コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物産展
運営業務委託プロポーザル実施要領
１

業務委託名
コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物産展運営業務委託

２

目的
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントや催事等の中止により、大きな影響を受け
た物産品等事業者を支援し、あわせてアフターコロナを見据えて本市への誘客促進を図ること
を目的とする。

３

業務委託の内容
(1) 業務名
コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物産展運営業務委託
(2) 業務の内容
コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物産展運営業務委託仕様書による。

４

委託期間
契約締結の日から令和５年３月３１日

５

委託限度額
３，５１３，０００円（税込）
ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもの
であることに留意すること。また、限度金額を超えてはならない。

６

委託予定者選定方法
公募型プロポーザルにより選定する。

７

参加資格要件
本プロポーザルに参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1) 国税又は地方税を滞納していないこと。
(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しないこと。
(3) 玉名市工事等請負・委託契約に係る指名停止等措置要領(平成 17 年 10 月 3 日告示第 103
号)の規定による指名停止処分期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号又は民事再生法{平成 11 年法律第 225 号})の適用を申
請している者でないこと等、経営状況が著しく不健全な者でないこと。
(5) 本業務について、十分な業務遂行能力を有し、常に連絡調整できるように、体制を整えて
おける者であること。
(6) 本業務への参加は共同提案も可能とする。ただし、代表提案者 1 者とのみ契約を結ぶもの
とする。
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８

スケジュール
以下の日程で行うこととする。
内

容

日

時

(1) プロポーザルの実施公表

令和４年７月１５日(金)

(2) 参加表明書の受付期限

令和４年７月２０日(水) 午後５時

(3) 質問書の受付期限

令和４年７月２０日(水) 午後５時

(4) 質問書に対する回答

令和４年７月２２日(金)

(5) 企画提案書等提出期限

令和４年７月２６日(火) 午後５時

(6) 企画内容への質疑

令和４年７月２９日(金) 予定

(7) 質疑への回答期限

令和４年８月２日(火) 午後５時

(8) 書類審査・受託候補者選定

令和４年８月上旬 予定

(9) 契約締結

令和４年８月上旬 予定

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、日程・計画が変更となる場合があります。
９

実施要領等の配布
参加表明書、企画提案書及び実施要領等の公募に関する資料、様式等は玉名市ホームページか

ら各自ダウンロードすること。
■玉名市ホームページ

https://www.city.tamana.lg.jp/

【トップページの『新着情報』又は『行政情報』→「契約・入札」→『プロポーザル』】
１０

説明会
本プロポーザル実施にあたり、説明会等は実施しない。

１１

参加表明書の提出

(1) 提出書類

参加表明書（様式 1）

(2) 提出期限

令和４年７月２０日（水）午後５時必着

(3) 提出方法

持参又は末尾記載のメールによる提出（ＦＡＸでも可）

(4) 提出場所

末尾記載の問い合わせ先と同じ。

※参加表明書の提出がない者の企画提案は受け付けない。
１２

質問書の受付及び回答

(1) 質問書の受付
① 提出書類

質問書（様式２）

② 提出期限

令和４年７月２０日（水）午後５時必着

③ 提出方法

電子メール（口頭による質問は受け付けない。）

④ 提出場所

末尾記載の問い合わせ先に同じ。

(2) 質問書に対する回答
① 回答期限

令和４年７月２２日（金）
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② 回答方法
１３

全ての参加表明者に、参加表明書記載の電子メールアドレス宛に回答する。

企画提案書の提出
(1) 提出書類
1

次に掲げる書式により提案すること。

企画提案書表紙

様式に従い、記載する。

様式３

名称、代表者名、設立年月日、本店・支店の
2

提案者の概要

所在地、資本金、従業員、業務内容等（記載

任意

があれば、会社案内でも可。）
コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物
3

企画提案書

産展運営業務委託仕様書の業務内容に基づ

任意

き、提案内容を作成する。
4

業務工程表

5

受託業務実績

6

業務体制図

7

参考見積書

(2) 作成要領

履行期間中の業務スケジュール
類似業務の受託実績について記載する。記載
があれば会社案内でも可。
受託業務の実施体制について記載する。
業務内容ごとに積算の基礎（内訳）を記載す
ること。

任意
任意
任意
任意

提出書類は、Ａ４版（縦横問わず）で統一して作成し、目次及び頁番号をつけ
ること。提案内容本文の文字サイズは１１ポイント以上とし、４０ページ以内
にまとめること。（作成済みのパンフレット等を除く。）

(3) 提出部数

５部（正本１部、副本４部、副本は複写可。）

(4) 提出期限

令和４年７月２６日（火）午後５時必着

(5) 提出方法

持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留郵便に限る。）

(6) 提出場所

末尾記載の問い合わせ先と同じ。

※企画提案書の提出は、１事業者につき１案とする。
１４

企画提案書の内容
企画提案書は、仕様書に基づき、次の事項に注意して作成してください。
(1) 事業の取組内容
仕様書に基づき、各物産展の会場レイアウト企画調整、備品調達、誘客につながる企画
立案、運営管理等について提案すること。
(2) 集客策
効果的な広報等により、多くの集客が期待できる手法を取っていること。

１５

審査
(1) 審査基準
別紙「審査基準」のとおり

(2) 本業務委託の審査は、企画提案書を基にした書類審査とする。書類確認時に疑義が生じた
場合は７月２９日（金）までにメールにて質問する。質問への回答は８月２日（火）午後
５時までとし、その回答をもって８月上旬に書類審査を行う。
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１６

受託候補者の選定等

(1) 書類審査終了後、本市は速やかに受託候補者を選定し、各提案者にその結果を通知する。
(2) 受託候補者が辞退又は特別な理由により受託候補者と契約締結ができない場合は、次点の
提案者を受託候補者とする。
(3) 選定結果に対する質問並びに異議申し立ては一切受け付けない。

１７

契約の締結等
(1) 本委託業務の契約については、選定した受託候補者と締結する。

(2) 契約締結前は、本市と受託候補者の間で企画提案書等の内容をもとに、業務内容の具体的
協議を行うこととする。
(3) 協議にあたっては、企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。
(4) 出店者数の増減により、当初の想定と大幅に異なる場合、本市と受託候補者は双方で協議
の上、契約内容を一部変更する場合がある。
(5) 契約締結時期は、令和４年８月上旬を予定している。
１８

失格要件

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
(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限、提出場所、提出方法、留意事項などの条件に適合しない
書類の提出があった場合
(4) 選考結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
１９

企画提案書等の取扱い
(1) 企画提案書等は返却しない。

(2) 企画提案書等の作成及び提出、企画提案競技への参加に関する一切の費用は、提案者の負
担とする。
(3) 企画提案書に使用する画像等の著作権や肖像権に関することは、プロポーザル参加者にお
いて処理すること。
(4) 玉名市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、企画提案書等の写しを公開する場
合がある。
２０

その他
(1) 提案者は、業務実施体制において、本業務に関する業務責任者を選任すること。
(2) 成果品の著作権は、原則として本市に帰属するものとする。
(3) 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。

２１

問い合わせ先
〒８６５-００２５
電

玉名市高瀬２９０-１

話：０９６８-７３-２２２２

玉名市観光物産課

ＦＡＸ：０９６８-７３-２２２０

メールアドレス：kanbutsu@city.tamana.lg.jp
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審査基準
評価・審査項目

評点

物産展の運営に関する業務について
１

① 誘客につながる効果的な取り組みがあるか。また、独自性はあるか。

２５点

② 仕様書に定める内容以外にも、目的実現に向けてより高い効果が見込
まれる手法が提案されている等、積極的な企画提案となっているか。

２５点

業務実施体制について

２

① 企業として信頼性の高い業務実施が可能か。これまでの業務実績から
高い業務遂行能力が期待できるか。

２０点

② トラブル発生時の対応について丁寧かつ責任を持った対応が可能であ
るか。

１０点

見積価格について
３

① 見積額は設計額の範囲内で妥当な金額か。

１０点

総合評価
４

① コロナに負けない！玉名の魅力発信観光と物産展運営業務の趣旨を理
解し、スケジュールに無理なく安定的な運営が期待できるか。
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１０点

