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  令和２年度：農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた推進事業 

「事業予定者・実施対象地・事業内容の確定、事業実施者と村とが共有を図った 

事業実施に向けての造成･配置計画及び基本的な設計概要、事業計画等の策定業務」 
 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．プロポーザル概要 

 (1) 目  的   

平成 31年度：農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた推進事業「農を活かした健康福祉活動 

の展開に資する基本計画見直し案を踏まえた事業推進（民活事業者の明確化・事業内容の確定、土 

地利用調整・基本設計等）業務」を踏まえ、事業者の確定を行うと共に、村と共有を図った導入施

設、配置計画・造成計画ならびに基本的設計概要、事業計画の策定を進めていくため、プロポーザ

ルを実施して広く提案を募り、選定方法の公平性ならびに透明性の確保を図りつつ、この業務に最

も適した者を当該業務の契約候補者として選定することを目的とします。 

 (2) 業 務 名   

令和２年度：農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた推進事業 

「事業予定者・実施対象地・事業内容の確定、事業実施者と村とが共有を図った 

事業実施に向けての造成･配置計画及び基本的な設計概要、事業計画等の策定業務」 

 (3) 業務内容   

令和２年度：農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた推進事業「事業予定者・実施対象地・事 

業内容の確定、事業実施者と村とが共有を図った事業実施に向けての造成･配置計画及び基本的な設

計概要、事業計画等の策定業務」委託契約に関する特記仕様書（以下「仕様書」という）のとおり実

施するものです。 

   ただし、契約時における仕様書は、契約候補者として選定された企業の企画提案内容を踏まえ、

選定後の調整･協議に応じて変更することがあります。 

 (4) 業務期間   

   契約締結の翌日から令和３年 ２月１９日までとします。 

 (5) 業務予算   

  １１，２１６千円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

  なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（予定価格）を超越した場合は失格とします。 

 

２．参加資格 

  プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者（単独提案）、共同で提案者となろうとす 

る者（ＪＶ））は、次に掲げる事項を全て満たす者（共同で提案の場合は代表となる者を対象とし、

参加する提案者については全員が(2)から(7)を満し、(8)を提出できること）でなければなりません。 



2 

 

 (1) 村に一般競争（指名競争）参加資格申請書又は物品・委託業務業者登録申請書を提出しているこ 

  と。 

 (2) 北中城村建設工事等入札参加指名停止要綱による指名停止を受けていないこと。 

  ※公募型プロポーザル方式・・・告示日現在から受託候補者特定の日まで 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当

しないこと。 

 (4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項の規定による更生手続き開始の申立てを 

した者に該当しないこと。同条 2 項の規定に基づく更生手続きの申立てをされた民間企業等でない 

こと。 

 (5) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第 1 項の規定による再生手続き開始の申立てを 

した者に該当しないこと。同条 2 項の規定に基づく再生手続きの申立てをされた民間企業等でない 

こと。 

 (6) 日本国内に本社を有し、沖縄県内に対応可能な技師・職員を配置している支店・支社、事業所を 

有する企業であること。 

 (7) 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）第 2 条に規定する暴 

力団又は暴力団員に該当しないこと。 

 (8) 平成 25 年度以降（過去 5 年）に同様な計画策定及びそれに類する業務を国又は地方公共団体、

民間企業等から受注した契約実績が１件以上あること。さらに、本村の状況を熟知しているものと

判断する資格として、現在までに本村が発注した計画、環境に関する調査や産業振興に関する調査

等の業務を受託した契約実績が１件以上あることが望ましい。 

契約の実績については業務実績調書（様式 5）に記入のうえ、参考資料として契約書の写しと業

務仕様書の写しを添付して下さい。なお、共同での提案者（ＪＶ）となる場合は、提案に参加する

全ての者の実績（前記の同様な計画策定及びそれに類する業務を国又は地方公共団体、民間企業等

から受注した契約実績ならびに本村との契約実績が無くても可）について参考資料とともに提出の

こと。 

 

３．公募方法及び参加手続き 

 (1) 公募方法   

   告示日（令和２年４月２日（木））に、役場掲示板にて公告し、北中城村ホームページにて公募

を開始いたします。 

 (2) 実施要領・様式集・仕様書の入手方法 

   北中城村ホームページから実施要領（PDF）・様式集（Word）・仕様書（PDF）、平成 29年度農 

を活かした健康福祉活動の展開に資する基本構想・基本計画報告書（概要版）、平成 30年度農を 

活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業報告書（概要版）、平成 31年度農を活かした健 

康･福祉の里づくりに向けた推進事業「農を活かした健康福祉活動の展開に資する基本計画見直し 

案を踏まえた事業推進（民活事業者の明確化・事業内容の確定・土地利用調整・基本設計等）業務 
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報告書（概要版）」のダウンロードを行い、入手して下さい。 

   交付期間は、ＨＰへの掲載開始日から令和年４月８日（水）午後５時までとなります。 

 (3) 参加手続き   

   本プロポーザルに参加を希望する者は、事前に参加意思表明書を提出（令和２年４月９日まで）

の上、企画提案書等の必要書類を提出期限までに不備無く提出し、受理されることをもって参加の

手続きが完了したものとします。 

 

４．質疑応答について 

  参加意思表明書を提出し、本プロポーザルへの参加を希望するものにおいて、実施要領もしくは仕

様書に関する質疑がある場合は、次のとおり質問書（様式１）を提出して下さい。 

 (1) 提出期限  

令和２年４月９日（木）午後５時まで（必着） 

 (2) 提出方法 

質問書（様式１）を持参又はファクシミリにて提出して下さい。 

 (3) 回答日    

令和２年４月１０日（金）午後１時から５時までの間で回答します。 

 (4) 回答方法 

質疑者に対し、ファクシミリで回答を行います。 

 

５．企画提案等の作成及び提出について 

 (1) 提出書類・必要部数 

  ① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式 2） ：原本 1部 

  ② 実施体制各種調書及び企画提案書等 ：原本 1部（企画提案書のみ副本６部提出のこと） 

   ア 会社概要（様式 3） 

   イ 会社の技術者の概要（様式 4） 

   ウ 業務実績調書（様式 5） 

   エ 担当技術者調書（様式 6） 

   オ 技術責任者の経歴及び実績等調書（様式 7） 

   カ 再委託調書（様式 8） 

   ※再委託する場合のみ 

 キ 工程表（様式 9） 

 ク 参考見積書及び内訳書（任意様式） 

 ケ 企画提案書（任意様式） 

・Ａ４版用紙２枚以内（両面活用のこと、カラー・図・表などでの表現も可）にまとめる。 

・飛散しないように副本６部は片とじとし、原本（原稿）については副本と同様なものを１ 
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部とＣＤなどのメディアに収めて提出のこと。 

     ・文字の大きさは１０．５ポイント以上とし、横書きを基本とする。 

 ③ その他添付書類 ：原本 1部 

   ａ 財務諸表等の写し（経営状況の把握できる資料） 

     ※直近２ヵ年の貸借対照表及び損益計算書などを提出する 

 (2) 企画提案書の作成について  

県内外の社会状況、農福連携や健康街づくり等を含む類似取組み、沖縄・本村の地理的特性、

農業動向といった地域構造や営農特色、耕作放棄地の医療・福祉・健康（予防）への利活用等、

適切かつ実現性あるビジネスモデルを追及していくという観点から本地域での取組むべき必要

性・役割・機能を整理した基本計画のもとに、その意図やメリット等を含め、導入機能・設備・

施設形態、地域資源活用の考え方、実施運営体制・取組みの成果のあり方、本施設の整備を行っ

ていくための推進活動と事業の検証などの業務について仕様書を踏まえ、企画提案をおこなって

頂きます。  

 (3) 提出期限等 

① 提出期限は、令和２年５月８日（金）午後５時まで（必着）とします。 

② 提出場所は、北中城村役場 農林水産課。提出方法は持参又は郵送（宅配便可）とします。 

   ※郵送（宅配便含）で提出する場合は、受取り日時及び配達されたことが証明できる方法とし 

て下さい。 

 

６．審査方法 

  プロポーザルの審査は、次のとおりとします。 

・一次審査（資格等審査）と二次審査（提案内容の審査）を実施し、受託候補者を決定します。 

・なお、審査の経過・結果等に関する問い合わせには応じません。 

・参加資格を確認のうえ、提出された業務実施体制回答書及び企画提案書などについて、項目７で示 

す審査基準に基づき審査し、第一次審査では高い評価を得た提案者４社を選考します。 

・ただし、プロポーザルの提案者が少数（３社以内）である場合は、第一次審査を省略し、第二次審 

査において提出書類審査及びヒアリング等による審査を実施できるものとします。また、提案者が 

１社しかない場合は、さらに基準点を儲け、その基準に達する提案であるか参考としての評価を実

施し、達しなかった場合には後日、提案書及びプロポにおける業務仕様書の内容を踏まえ、参加意

思表明書提出の提案者に対して再度、調整･協議を図り、選定を図っていく考えでいます。 

 (1)  一次審査（資格審査） 

実施日：令和２年５月１１日（月） 

第一次審査では参加資格を確認のうえ、項目７の一次評価(1)～(4)で示す審査基準に基づき審査

し、高い評価を得た提案者（上位４社）を選考します。 

結果は、参加者全員に書面で通知します。  
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(2)  二次審査（提案内容の審査）  

実施日時：令和２年５月１９日（火）午前１０時から１２時までの時間内で実施 

場  所：北中城村字喜舎場４２６－２ 北中城村役場 第２庁舎４階第３会議室 

第二次審査の実施詳細については、第一次審査結果通知の中で第一次合格者に対して連絡をいた 

します。 

企画提案審査委員会により、第一次審査で選考された者に対して企画提案プレゼンテーション及

び質疑等、項目７の二次評価(1)～(7)で示す審査基準に基づき審査を実施し、最も優れている提案

を特定します。 

   なお、第二次審査は各者３０分（自己紹介の上、プレゼンテーション１８分、質疑１２分程度）

の持ち時間を与えて実施していきます。また、審査に参加できる人数は３名以内（1名は様式６に

記載されている責任者が出席のこと）とします。 

  ※プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に基づいて実施するものとし、プレゼンテー

ション実施時のプロジェクター及びホワイトボードの使用を認めないものとします。 

 (3) 審査結果の通知 

  ※審査内容に係る質問や意義は一切受け付けいたしません。 

 ① 第一次審査 

    審査実施後２日以内に、審査結果を書面で通知します。なお、選考された者のみ、ヒアリング 

等を実施する旨を記載して通知します。 

  ② 第二次審査 

    審査実施後３日以内に、審査結果を書面により通知します。 

 

７．提案事業者及び企画提案書を特定するための審査（評価）基準 

  以下の審査（評価）基準に基づき審査します。 

 【一次評価】 

  (1) 企業の業務実績及び適正資格･保有者数など 

  (2)  価格評価（業務効果の見込める見積りか、成果等の取りまとめ作業経費などの妥当性） 

  (3) 業務の取組み体制（作業の役割・分担） 

  (4) 担当技術者の実績･保有資格など 

【二次評価】 

  (1) 業務の取組み体制（作業の役割・分担、明確かつ適切な実施体制か） 

   (2)  業務に係る理解度 

 (3)  地権者及び住民から賛同を得るための調整力、事業実施に向けた土地利用調整能力 

    (4) 導入機能・施設整備、事業化に対する規制・制約などに関する知識度・問題解決への検証能

力・的確性 

(5)  本業務を官民連携で推進するための課題認識・提案力、事業実施候補者との調整能力 
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   (6) 業務実施に関する手順・工程の妥当性 

 (7)  プレゼンテーション力 

 注１）第２次審査の対象企業が２社以上の場合は、合計点の高い企業を合格の条件とする。 

 注２）第２次審査評価は、(1)・(2)・(5)が各１５点 (3)・(4)が各２０点、(6)１０点、(7)５点 

を基本とする。 

注３）第２次審査の対象企業が１社だけの場合は、合計点７０点以上、評価ｃ（0.6）が２個まで 

で、ｄ・eが無いことを合格の目安とする。 

 

８．日程 

 告示・ＨＰ公募開始   令和２年 ４月 ２日（木） 

要領・様式・仕様書配布 告示日から令和２年 ４月 ８日 １７時まで 

（※参加意思表明書の提出期間は、４月 ９日 １７時までとする） 

質問受付締切      令和２年 ４月 ９日 １７時まで（持参又はファクシミリ必着） 

 質問回答        令和２年 ４月１０日 午後から質問書提出元にファクシミリで回答 

 企画提案書等受付締切  令和２年 ５月 ８日 １７時まで（持参・郵送等必着） 

 第一次審査       令和２年 ５月１１日 

 第一次審査結果通知   令和２年 ５月１３日に発送（予定） 

 第二次審査       令和２年 ５月１９日 午後１時半から４時まで（予定） 

 第二次審査結果通知   令和２年 ５月２１日に発送（予定） 

契約締結        令和２年 ５月２７日（予定） 

 

９．失格事項 

  本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案 

 を失格とします。 

 (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参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

 (4) ヒアリング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) 参考見積書の金額が、２．業務に要する費用（予定価格）を超越したもの 

 (7) 審査に公平性を害する行為があった場合 

 (8) 会社更生法の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められた状態に至った場合 

 (9) 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等、受託業者審査委員 

長が失格と認めた場合 

 

１０．契約 

  受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行 
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 うものとします。その際、特定者とは、あらためて契約に関する見積書を協議に基づき提出するもの 

とします。 

 

１１．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ません。 

 (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、指名停止措置を行うこ 

とがあります。 

 (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ません。 

 (4) 企画提案書・資料等の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

 (5) 「業務実施体制回答書」に記載した配置予定の管理技術者及び担当技術者は、原則として変更 

できないものとします。 

 (6) 北中城村情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則、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りますので、この情報に該当すると考える部分がある場合、

あらかじめ文書により申し出て下さい。 

   なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある場合につい 

ては決定後の開示とします。 

 

１２．担当部署（提出・問合せ先） 

  北中城村役場 農林水産課 担当：（参事）鹿島直昭 

  沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場４２６番地２  

ＴＥＬ 098-935-2233（内線１１５）  ＦＡＸ 098-982-0640 

   Ｅ-mall   naoaki_k@vill.kitanakagusuku.lg.jp 
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