
 
 

 

 

 

 

 

佐賀市における地域内交通のあり方に関する調査・分析業務 

プロポーザル実施要領 
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１ 概要 

本市では、公共交通の基本指針となる「佐賀市公共交通ビジョン」（計画期間：平成２３

年度～３２年度）を策定し、路線バスを中心とした地域公共交通の改善に取り組んでいる。 

これまで、佐賀駅バスセンターを中心に、路線バスを軸とした公共交通網を構築すると

ともに、市の北部地域を中心に、路線バスに接続するデマンドタクシーやコミュニティバ

スの運行を開始するなど地域公共交通の改善に取り組んできた。一方で、高齢化の進展等

に伴い、既存の路線バスやタクシーだけでは市民の移動ニーズに応えられない旨の意見や

新たな移動手段確保策の検討を求める意見等が寄せられている。 

そのため、今後、地域を主体とした地域公共交通のあり方を検討していくため、交通不

便地域等に係る調査、分析を行う。 

 

 

２ 業務概要 

佐賀市における地域内交通のあり方の検討を行うために、佐賀市全域における公共交

通不便地域の研究を行うとともに、多様な移動手段確保策の特徴を整理する。 

なお、業務内容については、「佐賀市における地域内交通のあり方に関する調査・分析

業務委託仕様書」のとおりとする。 

(1) 業務名 

佐賀市における地域内交通のあり方に関する調査・分析業務 

(2) 予算額（平成３０年度） 

４，５９０千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

(3) 履行期限 

平成３１年３月２９日（金） 

 

３ 提案参加条件 

(1) 参加資格 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。 

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

②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開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされていない者 

③参加表明書の提出期限において、佐賀市の指名停止処分を受けていない者 

④市内に事業所等が所在する者にあっては、市税の滞納がないもの 

⑤自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の

各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと 

ア 暴力団（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７ 

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
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又は暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える 

 目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的 

 若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらの者を利用しているもの 

(2) 複数提案参加の禁止 

提案参加者は、１件のみ提案できるものとする。 

(3) 他の提案参加者の構成員となることの禁止 

既に提案参加している者又は提案参加者の構成員となっている者が、他の提案参加者

の構成員になることはできないものとする。 

 

 

４ スケジュール 

公募から受託優先交渉権者決定までのスケジュール（概要）は以下のとおりとする。 

公募開始 
平成３０年６月２０日（水）から市のホームページにて提出書類等

のダウンロード可。 

質問の受付 平成３０年６月２０日（水）～平成３０年６月２９日（金）まで 

参加表明書の提出 平成３０年６月２９日（金）１７時まで 

提案書等の提出 平成３０年７月 ６日（金）１７時まで 

１次審査結果通知 平成３０年７月１２日（木）（書類審査）予定 

２次審査 平成３０年７月２０日（金）午後（プレゼンテーション） 

結果通知 平成３０年７月２５日（水）予定 

 

 

５ 参加申込み手続 

(1) 参加表明書（第１号様式） 正本１部 

(2) 提出期限 

平成３０年６月２９日（金）１７時まで 

(3) 提出方法 

持参又は郵送による。（※郵送の場合は６月２９日必着） 
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６ 提案書等の提出 

(1) 提案書（第２号様式） 正本１部 

(2) 企画書（自由様式） 正本１部、副本９部 

・Ａ４判とし、様式は特に定めないものとする。 

 （Ａ３判などを使用する場合は、出力後Ａ４サイズに折ること） 

・仕様書に基づき、提案者のノウハウ、企画等を提案し、特色が分かりやすいものと

すること。具体的には、以下の①～③について記載すること。図表等を用いること

も可とする。 

①調査に関する貴社の実施方針 

（本業務を何に着目して進めるか。重視する点や業務遂行上の基本的な考え方） 

②業務フロー、業務スケジュール 

（業務のフロー案及びスケジュール案と具体的な調査内容及び手法） 

③委託業務の執行体制（委託業務を直接担当する者を明記） 

（統括責任者氏名及び担当者の所属、役職、専門分野、主要実績等） 

・提案書の頁数については、①～③の合計で、Ａ４判１５枚以内を目安とする。 

(3) 付属書類 正本各１部 

・会社概要（パンフレット可） 

・登記簿謄本（法人格を有する団体の場合） 

・役員名簿 

・同種事業実績書（第３号様式） 

・暴力団排除に関する誓約書（別紙） 

 (4) 費用見積書（第４号様式） １０部 

見積に係る積算内訳書を別途添付すること（様式任意） 

(5) 提出期限 

平成３０年７月６日（金）１７時まで 

(6) 提出方法 

持参又は郵送による。（郵送の場合は７月６日必着） 

 

 

７ 審査方法及び審査基準 

(1) 審査方法 

①１次審査及び２次審査による審査を行う。 

②１次審査は、書類審査により実施し、審査通過を５件程度とする。１次審査の結果

は、確定後直ちに提案者に文書にて通知する。 

③２次審査は、プレゼンテーションにより実施し、１社につき２５分（説明１５分、

質疑１０分）を予定し、順次個別に行う。なお、プレゼンテーションは委託業務を
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直接担当する者が行うこととする。 

④２次審査の結果により提案内容について順位付けを行い、順位が１位の提案者を受

託優先交渉権者とする。 

⑤応募件数が少数の場合は、１次審査を省略する場合がある。 

⑥応募件数が１件の場合も、２次審査を実施する。 

⑦詳細については、別途連絡する。 

(2) 審査基準 

   別表「審査基準」のとおり 

 

８ 質問の受付と回答方法 

(1) 提出書類 

質問書（様式は任意）による。（連絡先は必ず明記すること。） 

(2) 提出期限 

平成３０年６月２９日（金）１７時まで（期限後の質問は受付ない。） 

(3) 提出方法 

電子メールによる（kikakuseisaku@city.saga.lg.jp） 

(4) 回答方法 

電子メールにて随時回答 

※６月２９日（金）までに参加表明書を提出した全ての者に質疑応答集をメールに 

て送付する。 

 

９ 失格 

次のいずれかに該当するときは、失格とすることがある。 

(1) 本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限等に適合しないとき。 

(2) 本実施要領で定めた様式等に示す条件に適合しないとき。 

(3) 提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。 

(4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

(5) 審査結果に影響を与えるような不正行為を行ったとき。 

(6) その他本実施要領に違反すると認められたとき。 

 

１０ 契約 

(1) 受託優先交渉権者選定後は、事務局と業務詳細について協議を重ねた上で、契約内

容に関する協議が整ったときに、契約を締結することとする。 

(2) 契約内容に関する協議が成立しないとき又は契約の締結までに受託優先交渉権者若

しくはその構成員のいずれかが参加資格の要件を欠いたときは、本市は審査結果の次

点の者と順次協議を行うことができるものとする。 
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１１ その他留意事項 

(1) 提案参加に際しての必要な費用は、提案参加者の負担とする。 

(2) 原則として、提出された書類等は返却しない。 

(3) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的外には使用しない。 

(4) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的の範囲で複製することがある。 

(5) 審査結果についての異議申立ては、一切受け付けない。 

(6) 業務を行うに当たっては、事務局と密接に連絡を取り合い、この要領に記載のない

事項については、事務局の了承を受けた上で実施するものとする。 

 

 

１２ 事務局 

佐賀市 企画調整部 企画政策課 交通政策室（担当：小林、納富） 

所在地 〒840-8501 佐賀市栄町１番１号 

TEL 0952-40-7038（直通）／FAX 0952-40-7381 

メールアドレス kikakuseisaku@city.saga.lg.jp 
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別表 

審査基準 

 

評価項目 評価基準 配点 

事業者評価 

（２０点） 

※事業理解度 

事業や佐賀市が置かれた状況を

理解しているか。 

（資料の正確性等から判断） 

１０ 

同種事業実績 同種事業の実績を有しているか。 ５ 

取組意欲 
提案から意欲を感じるか。 

（資料の充実度等から判断） 
５ 

提案内容評価 

（５０点） 

※提案内容の的確性 
作業手法が具体的に示され、的確

なものとなっているか。 
１５ 

提案内容の独創性 
独創性のある提案となっている

か。 
１５ 

提案内容の実現性 

作業毎にスケジュールが具体的

に示され、実現性が高いものとな

っているか。 

１０ 

説明能力 

プレゼンテーションにおける説

明がポイントを押さえ、分かりや

すいものになっているか。 

１０ 

体制評価 

（２０点） 

※人員体制 
業務量に見合った人員を配置し

ているか。 
１０ 

人員能力 
配置予定者の習熟度は高いか。 

（資格、実績等から判断） 
５ 

組織体制 

事業遂行に資する組織体制が構

築されているか。 

（担当チームが適切に組織され

ているか否か判断） 

５ 

経費評価 

（１０点） 
見積内容の妥当性 

見積書の価格は妥当なものか。経

費内訳が明らかになっているか。 
１０ 

合計 １００ 

 

注意：１次審査を行う際は、※印を付した項目を審査項目とする。 

 

 


