まちなかウォーキングイベント開催業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 目的
本業務は、まちなかウォーキングイベントへの参加を通して、まちなかの名物や魅力を再発見し、
まちなかの賑わい維持・創出につなげることを目的に開催する。

２ 業務概要
(1) 業務名

まちなかウォーキングイベント開催業務

(2) 業務内容

別添仕様書のとおり

(3) 履行期間

契約締結日から令和 5 年１月３１日（火）まで

(4) 提案上限額

１，５１８，０００円（消費税等を含む。）
※なお、参考見積書の金額が、提案上限額を超過した場合は失格とする。

３ 選考方法
公募型プロポーザル

４ 参加資格
① 公表日から本プロポーザルの参加申込書提出期限日（令和４年５月２３日（月））までの間にお
いて、福井市一般業務の委託に係る競争入札参加資格等に関する要綱（平成１１年１２月２０日
施行）第５条に規定する福井市一般競争入札参加資格者名簿に、市内業者として一般業務委
託の「会場設営」の部門に登録がされている者であること。
② 公表日から受託候補者特定の日までに、福井市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領
（平成１４年４月１日施行）による指名停止措置又は指名除外措置を受けている者でないこと。
③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者である
こと。
④ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申し立てがなされていないこと。
⑤ 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をしている者（更生手
続開始の決定を受けている者を除く。）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をしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
⑥ 役員（役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者を含む。以下こ
の号において同じ。）が暴力団員（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６号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）でないこと
又は役員が暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しく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と認められる者でないこと。
⑦ 参加申込をする時点において、当該プロポーザルに参加しようとする他の者との間に、次のいず
れかに該当する資本的関係又は人的関係がない者であること。
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ア） 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の親会社をいう。以下同じ。）と子
会社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。）の関係（個人事業主又は会社の
役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は
当該役員に係る会社との関係を含む。）
イ） 親会社（個人事業主又は会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、当
該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。）を同じくする子会社同士の関係
ウ） 一方の会社の役員（個人事業主を含む。）が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
エ） 一方の会社の役員（個人事業主を含む。）が他方の会社の管財人（会社更生法第６７条
第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人をいう。）を現に兼ね
ている関係
⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
⑨ 国税及び地方税を滞納していないこと。
⑩ 当該プロポーザルにおいて、事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）
第３条又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条に規定する組
合又は団体をいう。）として参加する場合は、その組合員又は会員ではないこと。
⑪ 平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までの期間に、次に掲げる同種業務又は類似業務の
受託実績を有していること。
同種業務：市民向けイベント業務
類似業務：市民向けまちあるき・ウォーキングイベント業務
⑫ 参加者は、受託候補者特定までの間に、前各項目に規定する参加資格の要件を満たさなくなっ
た場合は、その参加資格を失うものとする。

５ 募集方法
プロポーザルの実施については、当課ホームページに掲載（公表）し、プロポーザル参加者を募集す
る。

６ プロポーザル参加申込書の提出
プロポーザルに参加する者は、次によりプロポーザル参加申込書を提出するものとする。
(1) 提出期間…令和４年５月９日（月）～ 令和４年５月２３日（月）１２時００分（必着）
(2) 提出方法…持参又は郵送等（郵送等の場合は、書類の収受に争いが生じないよう、配達記録の
残る書類書留郵便等とすること。）
(3) 提 出 先…〒９１０－０８５８
福井市手寄１丁目４－１（アオッサ５階）
福井市 商工労働部 商工振興課
なお、持参の場合は、土日祝を除く以下の時間帯に来庁すること。
9 時００分～12 時００分、13 時００分～17 時００分
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(4) 提出書類…ア．参加申込書【様式１】
イ．参加資格誓約書【様式２】
ウ．参加事業者の概要、事業内容が分かる書類【任意様式】
エ.業務実績調書【様式３】
・平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までの期間に、受託額が１，１００千円以上
（消費税等を含む。）の同種業務又は類似業務の受託実績を、最大５件まで記載す
ること。なお、条件を満たす事業が無い場合は、期間中に受託した同種業務又は類
似業務のうち、最も契約金額が高額なものを 1 件記載すること。
・受託実績を示す資料（契約書、報告書等の写し）を添付すること。
(5) 提出部数…１部
(6) 参加辞退…参加を辞退する場合は、発注者に対し、直ちに電話又は口頭で、参加辞退の意思を示す
と共に、発注者の指示に従い、参加辞退届【様式５】を提出すること。

７ 参加資格審査の結果通知
参加申込書を提出した者については参加資格要件を審査し、その結果（参加資格の有無）を令和
４年５月２５日（水）までに電子メールで連絡する。

８ 質問及び回答
(1) 提出期限：令和４年５月１8 日（水）１２時００分（必着）
(2) 提出方法：「応募に関する質問票」別紙【様式４】により、持参、ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。
※持参、ＦＡＸ又は電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。
(3) 提 出 先：〒９１０－０８５８
福井市手寄１丁目４－１（アオッサ５階）
福井市 商工労働部 商工振興課
FAX：0776-20-5323 電子メール：syoukou@city.fukui.lg.jp
なお、持参の場合は、土日祝を除く以下の時間帯に来庁すること。
9 時００分～12 時００分、13 時００分～17 時００分
(4) 回答期限：令和４年５月２０日（金）
(5) 回答方法：商工振興課ホームページに掲載

９ 企画提案書の提出
参加資格要件を満たした者は、次により企画提案書を提出するものとする。
(1) 提出期限…令和４年６月１日（水）１２時００分（必着）
(2) 提出方法…持参又は郵送等（郵送等の場合は、書類の収受に争いが生じないよう、配達記録の
残る書類書留郵便等とすること。）
(3) 提 出 先…〒９１０－０８５８
福井市手寄１丁目４－１（アオッサ５階）
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福井市 商工労働部 商工振興課
なお、持参の場合は、土日祝を除く以下の時間帯に来庁すること。
9 時００分～12 時００分、13 時００分～17 時００分
(4) 提出書類…企画提案書 別紙【様式６】
(5) 提出部数…８部
(6) 様

式…企画提案書は、業務内容を含めてＡ４版１５頁以内（表紙・目次・白紙は除く）とする。
また、下記のことを端的にまとめ、企画提案すること。
・本業務に取り組むにあたっての考え方や留意する視点施方針について記載すること。
・仕様書に基づき、各業務内容について、具体的な取組工夫や作成のイメージ等の提案
に係る考え方などについて記載すること。また、独自企画については、特にイメージが伝
わるようにすること。
・参加者から徴収する参加料が審査基準の一つとなるため、参加料徴収の有無と一人
当たりの設定額について、必ず記載すること。また、複数の参加料を設定する場合は、
全て記載すること。
・上記のほか、提案者が持つ専門知識、実績等に基づき、効果的に本業務を遂行する
ために、追加の提案があれば記載すること。

１０ 審査方法
(1) 企画提案書の審査
① 書面審査
企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）が 5 者以上となった場合は、別に設置する審
査委員会において企画提案書の審査を行い、4 者以内を選定する。
② プレゼンテーション
書面審査により選考された提案者の審査は、別に設置する「審査委員会」において、提案者によ
るプレゼンテーションを実施し、総合的に審査した上で、受託候補者を１者選定する。プレゼン
テーションの実施日等の詳細は別途通知する。
ア） 実施日時 令和４年６月上旬予定 ※詳細は別途通知する。
イ） 実施会場

アオッサ５階 会議室

ウ） 出席者

１事業者につき２人まで

エ） 実施時間 １事業者につき３0 分程度（プレゼンテーション 20 分以内、ヒアリング 1０分程
度）
オ） 審査順

審査の順番は、企画提案書を受け付けた順番の逆とする。

カ） 機材等

プレゼンテーションで使用するスクリーン及びプロジェクターは市で準備する。
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(2) 審査基準
プロポーザルは以下の審査基準に基づき、合計 100 点満点で審査する。
審査項目

審査内容

配点

・本業務の趣旨と合致しているか。
・参加意欲を高めるための企画等が設定されているか。
企画内容

・ターゲットが楽しめる企画となっているか。

６0

・まちあるきにつながる企画等が設定されているか。
・まちなかのにぎわい維持及び創出につながる企画となっているか。
広

報

運営体制

参加者が確保できるような内容か。
効果的な広報手段を取り入れているか。
本業務を円滑に遂行する運営体制及びスケジュールか。

10
10

経費の積算に妥当性があり、費用対効果を踏まえた計画となっているか。
≪採点内訳≫
１ 参加料に関すること：最大 5 点
なお、子どもと大人で参加料を分ける等、複数の参加料を設定する場
合は、設定した参加料のうち、最も高額のもので審査する。
・参加料を５00 円以下（参加料を徴収しない場合も含む。）に設定

収支計画

したとき：5 点

10

・参加料を５０１円以上１，０００円以下に設定したとき：4 点
・参加料を 1,０01 円以上１,５00 円以下に設定したとき：2 点
・参加料を１，５０１円以上に設定したとき：1 点
２ 全体の収支計画に関すること：最大 5 点
・全体の収支計画を見て採点
円滑な実施が期待できる過去の実績等があるか。
≪採点内訳≫
計算式：該当する業務の件数×２点

業務実績

発注者が指定する期間に、発注者が指定する同種業務又は類似業務を
受託した実績数で採点する。
※該当する業務がない場合は０点とする。

(3) 審査結果の通知
審査結果は、提案者全者に対し、書面で通知する。
また、提案事業者数及び受託候補者については、市公式ホームページに掲載する。

１１ 失格事項
次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
① 参加資格要件を満たしていない場合
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② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 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
④ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

１２ 契約の締結
発注者は、受託候補者として選定された者との間で企画提案書等の内容を元に、業務履行に必要
な具体的な協議を行った上で、随意契約による委託契約を締結する。なお、その際には、選定された者
は改めて見積書を提出するものとする。
また、受託候補者が次に該当する場合には、発注者は契約締結を取り消す場合がある。
① 契約の締結に応じないとき。
② 契約の締結期限までに福井市一般業務競争入札参加資格者名簿への登録が確認できないと
き。
③ 財務状況の悪化等により業務の履行が確実でない恐れがあるとき。
④ 提出書類に、故意に虚偽の記載をした場合
⑤ その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能又は著しく不適当となるような
事情が生じた場合

１３ その他留意事項
① 提出された企画提案書は返却しない。また、必要に応じて複写を行う場合がある。
② 企画提案に関する経費は全額提案者の負担とする。
③ 提出期限後における応募書類の再提出及び差換えは認めない。
④ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とする。
⑤ 提出書類は本プロポーザルの実施以外の目的では使用しない。
⑥ 応募書類の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面により当課に提出すること。
⑦ 提案内容に含まれる特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているも
のを使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負う。
⑧ 業務履行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
⑨ 企画提案書は、仕様等を踏まえた上で、提案の特徴を明確にするとともに、業務を実現するため
に可能な限り具体的な内容を記載すること。
⑩ 福井市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。ただし、
提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響が出るおそれがある情報につ
いては決定後の開示とする。
また、当該プロポーザル実施に関する情報については随時、市ホームページに掲載するものとし、
審査結果には、提案者数及び受託候補者名を掲載する。
⑪ その他、不明な点については、当課に照会すること。
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１４ スケジュール
実施要領等の公表

令和４年５月９日(月)

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ参加申込書の提出期間

令和４年５月９日(月)～５月２３日(月) 12 時 00 分（必着）

参加資格審査の結果通知

令和４年５月２５日(水)

質問期限

令和４年５月１８日(水) 12 時 00 分（必着）

質問回答期限

令和４年５月２０日(金)

企画提案書の提出期限

令和４月６月１日(水) 12 時 00 分（必着）

書類審査結果通知
（提案者が 5 者以上の場合）

令和４年６月上旬 ※予定

審査（プレゼンテーション）

令和４年６月上旬 ※予定

選定結果の通知

令和４年６月上旬 ※予定

業務委託契約締結

令和４年６月上旬 ※予定

１５ 問い合わせ先
〒９１０－０８５８
福井市手寄１丁目４－１（アオッサ５階）
福井市 商工労働部 商工振興課（担当：毛利）
TEL：0776-20-5325 FAX：0776-20-5323 電子メール：syoukou@city.fukui.lg.jp
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