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津山市ＢＰＲによる業務効率化推進業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１．目的

本要領は、「津山市ＢＰＲによる業務効率化推進業務」に係る契約の相手方となる事業者

の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

なお、本プロポーザルは、津山市議会における令和４年６月補正予算議決前の準備行為と

して実施するもので、議会において予算の否決又は本プロポーザルに係る予算の減額があ

った場合、本プロポーザルの実施について効力を失うことがあるものとする。これに伴い、

プロポーザル参加者に損害を与えることがあっても、市はその損害の責めを負わない。

２．業務概要

(1) 業務名称 津山市ＢＰＲによる業務効率化推進業務

(2) 業務内容 別紙「津山市ＢＰＲによる業務効率化推進業務仕様書」による

(3) 業務期間 契約締結日から令和５年３月３１日まで

３．見積限度額

１１，０００，０００円（消費税額及び地方消費税額含む）

４．実施形式

公募型プロポーザル

５．スケジュール

令和４年５月２０日（金） ：公募開始（ホームページ及び公告板）

５月２７日（金）午後５時：質問提出〆切

６月 ３日（金） ：質問回答予定（ホームページ）

６月１０日（金）午後５時：参加申込〆切

６月１５日（水） ：参加資格審査通知送付

６月２１日（火）午後５時：企画提案書等の提出締切

６月３０日（木） ：審査（プレゼンテーション審査）実施

７月１５日（金） ：審査結果通知・公表

６．参加資格

本プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件を満た

すこと。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年施行令第１６号）第１６７条の４第１項に規定す

る者に該当しないこと。
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(2) 津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（令和２年津山市告示第１

号。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止措置（指名保留を含む。）の期

間中でないこと。また、指名停止要綱に基づく指名停止等の基準に該当していないこ

と。なお、公募開始の日から、結果通知の日までの間に上記に該当する場合は、参加

資格を失うものとする。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。

(4) 津山市暴力団排除条例（平成２３年津山市条例第２１号）第２条第１号に規定す

る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同上第３号に規定する暴力団員等（以

下「暴力団員等」という。）でないこと。また暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していないこと。

(5) 国税、岡山県税、津山市税並びに申請者（受任者がいる場合は受任者）の属する市

区町村税を滞納している者でないこと。

(6) 平成３１年４月１日以降に、行政業務のＢＰＲ（業務量・調査）コンサルティング

の受託実績があることに加え、業務の中でＡＩやＲＰＡ等を活用した実証実験を実

施していること。

７．質問・回答

(1) 提出方法

別添の質問書（様式第１号）により、電子メールで提出すること。電子メール以

外の方法による質問は受付しない。

(2) 提出期限 令和４年５月２７日（金）午後５時まで（必着）

(3) 提出先 総務部行財政改革推進室の電子メールアドレス

アドレス gyoukaku@city.tsuyama.lg.jp

(4) 回答方法 津山市総務部行財政改革推進室のホームページにて公表

ＵＲＬ https://www.city.tsuyama.lg.jp/city/index2.php?id=8934

(5) 回答日時 令和４年６月３日（金）

８．参加申込・参加承認

(1) 提出書類

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領及び仕様書、津山市契約規

則その他の関係諸法令を理解・遵守のうえで、次に定めるところにより、参加申込

書等を提出すること。

ただし、令和３・４年度津山市指名業者登録名簿（物品・役務）に登録のある者

は、次の書類のうちカ・キ・ク・ケ・コの書類を省略することができる。
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また、新型コロナウイルス感染症の影響等により税の猶予制度（納税の猶予・換

価の猶予・特例猶予）を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、税

の猶予制度の適用を受けていることを示す書類の写しを提出すること。

ア 津山市「ＢＰＲによる業務効率化推進業務」公募型プロポーザル参加申込書兼

誓約書（様式第２号）

イ 事業者概要書（様式第３号）

ウ 業務実施体制（様式第４号）

本業務を実施するに当たり、必要な人員体制を記載すること。

企画提案書の提出者以外の企業等に所属する者を監理技術者又は担当技術

者とすることは認めない。

エ 業務実績書（様式第５号）

平成３１年４月１日以降に、行政業務のＢＰＲ（業務量・調査）コンサルテ

ィングの受託実績があることに加え、業務の中でＡＩやＲＰＡ等を活用した

実証実験を実施した業務委託について地方公共団体と契約した実績のうち、

既に完了した業務について記載すること。

オ 現受注業務概要（様式第６号）

令和４年４月 1日時点で、上記エに示す業務を受注している場合、その内容

について記載すること。

カ 津山市暴力団排除条例に係る誓約書（様式第７号）

キ 法人の国税の納税証明書の写し（令和４年４月１日以降証明分）

ク 法人の岡山県税の納税証明書（令和４年４月１日以降証明分。岡山県に課税が

ある場合のみ。）

ケ 法人の津山市発行の市税等納税証明書（令和４年４月１日以降証明分。津山市

に課税がある場合のみ。）

コ 申請者の本社が所在する市区町村発行の市区町村税等納税証明書（令和４年

４月１日以降証明分）

サ 登記事項証明書（現在事項証明）の写し（令和４年４月１日以降証明分）

シ 印鑑証明書

ス 財務諸表の写し（直近決算のもの）

セ 委任状（必要に応じて。様式第８号）

(2) 提出期間 令和４年６月１０日（金）午後５時まで（必着）

(3) 提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到着、

持参したものについては受付しない。

(4) 提出先 総務部行財政改革推進室 〒708-8501 岡山県津山市山北５２０

(5) 提出部数 各１部
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(6) 結果通知

電子メール及び郵送にて、令和４年６月１５日（水）に参加の可否を送付する。

９．企画提案書の作成及び提出方法

(1) 応募に必要な企画提案書類等

ア 企画提案書（様式自由）

・以下の内容をＡ４判で１０ページ以内にまとめること。

・ページ数は、表紙、目次を含まずに、下記の（ａ）から（ｅ）までの事項を踏

まえて作成すること。

・企画提案書の提出は１者につき１案とする。

（ａ）仕様書に示す業務内容の具体的手法や工夫についての提案

（ｂ）本業務における実施体制

（ｃ）本業務全体のスケジュール

（ｄ）その他ＢＰＲの推進に関する提案

（ｅ）仕様書に記載のない独自のノウハウや提案

イ 企画提案書表紙（様式第９号）

ウ 提案価格に関する書類（様式第１０号）

・見積書とあわせて、具体的な積算内訳書も添付すること。

・積算内訳書の用紙サイズはＡ４縦とし、様式は任意とする。

(2) 提出期限 令和４年６月２１日（火）午後５時まで（必着）

(3) 提出先 総務部行財政改革推進室 〒708-8501 岡山県津山市山北５２０

(4) 提出部数 正本１部、副本１０部

ただし、企画提案書は紙媒体での提出とは別に、ＰＤＦファイルを電

子メール又はＣＤ－ＲＯＭで送付すること。

(5) 提出方法

ア 持参

・土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分（提出期限

日は午後５時）までの間に、総務部行財政改革推進室に持参すること。

・なお、持参する際は、あらかじめ提出日時を担当課まで連絡すること。

イ 郵送

・郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし、上記の提出期限内の必着とする。消

印有効ではないため注意すること。

１０．審査概要

(1) 審査方法

本プロポーザルの審査は、提出された企画提案書等について、書面又はプレゼン
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テーション等により、審査基準に基づく審査を行い、最も得点の高かった者を最優

秀提案者として選定する。

①１次審査（書類審査）

１次審査は書類審査とし、「８．参加申込・参加承認」に記載してある必要な書類

をもとに、１次審査通過提案者を選考する。

ただし、参加申込が５者以上あった場合は、業務実施体制（様式第４号）や、業務

実績書（様式第５号）及び現受注業務概要（様式第６号）について比較し、別に定め

る審査基準のうち、「提案者の業務遂行能力」を基準として、５者程度に絞り込むこ

とがある。

なお、１次審査の結果については、参加申込のあった応募者全員に対して、書面に

より通知する。

②プレゼンテーション及びヒアリング

ア 審査日程 令和４年６月３０日（木）

イ 会場 津山市役所本庁舎内会議室（所在地：岡山県津山市山北５２０）

(2) 審査委員会

審査は、津山市ＢＰＲによる業務効率化推進事業プロポーザル審査委員会で実

施する。

・委員構成 委員長：総務部長

委員 ：総務課長、人事課長、情報政策課長、契約監理室長

(3) 審査基準及び配点

本プロポーザルは、別表第１に定める「津山市ＢＰＲによる業務効率化推進業務」

に係る審査基準に基づき審査する。

(4) 審査結果

審査の結果については、以下のとおり審査を受けた者に対して通知する。

①通知方法 審査結果は書面により通知する。

②通知時期 審査結果通知 令和４年７月１５日（金）予定

なお、候補者として決定されなかった者が、その理由を求めることがで

きる期間は、通知を受けてから７日以内とする。

１３．契約

最優秀提案者と、契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに手続きを行う。

なお、協議により、最優秀提案者と契約ができない場合は、次点者と契約について協議

するものとする。

１４．情報公開

プレゼンテーション及びヒアリングの審査結果は、津山市ホームページ上で公表する。
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公表する内容は以下のとおりとする。

なお、企画提案者から提出された企画提案書等は、津山市情報公開条例第７条第３号の

規定（開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当

な利益を害するおそれがあるもの）に基づき、開示しないものとする。

(1) 最優秀提案者名（最優秀提案者以外の者は仮名で公表する）

(2) 評価順位及び点数

(3) 見積金額（最優秀提案者のみ）

１５．提出書類の取扱い

(1) 提出されたすべての書類は、返却しない。

(2) 提出後の書類の差替え及び追加・削除は認めない。

(3) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査以外には使用しない。

１６．その他

(1) 費用負担

書類作成及び提出に係る費用等の必要経費は、すべて提出者の負担とする。

(2) 参加辞退

参加申込後又は企画提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに書面（任

意様式）により、辞退の旨を担当課あてに提出すること。

(3) 失格事項

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 参加資格要件を満たしていない場合

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ 実施要領等で示された、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

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合

オ プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合

カ 見積限度額を超えた見積の場合

キ 審査基準で設定する、最低基準点を下回った場合

(4) 著作権等の権利

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとす

る。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、市

が必要とする場合は、あらかじめ受託先に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。

(5) プレゼンテーション審査において最優秀提案者の評点が、同点の者が複数となっ

た場合においては、くじびきで受託候補者を決定するものとする。
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(6) 参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異

議を申し立てることはできない。

１７．問い合わせ先

津山市総務部行財政改革推進室

〒７０８－８５０１ 岡山県津山市山北５２０ 担当：国本・美若

ＴＥＬ（０８６８）３２―２０２８

電子メール gyoukaku@city.tsuyama.lg.jp


