案者プレゼンテー

ション及びヒアリングの

実施） 

平成 30年 3月 27日（火） 

※詳細は別途通知 

 

7 審査結果の通知 平成 30年 3月下旬から 4月上旬予定  

   



5. プロポーザルの手続き 

  このプロポーザルのスケジュールに係る手続きは、次のとおりです。 

（1）指名の通知書配布・公表 

   宗像市航路改善計画策定業務委託受注者選定委員会において選定（指名）された事業者に郵送に

て通知します。なお、このプロポーザルに関する情報（指名・評価基準を除く）は、原則として

宗像市ホームページで公表します。 

【通知日】平成 30 年 2 月 19 日（月） 

【配布資料】①プロポーザルの実施について（通知） 

         ②宗像市航路改善計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要領 

         ③宗像市航路改善計画策定業務委託仕様書 

         ④質疑書（様式第 1 号） 

         ④参加辞退届（様式第 2 号） 

（2）質疑書の提出 

     本プロポーザルに関して質疑がある場合は、質疑書（様式第 1 号）を提出してください。 

【提出期限】平成 30 年 2 月 26 日（月）17 時まで 

【提出先】〒811-3501 宗像市神湊 487-51 神湊港渡船ターミナル 2 階 

宗像市総務部交通対策課 ファックス番号 0940-62-3503 

【提出方法】必要事項を記入し、持参、郵送、ファックスにより提出してください。 

※ファックスで提出する場合は、後日、原本を郵送又は持参すること。 

     質疑書の回答は平成 30 年 2 月 28 日（水）までに行います。 

（3）参加辞退届の提出 

     通知を受けた事業者の方で、本プロポーザルの参加を辞退される場合は、参加辞退届（様式

第 2 号）を提出してください。 

【提出期限】平成 30 年 3 月 7 日（水）17 時まで 

【提出先】〒811-3501 宗像市神湊 487-51 神湊港渡船ターミナル 2 階 

宗像市総務部交通対策課 

【提出方法】必要事項を記入し、持参、郵送、ファックスにより提出してください。 

※ファックスで提出する場合は、後日、原本を郵送又は持参すること。 

（4）提案書及び見積書の提出 

     参加事業者は、提案書及び見積書を提出してください。 

【提出期限】平成 30 年 3 月 14 日（水）17 時まで 

【提出先】〒811-3501 宗像市神湊 487-51 神湊港渡船ターミナル 2 階 

宗像市総務部交通対策課 

【提出方法】必要事項を記入し、持参又は郵送により提出する。 

（5）提案書の作成について 

①提案書の内容 

（ア）提案書には、評価基準に記載している各項目を目次として作成する。 

（イ）提出する提案書に基づきプレゼンテーションを実施することとする。プレゼンテーショ



ンは１５分、ヒアリングを１０分で予定しているため時間内にプレゼンテーションが可

能な提案書の構成とすること。 

②提案書の提出部数 

8部（7部は写しで可） 

③提案書作成の注意事項 

（ア）様式 

Ａ４版縦、横書き、左綴じとすること。ただし、図表等はＡ３版横でも可。なお、Ａ３版は

片面でＡ４版２ページとして取扱う。 

提案書の表紙には、宛名「宗像市長」、表題「宗像市航路改善計画策定業務委託提案書」、

会社名、代表者名を記載すること。 

（イ）ページ数 

提案書は１５ページ以内とし、必ずページを印字すること。 

１５ページは上限であり、提案書の量で評価するものではない。なお、表紙、目次はページ

数に含まない。 

（ウ）文字及び行間 

文字の大きさは、１１～１２ポイント程度とし、行間も読みやすい適切な間隔とすること。 

（エ）内容 

提案書の本文は簡潔かつ明瞭に記述し、専門知識を有しない者でも理解できるよう分かりや

すい表現とするよう配慮すること。また、専門用語等については、用語説明を記載すること。

使用言語は日本語とする。やむを得なく日本語以外の言語を使用する場合は注釈を付けるこ

と。提案書の文字・図表等への着色は認める。プロジェクターを使用しプレゼンテーション

をする場合は、提案書等に記載が無い内容を使用しないこと。 

（6）見積書の作成について 

①本書「２．業務概要」に記載する提案上限額を上回る見積価格は、本審査の審査対象としな

いため、提案上限額の範囲内で実現可能な提案をすること。 

②見積価格の詳細については、内訳が分かるようにし、その内容は提案書の内容と相違がない

ようにすること。なお、内訳書は任意の様式とする。 

③「宗像市長 谷井博美」宛で作成し、業務名、提案者住所、提案者名、提案者代表者氏名を

記載し、社印、代表者印を押印すること。見積価格は消費税及び地方消費税を含んだ額を記

載すること。 

   

6. 評価基準 

項目 評価の視点 配点 

業務実績に

ついて 

過去５年間の同種及び類似業務の実績とその中で有効な施策展開につ

ながったものがあるか。 

10 

実施体制に

ついて 

業務実施責任者等は、同種及び類似業務の経験を十分に有しているか。

また、専任性が確保されているか。 

業務遂行のための適切な組織体制があるか。 

10 



船舶及び財務に関する専門的な知識・経験を反映できる体制があるか 

現状把握に

ついて 

地域の特性や実態、本市の渡船事業の現状を把握しているか。 10 

調査につい

て 

調査内容が具体的に示されているか。また、その内容について適切で

あるか。 

調査結果をどう反映させていくか示されているか。 

20 

改善方策の

検討につい

て 

課題解決に向けた方策の検討方法・イメージが的確なものとなってい

るか。 

30 

スケジュー

ル 

企画内容に見合ったスケジュールとなっているか 10 

見積書  10 

合計  100 

 

7. 審査方法 

提案者プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。プレゼンテーションの場所・時間・内

容等については別途通知するものとする。 

(ア) 審査参加者は 3名以内とする。 

(イ) 業務の責任者となる予定の者は、プレゼンテーションに原則参加すること。 

(ウ) 提案書に基づきプレゼンテーション形式で行う。 

(エ) プレゼンテーション及びヒアリングを実施したのち、評価委員が審査を実施し、評価基準

に基づき、評価を行い各委員の評価点の合計が最も高い者を本業務においての最適格者（契

約の第 1 位候補者）として特定する。また、各委員の評価点の合計が同点の者が 2 者以上

あるときは、最低見積価格の者を最適格者（契約の第 1 位候補者）として特定する。 

(オ) (エ)により最も優秀な提案を行った者を契約の第 1 位候補者とし、随意契約に向けた手続

きを行うこととなるが、契約時における契約金額は見積価格を上回らないこと。また、な

んらかの事由で契約が不調となった場合は、第 2 位の者と協議するものとし、第 2 位の者

とも契約不調となった場合も以下同様とする。 

(カ) 参加者が 1者の場合、提案者プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、評価点が 50点

以上かつ評価委員が適格者と認める場合、適格者（契約候補者）とみなす。 

(キ) 審査結果については契約候補順位及び結果理由を付し通知する。 

   

8. 接触の禁止 

本プロポーザルにおいて、提案者が特定されるまでの間、宗像市交通対策課及び上位の職にある職

員に対し本プロポーザルの手続きとして必要な場合を除き、面談、電話等の接触をしてはならない。

また、評価委員に対して本プロポーザルに関する接触を求めてはならない。 

 

 



9. 失格事項 

① 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

② 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。 

③ 提案書等提出期限後に見積書内の金額に訂正を行ったもの。 

④ プレゼンテーション等に出席しなかったもの。 

⑤ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 

⑥ 見積書の金額が、業務に要する費用（提案上限額）を超過したもの。 

 

10. その他留意事項 

① 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。 

② 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置を行

うことがある。 

③ 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

④ 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑤ 宗像市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となります。

ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めら

れる情報は不開示となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、

あらかじめ文書により申し出ること。なお、本プロポーザルの受注候補者特定前において、決

定に影響がでるおそれがある情報については決定後の開示とする。 

 

11. 担当部署（問い合わせ先） 

〒８１１－３５０１ 福岡県宗像市神湊４８７－５１ 

神湊港渡船ターミナル２階   宗像市総務部交通対策課 

  電 話 番 号 ０９４０－６２－３５９２ 

  ファックス番号 ０９４０－６２－３５０３ 


