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「令和４年度地域おこし協力隊マネジメント業務委託事業」プロポーザル実施要項 

 

１ 事業の目的 

この要項は、当町が実施する「令和４年度地域おこし協力隊マネジメント業務委託

事業」を受託する事業者を募集・選定するために必要な事項を定めたものです。 

 

２ 事業の概要 

(１) 業務名称   令和４年度地域おこし協力隊マネジメント業務委託事業 

 (２) 履行期間   契約締結日～令和５年３月31日（金） 

(３) 事業費限度額 5,237,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ なお、地域おこし協力隊員の募集経費は100万円、受託者が地域おこし協

力隊員に対して支給する報償費等は225万円、地域おこし協力隊員の活動経

費は200万円、をそれぞれの上限とする。 

(４) 業務内容  （別紙１）「令和４年度地域おこし協力隊マネジメント業務委託

事業」仕様書のとおり 

 

３ 事業者選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加者資格要件 

当町の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。もしくは、以下の必要

書類を提出することができる者であること。 

(１) 法人にあっては、履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本） 

(２) 商号登記している個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本） 

(３) 商号登記していない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないこと

の証明 

(４) 最近１年間の消費税及び地方消費税並びに事業税に係る納税証明書（町内に

事業所を有する者については、町税に係る納税証明書も必要とする。） 

(５) 最近２年間の貸借対照表及び損益計算書 

 ※ (３)の身分証明書以外については、提出日から起算して前３か月以内に発行さ

れた書類に限る。 

 

５ スケジュール 

実施要項の配布から事業者選定までのスケジュールは次のとおりとします。 

(１) 実施要項の配布   ４月25日（月） 

(２) 質問の受付期間   ４月25日（月）〜５月10日（火） 

(３) 参加表明の受付期間 ５月11日（水）〜５月16日（月） 

(４) 質問に対する回答  ５月12日（木） 
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(５) 提出書類の提出期間 ５月17日（火）〜５月23日（月） 

 (６) 審査（プレゼンテーション） ５月26日（木）【予定】 

(７) 結果通知及び公表      ５月27日（金）【予定】 

(８) 契約締結          ６月10日（金）【予定】 

 

６ 質問の受付 

当プロポーザルに関する質問の受付は以下のとおりとします。 

(１) 受付期間 

令和４年４月25日（月）から令和４年５月10日（火）までの期間の土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時までとします。 

(２) 提出方法 

質問書（様式１）を、電子メール又はファクシミリにて担当課あてに送信し、

送信後、担当課に電話連絡をして受信の確認をしてください。 

これら以外の電話等でのお問い合わせには応じられませんので、ご了承くださ

い。 

(３) 回答 

質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、令和４年５月

12日（木）に、真鶴町公式ホームページ上で公表します。 

(４) 質問回答書は、本説明書の追加又は修正として、実施要項と同様に扱うこととし 

ます。 

(５) 質問に対しては、個別に対応しません。また、質問に対する回答への問い合

わせ及び異議申し立ては、一切受け付けないこととします。 

 

７ 参加表明の受付 

(１) 受付期間 

令和４年５月11日（水）から令和４年５月16日（月）までの期間の土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時までとします。 

(２) 提出書類 

提出書類は、参加表明書（様式２）を２部（正副各１部ずつ）、担当課あてに

提出してください。なお、印鑑については実印を押印してください。 

(３) 提出方法 

郵送又は持参により担当課へ提出してください。ただし、郵送の場合、期間

中に到着したものに限り受け付けます。 

 

８ 提案書等の提出 

当プロポーザルへの参加を希望する場合は、「令和４年度地域おこし協力隊マネジ

メント業務委託事業」仕様書を参照のうえ、次のとおり審査に必要な書類（以下、「提

出書類」という。）を提出してください。 
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(１) 提出期間 

令和４年５月17日（火）から令和４年５月23日（月）までの期間の土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時までとします。 

(２) 提出書類の内容及び様式 

① 提案書提出届（様式３） 

② 提案者概要書（様式４） 

③ 関連事業実績一覧表（様式５） 

規模の大きいものから優先して記載してください。 

④ 業務の方針・内容・工程等を記載した企画書（プレゼン資料、任意様式・A4

判20頁以内） 

⑤ 事業の実施体制（様式６） 

担当者１名の担当部署、氏名、電話番号、メールアドレスを記載してくださ

い。 

⑥ 見積書（任意様式） 

(３) 提出方法 

提出書類は、６部（正本１部、副本５部）をＡ４縦長ファイルに綴じて、郵送

又は持参により担当課へ提出してください。ただし、郵送の場合、期間中に到着

したものに限り受け付けます。 

 

９ 事業者選定の基準・方法 

(１) 選定基準 

事業者の選定にあたっては、事業者からの企画提案について、次に示す審査項

目により、客観的な審査を行います。 

【企画書審査】 

評価項目 評価基準 得点 

①提案内容 業務の実施方針及び手法について以下の点に着目して総

合的に評価する。 

ア 業務内容の理解度・工程計画の妥当性 

イ 実施方針・手法の妥当性 

ウ 提案の的確性・独自性 

エ 社会経済構造の変化の理解 

オ サテライトオフィス及び個人事業主誘致に係る当町

の政策・地域資源・地域課題に対する理解 

50点 

②業者 企業の業務遂行能力について以下の点に着目して総合的

に評価する。 

ア 関連業務実績 

イ 本町における業務受託及び活動実績 

ウ 業務実施体制 

30点 
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エ 個人情報の保護（プライバシーマーク等）についての

対策の有無 

③担当者 担当者の経験及び能力について、以下の点に着目して総合

的に評価する。 

ア 関連業務実績 

イ 当該業務を遂行する上で必要な、業務地域特性に対す

る習熟度 

20点 

 

【プレゼンテーション】 

評価項目 評価基準 得点 

プレゼンテ

ーション 

プレゼンテーションについて以下の点に着目して総合的

に評価する。 

ア 話し手のプレゼン内容の明朗性 

イ 話し手の態度 

ウ 持ち時間を超過していないか 

エ 質問に対する対応 

20点 

 

(２) 選定方法 

事業者からの企画提案の審査については、真鶴町職員（関係課長）で構成す

る選定委員会（以下、「選定委員会」という。）が行います。委員は、提出書類

及び事業者のプレゼンテーションにより、選定基準の審査項目に沿って120点満

点で審査し、各委員の合計点で評価を行います。審査結果を受けて、事業者を

選定します。 

(３) 失格になる場合 

①  参加表明書及び提案書（以下「提案書類等」という。）の提出方法、提出先及び提

出期間に適合しない場合 

②  提案書類等の本要項に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条

件に適合しない場合 

③  提案書類等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

④  提案書類等に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

⑤  提案書類等に、虚偽の内容が記載されている場合 

⑥  本プロポーザルの審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

⑦  本件公告後、選定委員会委員に対して本プロポーザルに関する接触を求めた場

合 

⑧  参加資格審査の結果通知より参加資格があると認められた者が、本業務に係る契

約締結までの間に指名停止措置を受けた場合又は本要項に定める参加資格及び

参加要件を満たさなくなった場合 

⑨  真鶴町暴力団排除条例（平成23年９月14日条例第８号）第２条各号の規定のいず
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れかに該当した場合 

 

10 選定委員会による審査方法 

選定委員会による審査を行う前に、担当課は提出書類を確認します。内容に不備又

は不足等があった場合、失格とする場合があります。 

 

(１) 審査（プレゼンテーション） 

事業者によるプレゼンテーション及び質疑応答を次のとおり実施します。プ

レゼンテーションに参加できない事業者は、審査の対象から除外します。 

（実施要項） 

① 実施日 令和４年５月26日（木）を予定 

② 時間及び会場等の詳細は、別途連絡します。 

③ 出席者３名以内 

④ 持ち時間等 申請者によるプレゼンテーション20分程度 

             提出書類の内容等に関する質疑応答10分程度 

⑤ 実施方法 

プレゼンテーションの詳細は別途連絡しますが、プロジェクターは会場備

え付けの備品を使用可能です。（タイプA のHDMI端子またはVGA端子が付いて

いるパソコンをご持参ください。） 

     当日のプレゼンテーションを補足する資料の配付は可能ですが、提出書類と

の整合性に留意してください。 

(２) その他 

選定委員会は非公開とし、審査結果についての異議申し立ては受け付けない

ものとします。 

選定結果は、速やかに文書にて通知します。 

 

11 契約条件等に関する事項 

(１) 事業費の支払い 

業務の完了後、当町の検査を経て、受託者の請求に基づき一括払いします。 

ただし、受託者の申し出がある場合には、分割払いとすることができます。こ

の場合、受託者は当町に当該分割払い請求分に係る業務報告書を提出し、当町は

検査を実施した上で、受託者の請求に基づき分割払いします。なお、分割払いは

９回を超えて請求することはできません。 

 

(２) 費用分担 

受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるも

のとし、当町は、契約金額以外の費用を負担しません。 
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12 その他留意事項 

(１) プロポーザルに参加することにより生じる費用は全て参加者の負担としま

す。 

(２) 手続きにおいて使用する言語、通貨単位等は、日本語、日本国通貨、日本の

標準時及び計量法（平成４年法律51号）に定める単位に限ります。 

(３) 要求した内容以外の書類及び図面等については受理しません。 

(４) 提出された提案書類等は原則として返却しません。ただし、提案者から申し

出があれば返却します。 

(５) 提出された提案書類等の著作権は提案者に帰属します。 

(６) 提出された提案書類等は、本件手続き以外に提案者に無断で使用又は公表し

ません。 

(７) 提出された提案書類等は、選定及び特定を行う作業に必要な範囲において、

複製を作成することがあります。 

(８) 提出後における提案書類等の再提出及び差し替えは認めません。 

(９) 提案書類等の提出は、１提案者につき１提案とします。 

(10) 本プロポーザルで真鶴町が配布する資料は、当町の了解なく公表又は使用し

てはなりません。 

(11) 提案書の提案者として参加者名を公表することがあります。 

(12) 提案書は、プロポーザルの公正性、透明性及び客観性を確保する必要がある

と町が認めた場合、提案者の許可を得て公表することがあります。 

(13) 参加表明後に辞退される場合は、辞退届（様式任意）を令和４年５月23日（月）

までに提出してください。 

 

13 公告 

公告及び本実施要項は、真鶴町公式ホームページに掲載します。 

真鶴町公式ホームページ http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/ 

 

14 配布資料一覧 

(１) （別紙１）「令和４年度地域おこし協力隊マネジメント業務委託事業」仕様書 

（２） （別紙２）真鶴町地域おこし協力隊設置要綱 

 (３) （様式１）質問書 

(４) （様式２）参加表明書 

(５) （様式３）提案書提出届 

(６) （様式４）提案者概要書 

(７) （様式５）関連事業実績一覧表 

(８) （様式６）事業の実施体制 
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15 担当（問合せ先、提出先） 

真鶴町政策推進課戦略推進係 担当：天本 

所在地：〒259-0202 真鶴町岩244番地の1 

TEL：0465-68-1131（内線311） 

FAX：0465-68-5119 

E-mail：sei_senryakusuishin@town.manazuru.kanagawa.jp 

mailto:sei_senryakusuishin@town.manazuru.kanagawa.jp

