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石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入込客等動向調査委託業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的  

愛媛県西条市、久万高原町、高知県いの町、大川村は、石鎚山系連携事業協議会（以下、協議会とい

う。）を設立し、石鎚山系を訪れる利用者の満足度向上ならびに安全対策の充実、さらには石鎚山系の

雄大な自然を持続可能な資源とすることを目的に、地域再生計画「石鎚山系の魅力発信及び持続可能な

資源とする事業」をもって、行政の枠を超えた取り組みを進めているところである。 

ただ、この多面的な各種事業を効果的かつ戦略的に取り組むにあたって重要情報となりうる、当該周

辺地域の入込客数やその属性等について、十分な把握が出来ていない。 

そこで登山者のみならず、石鎚山系及び石鎚山系周辺地域を訪れる来訪者の属性や回遊ルート、目的、

また石鎚山系の認知度などを調査・分析することで、石鎚山系の現状及び強み（弱み）を把握し、環境

安全対策やプロモーション等石鎚山系に係る多面的な各種事業の効果的かつ戦略的な実施に繋げること

を目的に調査を行うこととし、この調査業務実施者の選定にあたり、事業者の提案内容及び能力・適正

等を総合的に判断し、本業務に最も適した事業者を選定するための石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入

込客等動向調査委託業務公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名  石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入込客等動向調査委託業務 

（２）業務内容  別紙「仕様書」のとおり 

（３）履行期間  契約締結日から平成30年3月15日（木）まで 

（４）予算規模  11,000,000円以内（消費税及び地方消費税等を含む。） 

 

３ 参加者の資格要件 

プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件を満たしていること。 

（１）対象業務における西条市での競争入札参加資格と同等の基準を満たしていると会長が認めたもの。  

（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（同令第167条の 11第1項において

準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

（３）西条市、久万高原町、いの町、大川村の各工事請負業者指名停止措置規程（平成 16 年西条市訓令第

26号）、及び愛媛県並びに高知県の各建設工事指名停止措置要綱による指名停止を受けていないこと。 

（４）委託事業に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し
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ていること。 

（５）愛媛県暴力団排除条例及び高知県暴力団排除条例に定める暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と

密接な関係を有する者でないこと。 

（６）会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている法人等でないこと。 

 

４ 参加資格の確認について 

（１）基本事項 

公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、様式第 1 号（第 5 条関係）「参加表明書」及び必要書

類を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 

（２）提出先（担当部局） 

   〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷 164番地 

   石鎚山系連携事業協議会企画情報分科会事務局（西条市産業経済部観光振興課内 担当：日野） 

    電話番号  0897-52-1690【直通】 ＦＡＸ  0897-52-1386 

   電子メール kanko@saijo-city.jp 

 

（３）提出書類 

①参加表明書 様式第1号（第5条関係） 

参加表明書添付書類 

(ア) 実施体制 

動向調査を行う上での実施体制を図示してください。 

動向調査を行う際、協議、支援、助言を得るなど、関係企業等が

存在する場合は、できるだけ記入ください。将来の予定でも構い

ません 

(イ) 類似業務受託実績表 

(ウ) グループ届出書 

グループでの参加の場合、参加表明書に添付して提出すること。 

１部 

②身分証明書（発行後3ヶ月以内のもの。個人に限る。） １部 

③住民票の写し（発行後3ヶ月以内のもの。個人に限る。） １部 

④登記簿（発行後3ヶ月以内のもの。法人に限る。） １部 

⑤営業所表 様式第2号（第5条関係） １部 

⑥委任状 様式第 3号（第 5条関係） 

     （対象業務において代理人を置く場合に限る。） 
 

⑦財務諸表(直前決算のもの) 

 ・貸借対照表(個人・法人） １部 

 ・損益計算書(個人・法人） １部 

mailto:kanko@saijo-city.jp
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 ・剰余金処分計算書（法人に限る。） １部 

⑧納税証明書 

・法人税（個人の場合は所得税）、消費税及び地方交付税 

【未納がない証明】 

・西条市、久万高原町、いの町、大川村内に本社（店）、支社（店）

又は営業所等を有する場合は、納期到来分までの税全般 【滞

納がない証明】 

1部 

 

（４）参加形態 

   参加形態は、1社または複数の企業で構成されるグループ（以下「グループ」という。）とする。 

   グループで参加する場合は、グループ届出書を提出ものとする。 

（５）提出方法 持参又は郵送（一般書留又は簡易書留による。提出期限必着）  

   ※グループで参加する場合は、参加表明書等関係書類を構成員全員分提出するものとする。 

（６）提出期限 平成29年8月8日（火）17時15分（必着） 

（７）確認結果の通知について 

平成29年8月 9日（水）までに、様式第1号（第5条関係）「参加表明書」に記載の電子メールア

ドレスに確認結果を通知するとともに、提案書を提出していただく者として選定した者に対しては、

書面（選定通知書）で通知する。 

 

５ 非選定理由に関する事項 

（１）様式第 1 号（第 5 条関係）「参加表明書」を提出した者のうち、提案書を提出していただく者として

選定されなかった者に対しては、別途選定されなかった旨とその理由（非選定理由）を協議会会長（事

務局）から書面（非選定通知書）で通知する。 

（２）上記（１）の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日（西条市の休日を定める条

例（平成 16 年条例第 12 号）第 1 条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内

に、協議会会長（事務局）に対して書面で非選定理由の説明を求めることができる。なお、説明請求の

受付場所及び受付時間は以下のとおりとする。 

     受付場所：石鎚山系連携事業協議会企画情報分科会事務局（西条市産業経済部観光振興課内） 

     受付時間：8時30分～17時15分（※休日を除く。） 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面で行う。 

（４）上記（３）の回答を受けた者は、その回答に不服がある場合は、回答を受理した日の翌日から起算し

て10日以内に協議会会長に対して申立てることができる。  
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６ 仕様書等に対する質問について 

（１）提出先及び提出方法 

４（２）に掲げる提出先の電子メールアドレスに電子メールで提出すること。（任意様式）あわせて、

電子メールを送信した後に、協議会企画情報分科会事務局（西条市産業経済部観光振興課）まで送信

した旨の電話をすること。 

（２）受付期間  公表から平成29年8月16日（水） 17時15分まで【必着】 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、参加資格に適する旨を通知したすべての者に対して行う。 

但し、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接にかかわるものについては、質問者に

対してのみ回答する。 

なお、当該回答は、要領や仕様書に記載する内容の追加または修正とみなす。 

（４）回答期限  質問を受理した日から3日間（休日は含まない。）以内とする。 

（５）そ の 他  受付期間以外の質問については、いかなる理由があっても回答しない。 

 

７ 企画提案書等の提出について 

  提案者は、次の企画提案書等を提出するものとする。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書提出届（様式１・１枚） 

イ 会社概要（様式２・１枚） 

    （記載項目）会社名、本社所在地、代表者職・氏名、従業員数、主な業務内容 

    グループ申請の場合は、構成員全員分を提出すること。 

ウ 実施体制 （参加表明書提出時の書類を再度添付してください。） 

エ 類似業務受託実績表 （参加表明書提出時の書類を再度添付してください。） 

オ 実施スケジュール （任意様式） 

カ 石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入込客等動向調査基本方針案（様式任意・10枚以内（Ａ３可）） 

今回の入込客等動向調査について、下記項目別を踏まえ、基本方針案を明示してください。また、

提案したい内容を含めて基本方針案を作成ください。 

＜項目＞ 

  ・基本方針は下記の 6点    

(ｱ) 登山ルートにおける登山者の入込数及び属性等動向についての調査分析であること。 

(ｲ) 石鎚山系及び石鎚山系周辺地域（愛媛県西条市、久万高原町、高知県いの町、大川村を中心

とした地域）における登山者のみならず、観光、ドライブ、サイクリングなどの入込客の属
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性、目的等動向についての調査、分析の提案であること。 

(ｳ) 石鎚山系の認知度調査の調査方法及び分析について具体的かつ狙いとポイントが明記された

提案であること。 

(ｴ) 既存観光資源の魅力度調査の調査方法及び分析について具体的かつ狙いとポイントが明記さ

れた提案であること。 

(ｵ) 調査、分析結果が視覚的工夫などを用いて理解しやすいものとすること。 

(ｶ) 石鎚山系連携協議会が今年度実施している事業との連携が図れる活用方法及び来年度実施事

業への調査分析結果の戦略的、効果的活用方法案が提案されていること。 

キ 見積書（様式５・１枚） 

    委託業務の実施に要する経費の内訳（項目、数量、単価、金額等）を明らかにした見積書を添付し

てください。 

（２）関係資料の交付 

ア 関係資料 

   (ｱ) 公募型プロポーザル実施要領（本資料） 

 (ｲ) 石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入込客等動向調査委託業務仕様書    

 イ 交付方法   関係資料は、西条市の観光振興課のホームページに掲載しているので、各自ダウンロ

ードして使用すること。 

（３）提出部数   15部（正本1部、副本14部） 

（４）提出期限  平成29年8月21日（月）17時15分（必着） 

（５）提出場所  ４（２）に掲げる提出先 

（６）提出方法  持参又は郵送（一般書留又は簡易書留による。提出期限必着） 

（７）その他   提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 

但し、提案書の部分的な差し替えは認めない。 

 

８ プレゼンテーション及びヒアリング審査の実施 

次のとおりプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施する。 

（１）実施日時  平成29年8月24日（木） ※詳細な日時は後日連絡します。 

（２）実施場所  西条市役所会議室（予定） 

（３）実施時間  一提案者につき45分以内 

プレゼンテーション 30分以内、ヒアリング審査 15分以内 

（４）留意事項 

    プレゼンテーション及びヒアリング審査は、提出した提案書等を基に行うこと。 
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プレゼンテーション実施にあたっては、パソコン・プロジェクター等による説明は許可する。この

場合、プロジェクター及びスクリーンは協議会が用意するが、パソコン、その他機器等は持ち込み

可能な範囲の機器とし、参加者が持参すること。なお、プレゼンテーション・ヒアリング審査は個

別に行い、非公開とする。 

 

９ 審査基準 

評価項目 評 価 事 項 評価基準点 

業務の基本方針に

ついて 

・当業務の内容及び目的を十分に理解され、整合性が取れた計画と

なっているか。 
１０点 

実施体制 
・業務遂行に必要な人員および事務局との協議に応じる体制が確保

されているか。 
１０点 

業務実績 
・類似業務の履行実績があり、担当者の経験や実績が十分で、必要

な知識を有しているか。 
５点 

実施スケジュール ・スケジュールが具体的に設定され、実現性、妥当性があるか。 ５点 

提案内容 

・基本方針（ｱ）登山ルートにおける登山者の入込数及び属性等動向

についての調査分析であること。 
１０点 

・基本方針（ｲ）石鎚山系周辺地域

（愛媛県西条市、久万高原町、高知

県いの町、大川村を中心とした地

域）における登山者のみならず、観

光、ドライブ、サイクリングなどの

入込客の属性、目的等動向について

の調査、分析の提案であること。 

調査対象、調査サンプル数が

明記され、適当な提案になっ

ているか。 

１０点 

調査手法及び項目、分析方法、

またそれら狙いとポイントが

明記された提案されている

か。 

１０点 

基本方針（ｳ）石鎚山系の認知度調査の調査方法及び分析について具

体的かつ狙いとポイントが明記された提案であること。 
５点 

基本方針（ｴ）既存観光資源の魅力度調査の調査方法及び分析につい

て具体的かつ狙いとポイントが明記された提案であること。 
５点 

基本方針（ｵ）調査、分析結果のまとめ方方針に工夫が見られること。 ５点 
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基本方針（ｶ）石鎚山系連携協議会が今年度実施している事業との連

携が図れる活用方法及び来年度実施事業への調査分析結果の戦略

的、効果的活用方法案が提案されていること。 

１０点 

審査対応 
・分かり易い説明がなされたか。 

・質問に対して的確な回答がなされたか。 
５点 

見積額 ・実務を実施するための金額として妥当か。 １０点 

合計 １００点 

 

10 失格要件         

次に掲げるいずれかの要件に該当した者は失格とする。 

（１）提出期限までに企画提案書を提出しなかった者 

（２）提出書類に虚偽の記載をした者 

（３）参加資格要件を満たさない者 

（４）直接、間接を問わず審査委員会の委員に連絡を求めた者 

（５）審査委員会が本応募事項に違反すると認めた者 

（６）その他この実施要領に定める手続、方法等を遵守しない者  

 

11 審査方法 

（１）審査は、石鎚山系及び石鎚山系周辺地域の入込客等動向調査委託業務に係るプロポーザル選定委員会

（以下「選定委員会」という。）が審査基準に基づき提案書、プレゼンテーション及びヒアリング審査に

より行い、評価点が50点以上の者、かつ、最も評価点の高い事業者を特定する。 

（２）評価点の合計が同点の場合は、選定委員会の多数決により選考する。 

（３）参加者が１社になった場合でも審査を行い、評価点が50点以上であれば特定する。 

 

12 審査結果の通知 

  審査結果については、審査終了後速やかにプレゼンテーション及びヒアリング審査実施事業者全 

員に文書で通知する。なお、審査経過及び内容に関する質問等には一切回答しない。 

 

13 非特定理由に関する事項 

（１）提出した提案書が特定（採用）されなかった者に対しては、特定（採用）されなかった旨とその理由
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（非特定理由）を書面（非特定通知書）で通知する。 

（２）上記（１）の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 7日（西条市の休日を定める条

例（平成16年条例第12号）第1条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、

協議会会長（事務局）に対して書面で非特定理由について説明を求めることができる。なお、説明請求

の受付場所及び受付時間は以下のとおりとする。 

受付場所：石鎚山系連携事業協議会企画情報分科会事務局（西条市産業経済部観光振興課内） 

受付時間：8時30分～17時15分（※休日を除く。） 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に書面で行う。 

（４）上記（３）の回答を受けた者は、その回答に不服がある場合は、回答を受理した日の翌日から起算し

て10日以内に協議会会長に対して申立てることができる。  

 

14 契約に関する基本的な事項    

（１）公募型プロポーザルに関する要領 

西条市プロポーザル方式事務処理要領に基づき執行する。 

（２）契約事項に関する規則 

 西条市会計規則及び西条市契約規則に基づき執行する。 

（３）契約保証金は徴収しない。 

（４）特定した事業者が契約を締結しない場合又は協議が整わなかった場合は、その特定（採用）を取り消

すとともに、選定委員会において次点となった者を特定した事業者として選定し、契約内容について

協議を行った上で契約を締結する。 

 

15 その他 

（１）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった

者は、提案書を提出することができないものとする。 

（２）参加表明書の作成及び提案書の作成・提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（３）虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対

して指名停止措置を行うことがある。 

（４）提出された参加表明書及び提案書は返却しない。 

（５）提出された参加表明書または提案書は、提出者に無断で提案書を提出していただく者の選定及び提案

書の特定以外に使用しない。 

（６）提案書に記載した予定技術者等は、病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更できないもの

とする。 


