
「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務プロポーザル実施要領

１ 目的

この実施要領は、「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務（以下「本業務」と

いう。）の契約の相手方となる受託候補者をプロポーザル方式により特定するために必

要な事項を定めるものとする。

２ 業務概要

（１） 業務名

「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務

（２） 業務内容

別紙“「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務委託仕様書”

（以下「仕様書」という。）のとおり

（３） 業務期間

契約締結日から令和５年３月 31日まで

（４） 提案限度価格

３，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

３ 実施方式

公募型プロポーザル方式

４ 参加資格

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たす者で

あること。

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

ない者であること。

（２） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て又は

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更正手続開始の申立てがなさ

れていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定に

よる更正計画認可の決定を受けている者を除く。）。

（３） 宇和島市建設工事等請負業者選定要綱（平成 17 年告示第 12 号）に基づく入札参

加資格の認定を受けている者であること。

（４） 宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱（平成 17 年告示第 97 号）に基づ

く入札参加資格停止措置を受けていない者であること。

（５） 国又は地方公共団体、もしくは国又は地方公共団体が出資する法人等が発注す

る情報配信業務の履行実績を有する者であること。

５ 実施スケジュール

本プロポーザルは、次のスケジュールで実施する。



※事務取扱時間

土・日・祝日を除く８時３０分から１７時（１２時から１３時を除く。）まで

６ 参加手続

（１） 実施要領・仕様書等の配布

① 配布期間

令和４年５月 23 日（月）から令和４年６月 10日（金）まで

② 配布方法

宇和島市ホームページに掲載するほか総務企画部企画課移住定住推進室におい

て配付する。

（２） 質問の受付及び回答

① 実施要領等に係る質問は、“「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務に

係るプロポーザル質問書（様式１）”によるものとし、総務企画部企画課移住定

住推進室に電子メールにより提出すること。なお、提出後には必ず電話により受

信確認を行うこと。

宇和島市 総務企画部 企画課 移住定住推進室

E-mail：iju@city.uwajima.lg.jp

電話番号:0895-24-1111（内線 2553）

② 受付期間

令和４年６月３日（金）17時まで

③ 回答方法

令和４年６月７日（火）までに宇和島市ホームページに掲載する。

※ただし、質問または回答の内容が、質問者の具体的な提案内容に密接に関わ

るものについては、質問者に対してのみ回答する。また、提案書等の評価基

準に関する質問、他の参加者からの提案書等の提出状況に関する質問、積算

に関する質問、上記受付期間外の質問等は、公平性の確保及び公正な選定を

妨げる恐れがあるため、いかなる理由があっても回答しない。

（３） 参加申込書の提出

① 提出書類

ア 参加申込書（様式２）

１．公募型プロポーザル実施の開始 令和４年５月 23日（月）

２．実施要領等に関する質問受付 令和４年６月３日（金）17 時まで

３．実施要領等に関する質問回答 令和４年６月７日（火）まで

４．参加申込書の提出期限 令和４年６月 10日（金）17 時まで

５．参加資格の審査結果の通知 令和４年６月 14日（火）予定

６．提案書等の提出期限 令和４年６月 21日（火）17 時まで

７．プレゼンテーション・ヒアリング実施 令和４年６月 29日（水）午前中

８．審査結果の通知 令和４年７月上旬 予定

９. 契約の締結 令和４年７月上旬 予定

10. 審査結果の公表 令和４年７月上旬 予定



イ 同種・類似業務の履行実績（様式３）

ウ 会社の概要が分かる書類（パンフレット等）

② 提出期限

令和４年６月 10 日（金）１７時まで

③ 提出場所

〒798-8601 宇和島市曙町１番地

宇和島市 総務企画部 企画課 移住定住推進室

TEL：0895-24-1111（内線 2553）

④ 提出方法

持参又は郵送（提出期限必着とする。）

⑤ 参加資格確認結果

参加申込書提出者に対し、参加資格審査結果を文書にて通知する。

（４） 提案書等の提出

本プロポーザルの参加者は次により提案書等を提出するものとする。

① 提出書類

ア 提案書表紙（様式４）

イ 提案書

ウ 実施スケジュール及び実施体制

エ 参考見積書（様式５）

※消費税及び地方消費税を含んだ額とし、内訳書を添付すること。

② 提案書等作成要領

Ａ４サイズの任意様式とし、仕様書に基づいた内容とすること。なお、仕様書

に記載する項目以外で提案できるものがあれば、その内容と考え方を記載するこ

と。

③ 提出期限

令和４年６月 21 日（火）１７時まで

④ 提出場所

〒798-8601 宇和島市曙町１番地

宇和島市 総務企画部 企画課 移住定住推進室

TEL：0895-24-1111（内線 2553）

⑤ 提出方法

持参又は郵送（提出期限必着とする。）

⑥ 提出部数

８部（正本１部・副本７部）

（５） プレゼンテーションの実施

提出された提案書等についてプレゼンテーション及びヒアリングを行う。

① 実施日時・場所

日時：令和４年６月 29日（水）午前中を予定（別途参加者に通知する。）

場所：市が指定するＷＥＢ会議システム上

② 所要時間（予定）

プレゼンテーション：20 分以内



質疑応答：10分程度

③ その他

ア プレゼンテーションの順番については、原則、提案書等を受け付けた順と

する。

イ パソコン（マイク・カメラ付き）やタブレットなどのオンライン環境は各

参加者で準備すること。

ウ 上記のほか詳細については、後日、別途通知するものとする。

７ 受託候補者の特定

（１） 審査方法

審査は、別に設置する「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務プロポー

ザル審査委員会（以下「委員会」という。）が、提出された提案書等とプレゼン

テーションの内容を評価基準に基づき審査する。

（２） 評価項目及び評価内容

別表“「未来つながる宇和島」配信・サポーター業務プロポーザル評価基準”

のとおり

（３） 受託候補者の特定

審査の結果、最も優れた提案として評価した者を受託候補者として特定する。

ただし、受託候補者はあらかじめ定めた最低基準点を満たしている者とする。な

お、参加者が１者でも審査を行い、最低基準点を満たしていれば受託候補者とし

て特定する。

８ 審査結果

審査結果は特定後、参加者全てに文書で通知するものとする。なお、審査結果等につ

いての異議申し立ては受け付けない。

９ 審査結果の公表

審査結果は、宇和島市ホームページにおいて公表する。なお、公表の内容は以下のと

おりとする。

① 受託候補者の名称

② 全参加者の名称（五十音順）

③ 全参加者の点数（得点順）

※参加者が２者以上の場合、次点者以降の点数は公表しない。

10 契約に関する事項

受託候補者と市が協議し、業務委託に係る仕様書を確定させたうえで契約を締結する。

仕様書の内容は提案された内容が基本となるが、受託候補者と市との協議により必要に

応じて内容を変更したうえで契約を締結するため、契約金額が本プロポーザル時に提出

した見積額と異なる場合がある。なお、受託候補者と市との間で行う仕様書の確定につ

いて、協議が整わなかった場合には、審査結果において順位が次点の者と協議を行うこ

ととする。



11 提出書類の取扱い

（１） 提出された全ての書類は返却しない。

（２） 市から指示がある場合を除いて、提出後の差し替え、記載内容の変更及び追加

資料の提出は認めない。

（３） 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には使

用しない。

12 留意事項

（１） 失格事項

参加申込書、提案書等の提出された書類について、次の条件のいずれかに該当

する場合は、提案書類の全てを無効とし、その者を失格とする。

① 提案を行った者が、参加資格要件を満たさなくなった場合

② 提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合

③ 実施要領等で示された提出書類について、提出期限、提出場所、提出方法、書

類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

④ 審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合

⑤ プレゼンテーション及びヒアリングの実施において、正当な理由なく欠席した

場合

⑥ 見積金額が実施要領に示す提案限度価格を超える場合

⑦ 実施要領等に違反すると認められた場合

⑧ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合

（２） その他留意事項

その他の留意事項は次のとおりとする。

① 提案書等の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、参加者の負担

とする。

② 緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと

認めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。

③ 複数の提案はできない。

④ 参加申込書の提出後又は提案書等の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに

書面（様式６）を提出すること。

⑤ 提案書の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属する。ただし、市が受託

候補者の特定に必要な範囲において、無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）

することができるものとする。また、情報公開請求があった場合は、宇和島市情

報公開条例（平成 22年条例第 25号）に基づき公開する場合がある。

13 担当部署・問い合わせ先

所 在 地：〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町１番地

担当部署：宇和島市 総務企画部 企画課 移住定住推進室 担当：赤松

電話番号：0895-24-1111（内線 2553）

FAX 番号：0895-20-1905

E－mail：iju@city.uwajima.lg.jp


