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令和４年度三原市関係人口創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和４年度三原市関係人口創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和４年度三原市関係人口創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和４年度三原市関係人口創出支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領    

    

 

１ 目的 

標記業務を適切かつ良好に実施する能力を有する事業者を選定するため，企画提案を募

集する。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名称 

   令和４年度三原市関係人口創出支援業務 

(2) 業務内容 

別紙仕様書のとおり 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日（金）までとする。 

(4) 予算額 

7,500,000 円（消費税相当額及び地方消費税相当総額を含む。） 

ただし，三原市議会において令和４年度予算が議決されない場合は，契約を行わない

ものとする。 

※上記金額には，仕様書４（2）に記載の関係人口専用 LINE ミハライズの管理運営費

用である 128,700 円（消費税相当額及び地方消費税相当総額を含む。）を含みます。 

 

３ 参加資格 

 本件に参加できる者は，以下に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

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

者であること。 

(2) 公示日から契約締結日までの間のいずれの日において，建設業者等指名除外要綱（平

成 17 年三原市要綱第 204 号）の規定に基づく指名除外措置を受けていない者であるこ

と。 

(3) 公示日から契約締結日までの間のいずれの日において，会社更生法（平成 14 年法律

第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき，更生手続き又は再生

手続きの開始の申し立てがなされていない者であること。 

(4) 国税及び三原市税を滞納していない者であること。（三原市への納税義務がない場合

は三原市税に関するものは除外する。） 

(5) 三原市内に本店又は支店その他営業所を有する者であること。 

 

４ スケジュール 

項目 日程 

公募開始（実施要領等の公表・配付開始） 令和４年２月 25日(金) 

質問書の提出期限 令和４年３月２日(水) 

質問書の回答期限 令和４年３月４日(金) 

参加表明書の提出期限 令和４年３月７日(月) 

企画提案書の受付期間 令和４年３月７日(月)～３月 17 日(木) 

企画提案審査（ヒアリング又は書面） 令和４年３月 22日(火) 

選定結果通知（予定） 令和４年３月 28日(月) 
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５ 質問及び回答 

(1) 提出方法 

質問がある場合は，質問書（様式第１号）に質問事項を箇条書きで記載し，電子メー

ルにより，件名を「令和４年度三原市関係人口創出支援業務に係る質問」とし，送信す

ること。なお，受信確認のため，提出した際は，電話でその旨を連絡すること。 

(2) 提出期限 

令和４年３月２日(水)17時 00分まで【必着】 

(3) 提出先 

  「10 書類等提出及び問い合わせ先」に同じ。 

(4) 回答方法 

質問に対する回答は，令和４年３月４日(金)17 時 00 分までに，三原市ホームページ

へ掲載する。 

 

６ 参加表明書等の提出 

(1) 提出書類 

ア 参加表明書（様式第２号）   １部 

イ 添付書類（該当者のみ ※を参照）  １部 

※令和３・４年度三原市建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務入札参加資

格者名簿，令和３～５年度三原市物品調達等指名競争入札参加資格登録業者名簿

のいずれにも登載されていない者が参加表明書を提出する場合，次の書類を添付

すること。 

（ｱ）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

（ｲ）印鑑証明書 ※写し可 

（ｳ）決算書の写し（申請日の直前事業年度の１年間分の財務諸表のうち，①貸借

対照表，②損益計算書） 

（ｴ）市税の滞納のない証明書 ※写し不可，三原市に納税義務がない場合は不要 

（ｵ）消費税及び地方消費税の納税証明書((その３)または(その３の３))※写し可 

ウ 会社概要書（様式第３号） 

  エ 関連業務実績書（様式第４号） 

  オ 協力会社概要書（様式第５号） 

※本業務遂行のため，社外の協力を求める場合のみ作成すること。 

(2) 提出期限 

令和４年３月７日(月)17時 00分まで【必着】 

(3) 提出方法 

  郵送（一般書留・簡易書留・レターパック等，追跡サービスにより配達状況確認が可

能な方法に限る。）又は持参 

(4) 提出先 

「10 書類等提出及び問い合わせ先」に同じ。 

 

７ 企画提案書等の提出 

(1) 提出書類 

ア 見積書   ８部（正本１部，副本７部） 

・様式は任意とするが，合計金額（消費税相当額及び地方消費税相当額を含む）の

みではなく，業務ごとの内訳も明記すること。 

・押印は１部で，他は複写（製本不要）とする。 

イ 企画提案書 ８部（正本１部，副本７部） 
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 （ｱ）一般事項 

・用紙サイズはＡ４判で統一すること。図表サイズ等でやむを得ずＡ４以上の用紙

を使用する場合は，Ａ４サイズに折りたたむこと。 

  ・ページ番号を各ページの下部中央に印字すること。 

・企画提案書は，ヒアリングによる審査を想定し，20 分以内に説明できるよう，全

体を構成すること。 

  ・提案は１社につき１提案とし，提出後の変更・加筆は一切認めない。 

  ・実現可能な提案であること。  

（ｲ）企画提案事項 

  本業務の仕様書を踏まえ，次の項目及び順序により企画提案書を作成すること。 

区分 項目 記載内容 

業務内容 

(仕様書４) 

(1) 【仕組みづくり】 

都市・地域ニーズに応じ

たマッチングの実施 

 

・現時点で考える，関わりしろとなり得るテ

ーマ（地域資源や課題）及び都市と地方をつ

なげる手法 

・連携を予定する事業者とその役割 

・オンラインセミナーの開催概要（テーマ，

ターゲット，集客方法など）の提案 

・事業者連携を円滑に実施するための手法 

(2)【場づくり】 

地域や関係人口との接点

の提供 

・デジタル接点において，継続的な関係性（三

原のファンづくり）を構築するための効果的

プロモーションづくりの提案 

・都市と地域をマッチングする受入れ体制の

提案（拠点「場」の在り方について盛り込む

こと） 

・デジタル接点から移住定住へと深化させる

手法の提案 

(3)【コミュニティづく

り】 

中間支援組織を軸とした

運営体制の構築 

・ミハラポートセッションの開催企画提案と

コミュニティ構築手法 

・都市部における関係案内人の発掘方法と都

市部と地域の連携・協働をすすめる仕組み 

(4)自立自走に向けた事

業計画書の策定 

マネタイズモデルの提案 

業務実施 (1)実施体制 ・事業実施・運営体制 

 各業務を確実に実施・履行する組織体制 

・人員配置及び役割分担 

 各業務実施に当たっての責任者の配置，役

割分担及び連絡体制 

※業務の実施体系図を作成すること 

・本業務に関連する事業者との連携手法 

(2)業務実績 ・過去の業務実績 

 本業務に類似する業務の実績がある場合は

その内容を記載 

(3)工程・スケジュール 業務工程・スケジュール 

提案内容の業務工程やスケジュールを記載 
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(2) 提出期限 

３月 17 日(木)17時 00分まで【必着】 

(3) 提出方法 

  郵送（一般書留・簡易書留・レターパック等，追跡サービスにより配達状況確認が可

能な方法に限る。）又は持参 

※持参の場合，受付時間は，開庁日の８時 30分から 17時 00分までとする。 

(4) 提出先 

  「10 書類等提出及び問い合わせ先」に同じ。 

 

８ 審査方法及び基準 

(1) 選定委員会の設置 

企画提案の審査及び優先契約交渉事業者の選定のため，市職員で構成する選定委員会 

を設置する。 

(2) 審査方法 

選定委員会において，提出された企画提案書の資料について別表１の評価基準に基づ

き採点し，最も点数が高かった提出者を優先契約交渉事業者として選定する。 

審査は原則書面により行うが，企画提案書の内容について確認を要する場合，一部の

提出者を対象にヒアリングを行う。 

ア 対象者には個別に連絡し，実施日程・場所等は調整する。 

イ １社につき 40分間（説明 20分，質疑 20分）以内を予定し，事前に提出した企画提

案書を用いて行うこととする。当日の資料差し替え，追加は認めない。 

(3) 審査基準 

審査は，別に定める審査基準を使用して行い評価基準点に満たない場合は，候補者の

選定を中止する。 

(4) 審査結果の通知 

  審査結果については，企画提案書の提出があった全事業者に文書で通知する。なお，

優先契約交渉事業者と仕様書等の協議が整わない場合は，提案を不採用とする可能性が

ある。 

(5) 選定結果の公表 

   選定結果は市ホームページに公表する。公表内容は次のとおりとする。 

  ア 契約の相手方 

  イ 契約金額 

  ウ 契約期間 

  エ 全参加者名，評価結果（各評価項目における詳細） 

  オ 議事録 

 

９ その他 

(1) 企画提案に関する費用は，提案者が負担する。 

 (2) 関係人口専用 LINE ミハライズの開発事業者情報は参加表明書提出者に対し通知する。 

(3) 提出書類は返却しない。 

(4) 提出書類は，本業務に係る事務手続き以外の目的で使用しない。 

(5) 提出書類に虚偽の記載があった場合，提出書類を無効とする。 

(6) 企画提案書等の著作権は，原則として当該提案者に帰属する。ただし，採用した企画

提案書等の著作権は，発注者に帰属する。 

(7) 市が定める評価基準点に満たない場合には失格とする。 

(8) 優先契約交渉事業者を特定した後の契約手続きは，三原市契約規則（平成 17 年三原市
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規則第 63号）による。 

(9) 優先契約交渉事業者は，契約締結後，令和 3～5 年度三原市物品調達等指名競争入札参

加資格者名簿への登載手続きを行うものとする。 

(10) 提出書類については，著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第 18 条第 3 項第

3 号の意思表示がない場合，三原市情報公開条例（平成 17年 3 月 22 日条例第 12 号）に

基づき公開する。 

 

10 書類等提出及び問い合わせ先 

三原市経営企画部地域企画課（本庁舎４階） 担当：本郷，入江 

住 所：〒723-8601 広島県三原市港町三丁目５番１号 

電 話：0848-67-6011(直通)   Fax：0848-64-7101 

E-Mail：chiikikikaku@city.mihara.hiroshima.jp 
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別表１        

 

評価基準 

 

区分 

提案項目 

（評価対象） 

配点 

企画提案 

評価 

(1) 【仕組みづくり】 

都市・地域ニーズに応じたマッチングの実施 

110点 

(2) 【場づくり】 

地域や関係人口との接点の提供 

(3) 【コミュニティづくり】 

中間支援組織を軸とした運営体制の構築 

(4) 自立自走に向けた事業計画書の策定 

業務実施 

評価 

実施体制 

30点 業務実績 

工程・スケジュール 

価格 

評価 

見積金額 10点 

計 150点 

 


