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公募型プロポーザル実施要領
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１ 業務の趣旨・目的

本市では、すべての子育て世帯が安心して子どもを産み、喜びと楽しみを感じ

ながら子育てを営むことができるまちづくり、また、次代の社会を担う子どもた

ちが健やかに成長することができる「子育て支援Ｎｏ.１」を目指すまちづくりを

推進する中で、「遊び」を通して子どもたちの健やかな成長に寄与するためのイベ

ントを適切に実施できる優れたプランの提案者を公募型プロポーザル方式により

選定（以下「本プロポーザル」という。）し、この事業の契約優先候補者を選定す

るものとする。

なお、本プロポーザルは、令和４年第１回木津川市議会定例会における令和４

年度予算の成立を前提に実施するものであり、予算が成立しなかった場合その他

契約条件が整わなかった場合には契約を行わない。

２ 業務概要

（１）委託業務名

木津川市子どもの遊びイベント企画運営業務

（２）業務の内容

別紙「木津川市子どもの遊びイベント企画運営業務仕様書」のとおり

（３）履行期間

契約締結の日から令和５年３月末日まで

（４）提案上限額

本委託業務の予算額は下記のとおりとし、この予算額の範囲内で全業務を行

うこと。

3,500千円（消費税及び地方消費税を含む。）

（５）契約方法

随意契約

３ 参加資格

本プロポーザルに参加できる事業者（以下「応募者」という。）は、参加申込

書及び企画提案書等書類提出期限日において、次に掲げる要件を全て満たして

いる者とする。

なお、参加申込書及び企画提案書等書類提出後においても、要件を満たさな

くなった場合は参加を認めないものとする。

（１）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していな

いこと｡

（２）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、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又は破産法（平成

16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと｡

（３）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）
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等に抵触する行為を行っていない者であること。

（４）木津川市暴力団排除条例（平成24年木津川市条例第36号）第2条第3号に規

定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

（５）参加申込書の提出期限の日から契約締結の日までの間において、木津川市

指名競争入札参加者指名停止要綱（平成19年告示第115号）に基づく指名停止

の措置を受けていないこと。

（６）５年前までの期間に本業務の内容と同種の受託実績を有すること。

４ スケジュール

５ 参加申込みの手続き等

（１）提出書類

（２）提出期限

令和４年２月２８日（月）正午まで

※午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く。）

（３）提出方法

持参又は郵送（受付期間内に必着させるとともに、書留等の配達記録が残

る方法を利用するものに限る。）

（４）提出先

木津川市役所１階 こども宝課

（５）参加資格要件確認結果通知

提出書類に基づき応募者の参加資格を確認し、その結果を令和４年３月１日

（火）までに応募者に対して電子メールにて通知する。

項目 年月日

公告 令和４年２月２１日（月）

参加申込書提出期限 令和４年２月２８日（月）正午まで

参加資格要件確認結果通知 令和４年３月１日（火）

質問受付期限 令和４年３月４日（金）

質問回答日 令和４年３月７日（月）

提案書等提出期限 令和４年３月１１日（金）正午まで

プレゼンテーション実施日 令和４年３月１４日（月）

審査結果通知、契約内容の協議 令和４年３月中旬～

契約締結 令和４年４月上旬

提出書類 様式 提出部数

参加申込書 様式第１号 １部

事業者概要書 様式第２号 ７部

業務実績書 様式第３号 ７部

誓約書 様式第４号 １部
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６ 質問事項の受付及び回答

（１）受付期限

令和４年３月４日（金）

（２）受付方法

質問書（様式第５号）により下記あて電子メールにより提出すること。

E-mail:kosodate@city.kizugawa.lg.jp

（３）回答方法

本ホームページに掲載する。

（４）質問内容

質問内容は、本実施要領及び仕様書に関するもののみとする。

７ 提案書等の提出

（１）提出書類

注）正の写し５部については、全ての書類において提案者を推定することができる情報

（事業者名、代表者名、住所、マーク、ロゴ等）を削除して提出すること。

※１ 企画提案は、１応募者１案とする。

※２ 企画提案書は、Ａ４用紙サイズとし、ページ数は表紙や目次等を除き

２５ページ以内とする（Ａ３用紙サイズの使用も可とするが、ページ

数はＡ３用紙片面でＡ４用紙２ページとして取り扱い、当該用紙は折

り込み、Ａ４判にして綴り込むこと）。印刷は両面印刷とし、ページ数

を付すこと。文字サイズは１０ポイント以上で作成すること。

※３ 企画提案書には、下記の事項を記載すること。

①実施計画

・仕様書記載の基本コンセプトの具体化案

・新型コロナウイルス感染拡大予防対策案

・人を呼び込み来場者を増やす工夫や本事業の内容を充実させるた

めの独自企画

・人員配置計画

②会場レイアウト案

③事業実施スケジュール

※４ 見積書は、内訳の分かるものとし、具体的に記入すること。

提出書類 様式 提出部数

提案書表紙 様式第６号 正・副各１部、正の写し５部

提案書 ※１、※２、※３ A4 任意 正・副各１部、正の写し５部

業務実施体制 様式第７号 正・副各１部、正の写し５部

見積書 ※４ A4 任意 正１部
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（２）提出期限

令和４年３月１１日（金）正午まで

※午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く。）

（３）提出方法

持参又は郵送（受付期間内に必着させるとともに、書留等の配達記録が残

る方法を利用するものに限る。）

（４）提出先

木津川市役所１階 こども宝課

８ 審査・選考方法

木津川市子どものあそびプロジェクトイベント企画運営業務委託業者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、提案書等の審査を行う。

（１）プレゼンテーション

①期日

令和４年３月１４日（月）

②実施方法

・対面又はリモートの方法、時間、会場など詳細については応募者に別途

連絡する。

・所要時間は３０分（説明２０分、質疑１０分）とする。

・出席者は３名以内とし、説明は責任者が行うこと。

・説明は提案書の内容とし、新たな資料の配布及び使用は認めない。

・プレゼンテーションの対象者は、３者以下とし、応募者多数の場合は、

書類審査による予備審査を実施し、３者以下に絞り込む。

（２）審査

①契約優先候補者選定方法

提案内容、業務実施体制、見積額等を総合的に審査し、選定委員会にお

いて最高評価点を得た者を契約優先候補者として選定する。最高評価点を

得た者が複数の場合は、選定委員会の多数決により選定する。なお、評価

点の合計が６割に満たない場合は、契約優先候補者として選定しない。

②審査基準（評価項目及び配点）

評価項目 評価の視点 配点

提

案

内

容

イベントに対

する考え方

事業の目的・条件・内容を理解しているか １０

来場者が楽しめる魅力あるものになっている

か
１５

企画内容

来場者が興味を持ち、行ってみたいと思わせる

企画内容となっているか
２０

会場レイアウトは合理的で、イベント人員配置

は適切か
１５
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（３）結果通知

審査結果は、契約優先候補者が決定した後、速やかに本審査参加者全員に

書面及び電子メールで通知するとともに、本市ホームページに掲載する。

９ 契約

審査の結果、契約優先候補者として決定した者と本業務の契約交渉を行う。

なお、下記のいずれかに該当し、その者と契約が締結できない場合、次点者と

契約交渉を行うものとする。

（１）本要領３に定める要件を満たすことができなくなったとき。

（２）契約交渉が成立しないとき又は契約優先候補者が本契約を辞退したとき。

（３）申込書類、提案書等に虚偽の記載が判明したとき。

（４）その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。

10 欠格事項

次の条件に該当する場合は欠格とする。この場合、提案者の審査を行わず、

契約優先候補者としない。

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合

（３）提出書類の内容が示された条件に適合していない場合

（４）見積額が提案上限額を超える場合

（５）審査の公平性を害する行為があった場合

（６）談合その他不正行為があった場合

11 その他

（１）本要領に定めのない事項については、契約優先候補者選定後、双方協議の

十分な安全対策が講じられているか ５

新型コロナウイルス感染拡大予防対策を講じ

ているか
５

雨天時にもイベントが開催できるような対応

が考えられているか
５

業

務

実

施

体

制

業務遂行能力

本業務内容と同種の受託実績は十分にあるか ５

業務の実施体制・担当者の配置状況が適正で、

業務を適切に実施できるか
５

実施スケジュ

ール

打合せ・準備等、適切な業務実施スケジュール

であるか
５

経費
提案内容に対して、見積額・内訳・経済性が妥

当であるか
１０

合 計 １００
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うえ決定する。

（２）本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とする。

（３）本プロポーザルを辞退する時は、辞退届（様式第８号）を提出すること。

（４）提出書類の追加、修正及び再提出が認めない。

（５）提出書類は、返却しない。

（６）提出書類は、審査に必要な範囲において、複製を作成することができるも

のとする。

（７）企画提案書等に含まれる著作権、特許権などの日本国の法令に基づいて保

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

提案者が負う。

（８）参加に関して使用する言語は日本語、通貨単位は円とする。

（９）本プロポーザルに関する事項について、電話又は口頭による問い合わせに

は応じない。

（10）審査の経緯、結果に関する質問や異議申し立てについては、一切受け付け

ないので、これを承諾のうえ応募すること。

12 事務局

木津川市教育部こども宝課すくすくこども係

〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110－9

TEL：0774-75-1212（直）、0774-72-0501（代）

FAX：0774-75-2083

E-mail: kosodate@city.kizugawa.lg.jp


