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第３次射水市総合計画策定支援業務委託に関する質問回答書 

No 質問箇所 質問 回答 

1 

仕様書（３頁） ５（３）① 

市民意識調査（アンケート）の実施

と報告書の作成【令和３年度】 

市民意識調査の内容として、「アンケートは、対象者ご

とに異なる調査票（紙の調査票又はＷＥＢ上の調査票）を

使用する」と記載されていますが、市民意識調査の設問は

１種類で、回答方法が異なると理解すればよろしいでし

ょうか。 

 「５ 業務概要」の内容は、総合計画策定に必要

と思われる最低限の事項を示したものです。 

 仕様書に記載のない項目も含めて委託料上限金

額の範囲内で、本業務の実施にあたり、効果的かつ

独創性のある提案を期待するものです。 

 アンケートの調査項目、調査手法等は、提案内容

に基づき、市と受託事業者との協議により取り決め

るものとします。 

 

2 

仕様書（３頁） ５（４） 

基本構想及び基本計画の策定支援 

総合計画の構成は、①基本構想、②基本計画、③実施計

画とすることが示されていますが、仕様書では「（４）基

本構想及び基本計画の策定支援」と記載されています。 

実施計画に関しては庁内で策定されたものを、計画書

に盛り込むと考えればよろしいでしょうか。 

 

 実施計画の策定は、本業務に含みません。 

 

3 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打ち合わ

せ 

「総合計画審議会・専門部会（５回程度を想定）」と記

載がありますが、例えば総合計画審議会を２回、専門部会

を３回など、合計で５回と理解してよろしいでしょうか。 

 

 審議会、専門部会（３部会程度）それぞれ５回程

度（延べ２０回程度）を想定しています。 

委託料上限金額の範囲内で開催回数や開催手法

を含めた業務実施計画についてご提案ください。 

 

4 

仕様書（４頁） ６ 

（２）計画書原案 ２部及び電子デー

タ（市が指示するファイル形式） 

（３）計画書概要版 ２部及び電子デ

ータ（市が指示するファイル形式） 

計画書原案及び計画書概要版に関しては、印刷原稿に

仕上げる際に、レイアウトデザインソフト（例えばインデ

ザイン等）での作成が必要になると思われます。 

本業務では、計画書原案、計画書概要版に関しては、ワ

ードファイル及びそれを基とした PDF ファイルの納品と

考えてよろしいでしょうか。それともインデザイン等で

印刷用に仕上げたファイル形式での納品が必要でしょう

か。 

 

 修正可能なデータ（ＷＯＲＤ又はＥＸＣＥＬファ

イル）及びＰＤＦデータを想定しています。 

 

5 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打合せ 

総合計画審議会・専門部会（５回程度を想定）とある

が、合わせて５回程 

度でしょうか。それとも、それぞれ５回程度 でしょうか。 

 

Ｎｏ３のとおりです。 



- 2 - 

 

6 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打合せ 

策定調整委員会等庁内組織は、合計 で何回程度を実施

する予定でしょうか。また、出席は必要でしょうか。 

総合計画審議会・専門部会への参加は必須です。 

これ以外の策定調整委員会やタウンミーティン

グ等の会議への出席等の支援は、提案内容に基づ

き、市と受託事業者との協議により取り決めるもの

とします。 

7 

仕様書（３頁） ５（３） 

市民参加を図る事業の運営支援 

②市政検証結果の反映【令和３年度】において、市が実

施するタウンミーティングや 学生・高等学校生徒等 の

意見反映 とあるが 、これは、市が実施予定であり、その

結果を計画に反映することと考えてよいでしょうか。そ

れとも、実施方法から提案する必要がありますでしょう

か 

「５ 業務概要」の内容は、総合計画策定に必要

と思わる最低限の事項を示したものです。 

 市民の意見を広く取り入れるための方法として、

タウンミーティングの開催等を計画しています。 

 市民ニーズを広く集め総合計画の将来像等に落

とし込むための支援手法をご提案ください。 

 

8 

実施要領（１１頁） （別紙） 

企画提案書に係る審査項目 

審査項目「業務実施体制」の評価内容において、「組織

体制、人員配置及び役割分担の具体性」「技術者の配置、

実施体制、市への支援体制の妥当性」の２項目 がある

が 、評価内容の意図するところを、その違いを、それぞ

れご教示頂けますでしょうか。 

 

 評価の内容については、お答えできません。 

 

9 

仕様書（３頁） ５（３）② 

市政検証結果の反映【令和３年度】 

「市が実施するタウンミーティング」とありますが、タ

ウンミーティングは何回程度、延べ何地区程度を想定さ

れていますでしょうか。また、タウンミーティングに関し

ては受託業者の参加（参加、議事録作成）を想定している

という認識で間違いないでしょうか。 

 

 Ｎｏ６のとおりです。 

 タウンミーティングの開催回数・手法等は検討中

です。 

 

10 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打ち合わ 

せ 

 

「総合計画審議会・専門部会（５回程度を想定）に出

席」とありますが、前計画の策定時は審議会を計５回、専

門部会は３回の開催実績があります。今回も、「５回程度

の開催」とは、審議会を５回開催し、専門部会はその限り

ではないという認識でよろしいでしょうか。 

 

 Ｎｏ３のとおりです。 

 

11 

仕様書（４頁） ６  

成果品 

 

本業務は令和３年度、令和４年度の２か年の工期とな

っていますが、成果品はそれぞれの年度で納品する必要

があるのでしょうか。それとも成果品は全体で令和４年

度末に納品する形なのでしょうか。 

また、それぞれの年度で納品する場合の成果品は、契約

後協議を行って決めるものと考えればよろしいのでしょ

うか。 

 提案内容や見積内訳書（年度ごと、項目ごとの内

訳がわかるもの）、契約後の協議により決定するも

のとします。 
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12 

仕様書（３頁） ５（３）① 

市民意識調査（アンケート）の実施

と報告書の作成【令和３年度】 

市民意識調査は対象者ごとに紙の調査票又は WEB 上の

調査票を使用するとありますが、対象者数 5,000 人程度

におけるそれぞれの概ねの数又は想定される対象者をご

教示頂けますでしょうか 。 

または、紙媒体か WEB かを選択するのは対象者という

想定でしょうか。 

 Ｎｏ１のとおりです。 

 

13 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打ち合わ  

せ 

 

総合計画審議会・専門部会については「出席し、会議の

運営支援を行う」とされていますが、専門部会は複数の部

会に分かれる分科会形式となるのでしょうか。またその

場合の開催は、同日・同一時間帯となるのでしょうか。又

は、日時は異なることを想定されているのでしょうか。 

 

 前段はＮｏ３のとおりです。 

 専門部会の開催日時は、それぞれの部会長と協議

の上、決定することになります。 

 

14 

仕様書（３頁） ５（３） 

市民参加を図る事業の運営支援 

“②市政検証結果の反映”にタウンミーティング等の

記載がございますが、これらの会議等への出席は必要で

しょうか。また、現時点での開催時期及び回数等のご想定

はございますでしょうか。 

 Ｎｏ６及びＮｏ９のとおりです。 

15 

様式集 （様式Ⅰ-2）参加申込書、 

（様式Ⅰ-3）応募資格確認申請書、

（様式Ⅲ-2）企画提案に関する誓約

書 

上記項目の３つの様式については、申込・申請者の印の

指示はありませんが、印は不要という解釈でよろしいで

しょうか。 

 お見込みのとおりです。 

16 

実施要領 

（５頁） 

第２章２-３（４）④添付書類 

（表中）Ｎｏ７業務実績書 

（１１頁） 

（別紙）企画提案に係る審査項目 

（表中）＜企画提案評価点＞業務

実施体制－事業実績（本市

の個別計画の実績含む）か

ら見たい業務遂行能力 

２-３受託事業者の募集（４）参加申込書の提出 ④添

付書類＿7業務実績書では「過去 10 年間の総合計画策定

支援業務実績の一覧」となっています。 

一方、（別紙）企画提案に係る審査項目＿企画提案評価

点＿業務実施体制＿事業実績では「事業実績（本市の個別

計画の実績を含む）～」となっております。 

業務実績書には、総合計画以外の貴市に係る計画策定

業務についても実績として記載できると解釈してよろし

いでしょうか。 

 業務実績書には、総合計画策定支援業務の履行実

績のみを記載してください。 

総合計画以外の本市の個別計画の実績について

は、企画提案書に記載してください。 

 

 

17 

実施要領（７頁） 第２章２-３（６） 

⑤企画提案書の様式等 

キ 附属資料等の添付 

２-３受託事業者の募集（６）企画提案書等の提出 ⑤

企画提案書の様式等 キ 附属資料等の添付に関してです

が、この附属資料は企画提案書一式（Ａ4 サイズ綴じ込み

10 頁以内）には含まれない別資料になると思われますが、

この附属資料に関する制限や規定などありますでしょう

か。また、この附属資料は評価の対象ではないという解釈

でよろしいでしょうか。 

 附属資料等は企画提案書一式に含むものです。提

案書の構成における本編、資料編のイメージです。 

 よって、表紙を除き附属資料等を含めて１０ペー

ジ以内です。 
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18 

仕様書（３頁） ５（３）② 

市政検証結果の反映【令和３年度】 

 

５業務概要（３）市民参加を図る事業の運営支援 ②市

政検証結果の反映【令和 3 年度】では、「市が実施するタ

ウンミーティングや学生・高等学校生徒等の意見を計画

に反映する。」とありますが、委託内容としては、市が実

施したタウンミーティングや学生協議会等での結果資料

の提供を受けて、それらの計画への反映を検討するとい

う解釈でよろしいでしょうか。また、開催時期等について

想定があればお教えください。 

 

 前段はお見込みのとおりです。 

 開催時期等については、検討段階です。 

19 

仕様書（３頁） ５（３）③ 

パブリック・コメントの実施支援

【令和４年度】 

５業務概要（３）市民参加を図る事業の運営支援 ③パ

ブリック・コメントの実施支援 では、「…パブリック・コ

メントについて、実施手法、～の支援を行う。」とありま

すが、パブコメの実施に関しては、既に市において規定さ

れている内容や事項に沿って実施されていくものと解釈

していますが、実施手法に関して、どのような支援を想定

されているのかお教えください。 

 

広く市民等から意見及び情報を求めるために独

創性のある手法があればご提案ください。 

20 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打合せ 

５業務概要（５）審議会等の運営支援及び打合せ では、

「総合計画審議会・専門部会（５回程度を想定）に出席

し、～」とありますが、審議会、専門部会ごと各５回程度

という解釈でよろしいでしょうか。 

 

Ｎｏ３のとおりです。 

21 

仕様書（３頁） ５（５） 

審議会等の運営支援及び打合せ 

５業務概要（５）審議会等の運営支援及び打合せ につ

いて、審議会・専門部会の開催や市議会への上程（報告）

等に関して、既に想定されている時期等がありましたら

お教えください。 

 審議会・専門部会の開催については、No３のとお

りです。 

議会には進捗状況等について随時報告し、令和４

年度中にブリック・コメントを実施した後、議会の

承認を得ることを想定しています。 

 


