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令和４年度 しずおか中部連携事業（焼津市ライトアップ・イルミネーション事業） 

企画・運営業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１  趣旨 

焼津市では、活力ある産業とにぎわいのあるまちづくりを目指し、中心市街地の活性化とにぎわ

い創生を目的とした冬季の集客イベントとして、ライトアップ・イルミネーション事業を実施する。 

 事業の実施にあたっては、業務を委託することとし、しずおか中部連携事業（焼津市ライトアッ

プ・イルミネーション事業）企画・運営業務委託プロポーザルの実施においては、当該業務の遂行

にあたり適切な業者を選定する公募型プロポーザルを実施する。 

本要領は、本事業のプロポーザルに係る募集事項に関して、参加資格のある事業者が企画提案を

行うために必要な事項を定めたものである。 

 

２  委託業務の概要 

（１）委託業務名 

令和４年度 しずおか中部連携事業（焼津市ライトアップ・イルミネーション事業）企画・

運営業務委託（以下「本業務」という。） 

（２）委託期間 

契約締結日から令和５年２月28日(火)まで 

（３）業務内容 

別紙「令和４年度 しずおか中部連携事業（焼津市ライトアップ・イルミネーション事業）

企画・運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）概算事業費（業務規模）及びその内容 

9,100千円以内（消費税及び地方消費税含む） 

①ライトアップやイルミネーションに加えて、新たな技術を使った演出等の企画、設営、

点灯、案内、管理及び撤去に係る経費 

②広報媒体を活用した周知・広報活動に係る経費 

③点灯式及び市民参加型誘客イベントの企画及び運営に係る経費 

④来場者アンケートの実施及び集計に係る経費 

⑤各種許可及び使用申請等の手続きに係る経費 

⑥本業務全体の運営管理と実績報告に係る経費 

⑦その他事業の実施に必要な経費 

※本業務は、上記金額内で提案を募集するものであり、契約締結に関する予定金額ではない。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大など不測の事態により、業務内容の全部もしくは一部 

の実施が困難になった場合、市と受託者が協議したうえで契約前または業務履行中に業務 

内容、契約金額等を変更する可能性がある。 

（５）支払条件 

本業務完了後に一括して支払う 

（６）事業所管課  

焼津市役所 経済部 商工課 

 〒425-8502 静岡県焼津市本町二丁目16番32号 焼津市役所本庁舎６階 

電話：054-626-1175 FAX：054-626-2194 

メールアドレス：shoko@city.yaizu.lg.jp 
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３  資格要件 

本業務の企画提案競争に参加する者は、本業務を実施するに当たり必要な能力を有する者で、次

に掲げる全ての要件を満たしている者を指名する。 

（１）企画提案書等の提出時において、焼津市から入札参加資格停止の処置を受けていないこと。 

（２）焼津市競争契約入札心得（役務）の第16（入札に参加する資格のないもの）を準用し、この

条項の全てに該当しないものであること。 

  https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-004/ekimu/documents/nyuusatsukokoroe_ekimu201904.pdf 

（３）過去５年間（平成29年～令和３年度）において、同様の業務の実績を有していること。 

 

４  参加表明書等の提出期限、提出場所及び方法 

（１） 提出期限 令和４年９月22日（木）午後５時（必着） 

（２） 提出場所 ２-（６）に同じ 

（３） 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は提出期限必着を条件とする。） 

（４） 提出書類 

  ア 様式第１号「参加表明書」 

  イ 様式第２号「会社概要」及び会社パンフレット 

  ウ 様式第３号「事業実績」 

  エ 法人・商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（写し可。発行日より３カ

月以内のもの。） 

  オ 財務諸表（写し可。賃借対照表、損益計算書及び株主（社員）資本等変動計算書、いずれ

も終了した直近の事業年度のもの。） 

  カ 納税証明書（写し可。法人税、消費税及び地方税について未納がないことを証明するもの。

税務署様式その３又はその３の３） 

  キ 印鑑証明書（写し可。代表者印の印鑑証明書 発行日より３カ月以内のもの。） 

  ク 共同企業体の設置に関する協定書（写し可。共同企業体のみ） 

※なお、焼津市競争入札参加資格者の資格に関する要綱に基づき、有資格者名簿に登録をしてい

る者については、上記エからキは省略することができる。 

 

５ 参加資格決定通知書 

（１） 市は、参加表明書等を提出した事業者に対し、その内容を審査し、令和４年９月22日(木)ま

でに様式第４号「参加資格決定通知書」を電子メールにより通知する。 

（２） 参加資格が無いと認められた事業者は、その理由について、通知を受けた日の翌日から起算

して７日（祝日等を除く）以内に、書面により説明を求めることができる。市は、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日以内に書面により回答する。なお、期限後の質

問は受け付けない。 

（３） 提出書類に不備等があった場合には失格とする。 

 

６ 参加表明後の辞退 

  参加表明書提出後に参加を取りやめる場合は、様式第７号「プロポーザル参加辞退届」を令和

４年10月３日（月）午後５時（必着）までに、２-（６）の事業所管課へ提出すること。参加辞退

は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは受けない。 

 

 



３ 

７  質問の受付及び回答 

説明会は開催しない。質問は、質問書（様式第６号）により焼津市経済部商工課へ電子メールで

提出すること。ただし、審査に支障をきたす質問及び委託業務の実施に必要ないと判断される質問

は受け付けない。 

（１）提出期日 令和４年９月20日（火）午後５時まで 

（２）提出先  【商工課】shoko@city.yaizu.lg.jp 

（３）回答方法 令和４年９月21日（水）までに取りまとめ、質問者を伏せて、参加表明のあった

もの全員に電子メールで送付する。必ず電子メールの受信を確認すること。なお、

必要に応じて質問内容を伏せる場合がある。 

 

８  企画提案書等の提出 

本実施要領、仕様書を十分把握した上で、下記のとおり書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和４年10月３日（月）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 焼津市経済部商工課に持参又は書留郵送により提出すること。 

（３）提出書類 

 ①企画提案書等提出届兼誓約書（様式第５号）          １部 

 ②企画提案書一式                     ７部※ 

  ・企画提案書（Ａ４版任意様式、図面等はＡ３版折込可） 

   ・業務実績書（様式第３号） 

   ・業務実施体制調書（様式第８号） 

   ・見積書（Ａ４版任意様式 事業総額、消費税別記、内訳明細書記載） 

 ③添付書類（Ａ４版 様式４，５の添付書類、最新の財務諸表） １部 

  ④会社概要（パンフレット等）                         ７部 

   ※仕様書に記載の事項は、必ず盛り込むこと。 

※片面印刷とし、図面等も含めて30ページ以内とすること。 

※各ページの下中央に通し番号を振ること。 

※企画提案書７部のうち６部には、社名等参加者の特定できるものを記載しないこと。 

（４）提出上の注意事項 

   ①見積書作成にあたっては、見積もった金額に消費税及び地方消費税（100分の10に相当する

額）を加算し、その額を見積書に記載すること。 

②提出期限までに提出されなかった場合は、いかなる理由でも選定されない。 

③企画提案書は、１応募者につき１提案とする。 

④企画提案書等の提出期限後の差し替え、削除、再提出は認めない。 

 

９  選定方法等 

（１）審査体制 

しずおか中部連携事業（焼津市ライトアップ・イルミネーション事業）企画・運営業務委託

プロポーザル審査委員会で審査を行い、最適提案者（優先交渉権者）及び次順位の候補者を特

定する。なお、書類審査のみとし、プレゼンテーションは実施しない。 

（２）審査基準 

審査委員会は、提出書類について以下の審査基準をもとに100点満点で審査し、合計点数によ

り、最高得点者を最適提案候補者として特定する。合計点が同じ場合は、出席委員の多数決に

より決する。 
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審査項目 審査事項 審査基準 配点 

実績 

８点 
事業実績 

過去５年間（平成29～令和３年度）の類似事業

実績 
８点 

企画構成 

48点 

テーマ合致性 テーマと企画趣旨が合致しているか ８点 

デザイン性 

企画力 

テーマを踏まえ、趣向を凝らした装飾や演出等

のデザイン・企画で、焼津らしさが盛り込まれ

ているか 

20点 

点灯セレモニー等

のイベント内容 
話題性に富み、集客力が認められるか 12点 

環境対策 環境負荷軽減のための有効な工夫があるか ８点 

業務実施体制 

24点 

運営執行体制 連絡調整体制が整い、トラブル対応が迅速か ８点 

人員配置 全体を通して、人員は十分確保されているか ８点 

安全対策（コロナ

対策含） 

コロナ感染拡大を含む適切な安全対策が講じ

られているか 
８点 

費用 

10点 
費用の妥当性 企画内容と費用とのバランスが妥当であるか 10点 

総合評価 

10点 
理解度、意欲、 

事業目的を理解し、適切に業務が遂行できる提

案がなされているか 

また、積極的に取り組む姿勢が認められるか 

10点 

合 計   100点 

（３）失格要件 

次のいずれかに該当する者は失格とする。 

①提出書類に虚偽の記載または重大な不備があると認められる者 

②参加資格に違反しているまたは適合しない者 

③個別に委員会の委員と接触を持つなど、審査の公平性を害する行為を行った者 

④審査員又は担当職員に本企画に対する助言を求めた場合 

⑤見積額が概算事業費を超えた提案をした者 

⑥提案に対して談合等、不正行為があった場合 

（４）選定結果の通知 

①最適提案者へは、応募提案が選定されたことを書面で通知する。 

②最適提案者として選定されなかった応募提案者へは、選定されなかったこと及びその理由

を書面により通知する。なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。 

 

10  最適提案者の地位と委託業務契約 

最適提案者は、企画競争を実施した結果、最適な者として特定しただけであり、契約を締結する

までは契約関係を生じない。 

最適提案者には委託業務契約の第１順位の優先交渉権を与えることとし、仕様内容等について契

約締結の交渉を行う。 

なお、最適提案者と協議が整わない場合その他の理由により契約締結が不調となった場合には、

次順位の候補者と順次交渉するものとする。 
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11  スケジュール 

内容 期間、期日 

公告 令和４年９月 12 日（月） 

質問受付期間 ９月 12 日（月）から９月 20 日（火）午後５時まで 

質問回答期限 ９月 21 日（水）までにメールで回答 

参加の表明 ９月 12 日（木）から９月 22 日（木）午後５時まで 

参加資格決定通知 ９月 22 日（木）まで 

参加表明後の辞退 10 月３日（月）持参又は書留郵便で午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 10 月３日（月）持参又は書留郵便で午後５時まで 

審査委員会による審査（書類審査） 10 月７日（金）までに 

審査結果（優先交渉権利者等）の通知 審査から概ね７日以内 

委託業務の契約締結（随意契約） 10 月中旬 

 

12  その他留意事項 

（１）応募に関し必要な費用は、全て応募者の負担とする。 

（２）選定結果について、異議を申し立てることはできない。 

（３）提出書類は、本業務以外の目的には使用しない。 

（４）提出書類は、本業務の審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとし、提

出書類は返却しない。なお、本業務の契約を締結した後、作成した複製は破棄するものとする。 

（５）企画提案書等の提出期限の日から契約締結の時までの間に、焼津市から入札参加資格停止の

措置を受けたときは、当該資格を喪失するものとする。 

（６）その他この企画競争の実施及び契約の締結については、本要領で定めるもののほか、焼津市

契約規則を準用する。 

 

13  本業務に関する問い合わせ先 

〒425-8502 静岡県焼津市本町二丁目16番32号 焼津市役所本庁舎６階 

焼津市経済部 商工課 商工政策担当 担当：山梨、矢部 

電話：(054）626-1175  FAX ：(054）626-2194 電子メール：shoko@city.yaizu.lg.jp 

 


