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みやま市未来へつながる持続可能なまちづくり事業委託における 

事業者選定実施要項 

 

１ 趣旨 

本要項は、みやま市未来へつながる持続可能なまちづくり事業を受託する事業者を公

募し、プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 事業概要 

（1）件名 

みやま市未来へつながる持続可能なまちづくり事業委託 

（2）目的 

みやま市では、平成22（2010）年3月に『第1次みやま市環境基本計画』を策定し、「人

と自然が共生するまち」を環境像に、循環型社会を構築するため、焼却されていた“廃

プラスチック・紙おむつ・生ごみ”の分別・資源化を開始している。この取り組みによ

って、ごみのリサイクル率は、15.2％（2010年）から36.4％（2019年）と増加し、大木

町に次ぐ県内2位となっている。また、平成25（2013）年7月には、市保有の遊休地に、

みやま市と市民（市内事業者）が共同で設立した［みやまエネルギー開発機構（株）］

による“５ＭＷの太陽光発電所”を建設し、地域主体の再生可能エネルギーの導入を進

めている。さらに、平成27（2015）年2月には、市民向け低圧小売りとしては日本初と

なる自治体による地域新電力［みやまスマートエネルギー（株）］を設立し、エネルギ

ーの地産地消事業を開始している。 

令和3（2021）年3月に、『第２次みやま市環境基本計画』を策定し、「未来へつながる 

持続可能なまちづくり」を環境像とし、具体的には、昨年市議会で採択された「みやま

市 資源循環のまち宣言（ゼロ・ウェイスト宣言）」を進めていく。また、2050年まで

に本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を今年9月に予定

する首長誓約をもって推し進めていく。 

上記の2つのゼロへの挑戦は国が掲げる2050年までの脱炭素化に向けて、2つのアプロ

ーチを示している。 

1つは再生可能エネルギーの普及、もう一つは化石燃料の使用量削減である。 

みやま市では、地域資源である“太陽光”及び“資源ごみ”を中心とした資源循環の

まちづくりを進めていく。 

本事業は、みやま市地域の2050年までの脱炭素社会を実現するため、環境面（太陽光

発電の推進）、社会面（雇用創出や防災機能の強化）、経済面（市域内の資金循環）から、

みやま市に適合した実効性が高い再生可能エネルギーの導入目標を策定するものであ

る。 

 

（3）事業内容 

  仕様書のとおり 
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（4）事業の実施期間 

契約の日から令和 4年 1月 26日まで 

（5）その他 

 ①本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、企画案等に基づき、委託者と打合せを 

行い、誠意をもって業務を遂行するものとする。 

 ②個人情報の保護については十分な注意を払い流失・損失が生じないようにし、また、 

業務上知りえた情報を他に漏らしてはならない。 

 ③本業務の実施に関しては、仕様書によるほか、みやま市契約規則及び契約書を遵守し

行う。 

 ④仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が協議 

のうえ定めるものとする。 

⑤本業務の全部を一括して第三者へ委託し、又は請け負わせてはならない。 

 ⑥本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合は、事前に委託者に対して 

書面にて、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、再委託の概算金額、その他再委 

託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 

 

３ 提案上限額 

６，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 実施形式 

公募型プロポーザル 

 

５ スケジュール 

実施内容 実施期間または期日 

公示日 令和３年 ７月１３日（火） 

質問書の提出期限 令和３年 ７月２１日（水） 

質問書に対する回答 令和３年 ７月２８日（水） 

参加申込書等提出期限 令和３年 ７月３０日（金） 

参加確認通知 令和３年 ８月 ３日（火） 

提案書等の受付期限 令和３年 ８月１３日（金） 

ヒアリング審査 令和３年 ８月 中旬  

審査結果通知の送付 令和３年 ８月 中下旬  

  ※ヒアリング審査については、企画等提案書について詳細のヒアリングを予定してお

り、新たに資料提出を求めることはありません。また、リモートによるヒアリング

の実施も検討中です。 

 

６ 参加資格 

① 過去５年間において、地方自治体において、本業務と同等または類似した業務を履
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行した実績を有していること。なお、同等または類似した実績を有するものとは、

下記のいずれもの業務実績を有するものをいう。 

・再生可能エネルギーに係る調査、計画策定、発注者支援 

・一般廃棄物の資源化施設（エネルギー化施設）に係る調査、計画策定、発注者支援 

② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号及び第 2 項各

号のいずれにも該当せず、かつ、同条第 2項各号のいずれかに該当する者を代理人、

支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない者であること。 

③ みやま市から指名停止措置を受けていないこと。 

④ 国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）、県税及び市税を滞納している者でな

いこと。 

⑤ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑥ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと。 

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

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であってその

役員が暴力団員でないこと。 

 

７ 説明会 

  実施しない。 

 

８ 質疑・応答 

(1）質問方法         ※ 質問はみやま市入札参加資格者名簿に登録された者に限る。 

本プロポーザルの実施要項及び仕様書等に関する質問については、質問書（様式第 1

号）を電子メールに添付して、「１７ 問い合わせ先」宛てに送信し、着信確認の電話連

絡をすること。電話又は口頭による質問は受け付けない。また、質問期限以降の質問は、

一切受け付けない。なお、電子メールの件名に「【会社名】みやま市未来へつながる持続

可能なまちづくり事業に係る質問書」と記載すること。 

(2) 期限 

  令和３年７月２１日（水）17時 00分まで（必着） 

(3) 回答方法 

令和３年７月２８日（水）までに、質問書（様式第 1号）に記載したメールアドレス宛

に電子メールで回答する。また、必要に応じて市ホームページに掲載する。 

(4) 質問に対する回答の取扱いについて 

  質問に対する回答の内容は、本要項の追加又は修正とみなす。 

 

９ 参加申込の手続き 

（1）提出書類 
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本プロポーザルの参加を希望する者は、実施要項及び関係法令等の各規定を理解した

上で、次の書類を提出すること。 

① 参加申込書等の提出書類 

ア 参加申込書（様式第 2号） 1部 

イ 人員体制調書（様式第 3号） 1部 

ウ 業務実績調書（様式第 4号） 1部 

エ 委任状（様式第 5号）  1部  ※ 委任する場合 

オ 誓約書（様式第 6号）     1部 

カ 未納のない証明書       1部 

キ 登記簿謄本          1部 

 

② 提案書等の提出書類 

ア 企画等提案書（様式 7号）    正本 1部 副本６部 

イ 価格提案書（様式第 8号） 1部 

  なお、紙媒体のほか、電子データを格納した CD-Rを１枚提出すること。 

（2）提出期限 

① 参加申込書等の提出期間 

令和３年７月３０日（金）17時 00分まで（必着） 

② 提案書等の提出期間 

令和３年８月１３日（金）17時 00分まで（必着） 

（3）提出方法 

① 参加申込書 

持参又は郵送にて提出すること。 

なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によるこ

ととし、(2)に記載する提出期限内に到着したものに限り受け付ける。郵便事故等に

ついては、市はその責めを負わない。 

② 提案書等 

持参又は郵送にて提出すること。 

なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によるこ

ととし、(2)に記載する提出期限内に到着したものに限り受け付ける。郵便事故等に

ついては、市はその責めを負わない。 

また、価格提案書（様式第 8号）については、持参、郵送に関わらず、封筒に入れ、

封筒の表面に「みやま市未来へつながる持続可能なまちづくり事業価格提案書」と朱

書きし、封緘（封の糊付け）、封筒の継ぎ目に押印し、提出すること。 

（4）提出先 

みやま市役所 環境衛生課 循環型社会推進係 

 

 

１０ 参加確認通知 
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  令和３年７月３０日（金）17時 00分を提出期限とする参加申込書等が不足ないこと及

びその内容から参加資格の有無を確認したのち、本プロポ―ザルに参加申込をしたすべ

てのものに対し参加の可否を文書にて通知する。 

 

１１ 審査方法 

  評価項目とその配点は、下表のとおりとする。 

評価項目 評価内容 配点 

１ 人員体制 担当者の配置、人員体制 10点 

２ 同種の実績 類似業務実績 10点 

３ 事業実施内容 調査等の内容、手法 20点 

４ 市の理解度・ 

将来の可能性提案 
本市の環境政策に関する理解度、可能性提案 40点 

５ 今後のサポート 
本委託業務終了後におけるロードマップ等に係る

政策実施に関するサポート 
10点 

６ コスト 見積金額 10点 

提案書等については、みやま市未来へつながる持続可能なまちづくり事業プロポーザ

ル審査委員会において審査する。 

なお、参加者が１者のみの場合においても当該事業者選定は成立するものとする。 

 

１２ 候補者の選考方法 

(1) 失格者を除いた者のうち、総合点が最も高い者を契約の相手方の候補者として選定

する。ただし、適切な提案がない場合には、候補者を選定せず、プロポーザルの手

続きを中止するものとする。 

(2) 最高点の者が複数の場合は、見積金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者とし

て選定する。 

 

 

１３ 審査結果 

(1) 通知方法 

全ての応募者に文書にて通知する。 

(2) 通知時期 

令和３年 ８月中下旬【予定】 

 

１４ 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合又は提出書類に不備があった場合 

ウ 実施要項で示された、提出期日、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 
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エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 評価点が６割を下回った場合 

 

 

１５ 情報公開及び提供 

市は、提出された書類等について、みやま市情報公開条例（平成 19年条例第 8号）の

規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、法人等

の競争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非開示となる場合がある。

また、本プロポーザルによる事業者決定前において、公正又は適正な候補者選定に影響

が出るおそれがある情報については決定後の開示とする。 

 

１６ その他 

(1) 参加辞退の場合 

書類提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、直ちに書面（様式は

任意）によりその旨を「１６ 問い合わせ先」に通知すること。 

(2) 提出書類 

ア 提案書の提出は、１者につき１案とする。 

イ 提出された全ての書類は返却しない。また、提出後の差し替え、追加及び削除

は認めない。 

ウ 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には

利用しない。 

エ 本提案に係る書類作成及び提出に要する費用など、必要な経費は全て企画提案

者の負担とする。 

 (3) やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを中止することがあるが、この

場合、本公募型プロポーザルに要した費用を本市に請求することはできない。 

(4) 著作権等の権利 

企画等提案書の著作権は、当該企画等提案書を作成した者に帰属するものとする。

ただし、本事業の選定を受けた者が作成した企画等提案書については、町が必要と認

める場合には、あらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、

転記又は転写をいう。）することができるものとする。 

(6) 不服申立 

申請者は、本プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、不服

を申し立てることはできない。 

 

１７ 問い合わせ先 

担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

住 所：〒835-0113 福岡県みやま市山川町重冨 121 

提出先：みやま市役所 環境衛生課 循環型社会推進係 （担当：山下） 

電 話：0944-32-8575 FAX：0944-32-8576 
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メール：junkan@city.miyama.lg.jp 

 

mailto:junkan@city.miyama.lg.jp

