
有田町障害者プラン及び第 5期障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨     

 有田町では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88条第 89

条および児童福祉法第第 33条の 20、第 33条の２２に基づき平成 30年から平成 32年まで

の 3年間を計画期間とする有田町障害者プラン及び第 5期障害福祉計画・障害児福祉計画を

策定する。 

 この障害者プラン及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定にあたり、民間の業者が有す

る高い専門知識をもとに提案や助言を受け、今後の障害者（児）福祉事業の適正な推進の指

針となる障害者（児）福祉事業計画を策定するため、公募型プロポーザルを実施する。 

  ２ 委託業務概要 

（１）業 務 名 有田町障害者プラン第 5期障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務 

（２）発 注 者 有田町 

（３）委 託 期 間 契約締結日から平成 30年 3月 23日 

（４）業 務 内 容 「有田町障害者プラン第 5 期障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務仕様

書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（５）契約上限額 ２，５２８，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

         ※提案された企画内容を実施するために必要となるすべての経費を含む。 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要

件を満たすものとする。なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合

も参加を認めない。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定いずれにも該当して

いないこと。 

（２）会社更生法（昭和 27 年法律 172 号）に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされ

ている者でないこと。 

（３）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続き開始の申し立てがなさ

れている者でないこと。 

（４）プロポーザル実施までの間に、有田町建設工事等の契約に係る指名停止要綱に基づく

指名停止措置を受けていないこと。 

（５）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、並びに次のイ及び

ウに掲げる者が、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 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 



  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 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している者 

  オ 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等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

  カ 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者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（６）有田町の平成２９年度入札参加資格登録名簿に掲載されていること。 

（７）担当者が他自治体において、障害者プラン、障害福祉計画に関わる業務を受託し、完

了した実績を有すること。 

 

４ 募集日程 

内 容 期 限 

告示 平成 29年９月１５日（金） 

参加表明書提出期限（様式１） 平成 29年９月２２日（金）午後 5時まで 

企画提案に関する質疑の受付 平成 29年９月２８日（木）午後 5時まで 

質疑に対する回答 平成 29年１０月２日（月） 

企画提案書の提出締め切り 

平成 29年１０月６日（金）午後 5時必着 

※提出書類の分割提出は認めない。また、提出

期限内未到達の場合、応募を無効とする。 

第 1次審査（書類審査） 

平成 29年１０月１０日（火）予定 

※応募事業者が 4社以上あった場合のみ実施す

る。 

第 1次審査結果通知 平成 29年１０月１１日（水）予定 

第 2次審査（プレゼンテーション） 

平成 29年１０月１９日（木）予定 

 ※日程・時間は、応募書類受付確認後、または

第 1次審査終了後、通知する。 

審査結果通知 平成 29年１０月２０日（金）発送予定 

委託契約の締結予定日 平成 29年１０月下旬 

※日程は変更する場合があります。 

 

 

 

 

 



 

５ 質問の受付 

  本プロポーザル実施要領の内容に不明な点がある場合は、健康福祉課障害福祉係（以下「事

務局」という。）に質問書（様式２）を電子メールにて提出すること。 

 （１）提出期限 平成 29年９月２８日（木）午後 5時まで。 

 （２）回答方法 質問に対する回答は、平成 29 年１０月２日（月）午後 5 時までに、全ての

参加承諾者宛てに電子メールで一括回答する。 

                 Email アドレス  kenko@town.arita.lg.jp 

 

６ 企画提案書の提出 

  参加承諾者で本プロポーザルの提案を行おうとするもの（以下「提案者」という。）は、次

のとおり本プロポーザルに関する「企画提案書等」を提出すること。 

 （１）提出期限 平成 29年１０月６日（金）午後 5時まで。 

 （２）提出方法 ①事務局あてに持参（土日及び時間外は受付ない。）又は送付（郵送、宅急

便）による。持参により提出する以外の場合にあっては、事務局に対し、提

出書類の到達について確認すること。 

         ②必要部数を提出すること。 

③提出書類の分割提出は認めない。また、提出書類の不足又は提出期限内        

 未到達の場合、応募を無効とする。 

④提出書類はいかなる場合でも返却しない。 

⑤提出書類に不備等が発見された場合は補正を求めることがある。 

⑥提出期限後の差し替えは認めない（有田町が差し替えを求める場合を除 

く） 

  （３）提出書類 別表参照 

①提出する書類の規格はＡ4片とじ・横書き・両面とする。 

           企画提案書のみＡ3も可とするが、１枚を折りＡ４の２枚分とすること。 

          ②全体にページを付ける。 

          ③提出部数は 6 部とし、下記提出書類を項目ごとのインデックスを付け、全

体をバインダー等で綴る。 

          ④正本 1 部のみ提案者の企業代表者印を押印し、残りの副本５部は複写可と

する。 
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別表 

 

（４）提出先 〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲 664-4 

       健康福祉課 障害福祉係 村上 

       電 話 0955-43-2237 ＦＡＸ 0955-43-2301 

        

７ 審査方法 

① 応 募事業者が４社以上あった場合のみ、町職員で構成する第 1次審査委員会を設置する。 

  第 1次審査では書類審査を行い３社に絞る。 

② 第２次審査委員会を設置する。①の審査終了後、企画提案書に基づく第２次審査 （プレゼン

テーション）を行い、評価点数の合計による総合評価で最高得点を得た提案者を契約予定者と

する。 

項目 内容 

企画提案書（任意様式） 

・企画提案は１社１案とする。 

・企画提案書の表紙には提案事業タイトルと提案者名を記

入するものとする。 

・必須内容 

①計画策定実施の趣旨 

②計画の目標と重点課題 

③計画書の構成（章立て） 

④工程計画表 

⑤策定の体制（担当研究員の実施実績含む。） 

⑥第 4期有田町障害福祉計画の点検評価を行うとともに就

労定着に向けた取組等国の基本指針に基づいた提言 

会社概要（任意様式） 

① 会社名 

②所在地 

③代表者 

④設立日 

⑤資本金 

⑥従業員数 

⑦事業内容 

⑧組織体制 

⑨情報セキュリティ 

⑩財務諸表 

⑪個人情報保護体制マニュアル 

過去の事業実績（任意様式） 
・障害者プラン・障害者福祉計画を中心に事業完了したも

の。 

見積書（任意様式） 

 

・人件費、間接経費など見積金額の積算根拠を明示した内

訳明細を記載又は添付すること。 



 

③日時    平成 29年１０月１９日（木）を予定 

※ 日程、時間、場所等の詳細は、提案者全てに別途連絡する。 

 ④発表時間  ３０分程度 

   （１提案者につき２０分以内のプレゼンテーションのあと、質疑・応答することとする。） 

 ⑤プレゼンテーションを行う者 本業務に携わる担当者 

 ⑥その他  当日の出席者は１提案者あたり３名以内（プレゼンテーションを行う者を含む）と

し、すべて提案者の雇用する従業員とする。 

 

（１）審査項目 

     

審査項目 審査の視点 配点 

 

 

 

企画提案 

・業務の意図に対する理解度、業務に対する知識・ノウ

ハウの程度 

・本町に対する理解度及び提案内容への反映の程度 

・仕様書との整合性、実現性及び独創性 

・基礎資料の収集・分析方法、意見の集約・反映方法等

の妥当性 

・障害者福祉計画。障害児福祉計画についての把握の程

度 

・作業スケジュールの妥当性 

・説得力・業務に対する取組意欲 

 

 

 

 

３０点 

業務体制 
・人員の確保 

・担当者の能力及び経験等の程度 ２０点 

業務実績 ・類似業務の実績の程度 ２０点 

見積額 ・見積額、積算内訳の妥当性 ３０点 

合計 １００点 

 

（２）結果通知 

    審査結果は、全ての提案者に対して、１０月２０日（金）以降に文書で通知する。 

     

８ 提案者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ・上記３. で規定する参加資格に抵触する場合。 

   ・提案書類において虚偽の内容を記載したとき。 

９ 契約 

  契約内容及び仕様については、採択された企画提案書をもとに、詳細を協議する。 

 



１０留意事項 

  ①企画提案書等の作成経費や旅費等の必要経費等は提案者の負担とする。 

②審査委員会の構成員、提案者名簿等の内容についての質問は一切受け付けない。 

③提出された書類は返却しない。 

１１その他 

  この募集要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

１２事務局（問合せ先） 

 〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲 664-4 

       健康福祉課 障害福祉係 村上 

     電 話 0955-43-2196 ＦＡＸ 0955-43-2237 

     Ｅmail: kenko@town.arita.lg.jp 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


