
富山県農業振興支援その２業務に係る企画競争応募要領 

 

１．総則 

富山県農業振興支援その２業務（以下「業務」という。）に係る企画競争の実施につい

ては、この要領に定める。 

 

２．業務内容 

業務の内容は、別添「仕様書」のとおりとする。 

 

３．予算額 

業務の予算総額は、8,000,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）未満とする。 

 

４．実施期間 

業務の実施期間は契約締結の日から令和３年３月２２日までとする。 

 

５．参加資格 

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第７０条の規定に該当しない者であ

ること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）農林水産省競争参加資格（全

省庁統一資格）の「役務の提供等」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に

格付けされた者で、競争参加地域「東海・北陸」及び営業品目「３０１広告・宣伝」の

資格を有する者であり、富山県内に本店、支店又は営業所があること。 

（４）企画書等の提出期限の日から開札日までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品

の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を

受けている期間中でないこと。 

 

６．参加表明書の作成について 

本業務に企画提案書の提出を希望するものは、別紙様式１「業務企画に関する参加表

明書」を作成すること。提出については、下記の第８に記載する。 

 

７．企画提案書の作成について 

参加表明書を提出した者は、次に示す書類を作成すること。なお、使用する言語は日

本語とする。 

（１）富山県農業振興支援その２業務に係る企画書（別紙様式２） 

（２）経費内訳書 

業務を実施するために必要な経費のすべての額（消費税等の一切の経費を含む。）を

記載した内訳書 

（３）提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

（４）令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）農林水産省競争参加資格（全

省庁統一資格）の「役務の提供等」における資格審査結果通知書の写し 

（５）ワーク・ライフ・バランス等の推進に取り組む企業に関する資料 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企業）、

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業、プラチナくるみん認定



企業）及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定）を

うけている者である場合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況が確認できる

資料 

 

８．参加表明書及び企画提案書の提出について 

（１）提出方法 

この応募要領に基づき参加表明書及び企画提案書を作成し、持参、郵送（書留郵便

に限る。）又は特定信書便のいずれかの方法で１部提出すること（期間内に必着のこ

と。）。 

ただし、提出する企画提案書は１者につき１点に限る。 

（２）提出先 

「第１３ 応募・照会等窓口」に同じ。 

（３）提出機関 

令和２年５月２５日（月）から令和２年６月１９日（金）まで。 

ただし、行政機関の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（最終日は午後３

時まで）。 

 

９．参加表明書及び企画提案書の取扱い 

（１）参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）提出された参加表明書、企画提案書及び付属資料は返却しない。 

（３）提出された参加表明書及び企画提案書は、本業務に係る事務手続き以外の目的で提出

者に無断で使用しない。 

（４）受領期限以降における参加表明書、企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

 

１０．審査の実施 

（１）審査は、「富山県農業振興支援その２業務の企画審査について」（別紙）に基づき、提出

された企画書等の内容について行い、業務の目的に最も合致し優秀な企画を提出した

１者を選定し、契約候補者とする。 

（２）審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

 

１１．応募要領に関する質問の受付及び回答並びに貸与資料の閲覧 

（１）応募要領に関する質問は、次に従い文書（様式自由）により提出すること。 

なお、文書には回答を受け付ける窓口担当の部署、氏名、電話番号を併記すること。 

１）受付期間 

令和２年５月２５日（月）から令和２年６月１９日（金）まで。 

ただし、行政機関の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（最終日は午後３

時まで） 

２）提出先 

「第１３ 応募・照会等窓口」に同じ。 

３）提出方法 

持参、郵送（書留郵便に限る。）又は特定信書便のいずれかの方法により提出するも

のとし、電送等によるものは受け付けない。 

（２）１の質問に対する回答は、質問を受理した日の翌日から起算して７日（行政機関の休

日を含まない。）以内に電送又は電子メールにより行うほか、次のとおり閲覧する。 

１）閲覧期間 

質問に対する回答日から令和２年６月１９日（金）まで。 



ただし、行政機関の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（最終日は午後３

時まで）。 

２）閲覧場所 

「第１３ 応募・照会等窓口」に同じ。 

（３）業務仕様書第６に示す貸与資料については、次のとおり閲覧する。なお、閲覧を希望

する場合は、「第１３ 応募・照会等窓口」に事前に連絡すること。 

１）閲覧期間 

令和２年５月２５日（月）から令和２年６月１９日（金）まで。 

ただし、行政機関の休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで（最終日は午後３

時まで） 

２）閲覧場所 

「第１３ 応募・照会等窓口」に同じ。 

 

１２．契約の締結 

分任支出負担行為担当官北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所長が、契約候補

者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し契約を締結する。 

 

１３．応募・照会等窓口 

〒９２３－０８０１ 

石川県小松市園町ホ８５－１ 

北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所 

担当：調査課 調整係  広谷友弥 

ＴＥＬ：０７６１－２１－９９１１ 

Ｍａｉｌ：tomonari_hirotani210@maff.go.jp 

 

mailto:tomonari_hirotani210@maff.go.jp


〔企画書記載例〕 

令和  年  月  日 

 

北陸農政局 

西北陸土地改良調査管理事務所長 殿 

 

 

住 所 ○○県○○市○○町○○ 

商号又は名称 株式会社○○○○ 

代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

 

 

富山県農業振興支援その２業務に係る企画書 

 

１．業務実施方針及び手法 

①業務の実施方針 

株式会社○○○○では、本業務の目的を踏まえ、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○に努めます。 

 

②業務のフローチャート及び工程計画 

業務契約締結後、情報発信資料の作成・配布に必要な聞き取りを○月、○○○○○○、情報

発信資料の作成・配付を○月、○○○○○、成果品とりまとめを○月、○○○○○します。 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

      

 

 

２．当該業務の実施体制 

役割 氏名（フリガナ） 所属・役職 

統括 ○○ ○○ ○○部○○課 

情報発信資料作成・配布   

成果品とりまとめ   

再委託先について 

会 社 名：株式会社〇〇〇〇 

委託理由：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

３．特定テーマに対する提案 

 

①富山県民に対して、土地改良施設の役割や、それを活用して展開されている農業について理

解を深めるためのわかりやすい工夫 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 



４．同種又は類似業務の実績 

 

①業 務 名：○○○○○○○○○○○○ 

契 約 金 額：○○,○○○,○○○円 

履 行 期 間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

発注機関名：○○○○○○○○○○ 

 

〈業務の概要〉 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

 

②業 務 名：○○○○○○○○○○○○ 

契 約 金 額：○○,○○○,○○○円 

履 行 期 間：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

発注機関名：○○○○○○○○○○ 

 

〈業務の概要〉 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

 

 

５．ワーク・ライフ・バランス等の推進に取り組む企業 

女性の職業生活における活躍に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企業）の認定を受け

ています（基準適合認定通知書は別紙のとおり）。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者】 

所属部署： 

氏  名： 

電話/FAX： 

E-Mail ： 

 



評点 優 評点 良 評点 可 評点 不可

実施方針及び手法 本業務の理解度 本業務の目的・内容等に
対する理解度及び業務の
実施手順・工程計画の妥
当性 10

本業務の目的、内容等が
熟知され、業務実施手順
等が十分吟味され、実施
フロー・工程計画が綿密
に計画されている

5

本業務の目的、内容等が
一通り理解され、業務実
施手順、工程計画が概ね
妥当である 3

本業務の目的、内容等が
一通り理解されている
が、業務実施手順、工程
計画に若干の手直しが必
要

0

本業務の目的、内容等の
理解が不十分で、業務実
施手順、工程計画が不適
当

実施体制 管理技術力 分担業務における担当者
配置の妥当性

10

業務実施上の課題の優先
度、実施手順等が十分吟
味され、業務量に見合っ
た担当者配置がなされて
いる

5

業務実施上の課題の優先
度、実施手順等が一通り
理解され、担当者配置も
概ね妥当なものである 3

業務実施上の課題の優先
度、実施手順等が一通り
理解されているが、担当
者配置に手直しが必要 0

業務実施上の課題の優先
度、施手順等の理解が不
十分で、担当者配置が不
適当

企画の具体性 富山県民に対して土地改
良事業及び農業振興の理
解醸成を図るための企画
の具体性と妥当性 10

背景（富山県農業）を良
く理解しており、企画が
具体的かつ綿密に計画さ
れている 5

背景（富山県農業）を概
ね理解しているが、企画
の具体性又は妥当性が一
部欠ける 3

背景（富山県農業）の理
解が浅く、企画の具体性
及び妥当性に欠ける

0

背景（富山県農業）の理
解が不十分で、企画の具
体性及び妥当性が著しく
欠けており、不適当

手法の確実性 効果的な情報発信手法の
確実性

10

情報発信手法の信頼性が
高く、極めて高い効果が
期待できる

5

情報発信手法の信頼性が
高く、ある程度の効果が
期待できる

3

情報発信手法の信頼性が
低く、手法の見直しが必
要

0

情報発信手法が不適当

技術力 同種又は類似業務
の実績

成果の確実性 過去１０年間（前年度ま
で）の同種及び類似業務
の実績（農業農村整備事
業以外を含む） 10

同種業務の実績が２件

5

同種業務の実績が１件

3

類似業務の実績が１～２
件

0

実績なし

ワーク・ライフ・
バランス等の推進

7

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律
に基づく認定をうけてい
る者

3

左記の認定はうけていない
が、次世代育成支援対策推
進法又は青少年の雇用の促
進等に関する法律に基づく
認定をうけている者

0

該当なし

― ―

企画提案書

企画書特定基準書

特定テーマ

評価
対象

評　　　価
評価
項目

評価の
着眼点

評価の着眼点内訳 備考


