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ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市開催競技実施設計業務 

委託事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

この実施要領は、実施設計業務を委託する事業者をプロポーザル方式により、公正かつ

公平な方法で選定するために必要な事項を定めるものとする。 

応募者は、この実施要領の内容を踏まえ、企画提案書及び関連書類を提出するものとす

る。 

 

２ 業務内容等 

（１） 業務名 

ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市開催競技実施設計業務委託 

（２） 業務内容 

別紙「ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市開催競技実施設計業務委託仕様書」（以

下、仕様書という。）のとおり。 

（３） 予定価格   

２，３１０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（４） 期間 

契約締結の日から令和２年３月１９日（木）まで 

（５） 前払金 

 なし 

 

３ スケジュール  

（１） プロポーザル参加者の募集期間  令和元年６月  ３日（月）～６月１７日（月） 

（２） 質問受付            令和元年６月  ３日（月）～６月１０日（月） 

（３） 質問回答            令和元年６月１２日（水）（予定） 

（４） 参加表明書等の提出期限     令和元年６月１７日（月）（午後５時まで） 

（５） 参加資格確認通知        令和元年６月２４日（月）（予定） 

（６） 企画提案書等の提出期限     令和元年７月 ５日（金）（午後５時まで） 

（７） ヒアリング審査         令和元年７月１１日（木）（予定） 

（８） 審査結果通知          令和元年７月１８日（木）（予定） 

※ 参加表明書等及び企画提案書等の詳細は、別紙１参照 

※ スケジュールについては、岐阜市の都合で変更する場合がある。 

 

４ 参加資格等 

  次に掲げる条件を全て満たす者であること。ただし、参加資格確認後から契約締結日ま

でに参加事業者の備えるべき要件を欠く事態が生じた場合は失格とする。 

（１） 地方自治法施行令第 167条の 4（昭和 22年政令第 16号）の規定に該当しない者 

（２） 国税及び地方税を滞納していない者 



2 

 

（３） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て、又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされて

いない者等、経営状態が著しく不健全な者ではないこと。ただし、会社更生法の規定

による更生計画認可の決定（確定したものに限る。）又は民事再生法の規定による再

生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者はこの限りではない。 

（４） 参加表明書提出期限の日から契約締結の日までの間に岐阜市競争入札参加資格停止

措置要領（昭和 62年 3月 27日決裁）の規定による資格停止の措置を受けていない者 

（５） 宗教法人や政治活動を目的とする団体でないこと。 

（６） 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 30 年 3 月 16 日決裁）

に規定する排除措置対象法人等に該当しない者 

（７） 元請けとして過去に、ねんりんピック・国民体育大会の競技に係る実施設計業務の

委託契約を１回以上締結し、これらを全て誠実に履行したものであること。 

 

５ 提出書類・方法等 

（１） 提出書類及び提出期限 

提出書類一覧（別紙１）のとおり 

（２） 提出方法・場所 

    書類等を持参又は郵便（書留郵便）にて提出すること。（電子メールでの提出は認

めないので注意すること。） 

1． 持参の場合  〒５００－８８２５      

岐阜市八ツ寺町１丁目７番地 

岐阜市役所八ツ寺別館 ２階   

ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市実行委員会事務局 

2．郵便の場合  「本要領１３」に記載する事務局宛  

              （封筒の表面に「ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市実行

委員会事務局」と記載すること） 

※参加表明書、業務実績一覧表等の様式は、ホームページで入手すること。 

※参加表明後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式７）を提出期限までに持

参すること。 

（３） 留意事項 

① 企画提案書の副本には、提案者を識別でき得る情報（社名、ロゴ、製品名等）を含 

んではならない。 

② 企画提案書は、１者につき１提案とする。 

③ 提出期限までに提出しない者は、辞退したとみなす。 

④ 経費見積書と併せて、各競技ごとの積算内訳を任意様式にて添付すること。 

⑤  提出した書類は専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい内

容とすること。 
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６ 企画提案書等の取扱い 

（１） 書類提出後は、誤記等の軽易な訂正を除き、企画提案書等（以下、提出書類を併せ 

て、「企画提案書等」という。）に記載された内容の変更は認めない。 

（２） 提出されたすべての企画提案書等は返却しない。 

（３） 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において複製を作成する 

ことがある。 

（４） 提出されたすべての企画提案書等（（３）の複製を含む。）は、本プロポーザルの目 

的以外には使用しない。 

（５） 提出された企画提案書等は、岐阜市情報公開条例（昭和 60年 6月 20日条例第 28 

号）に基づき公開請求により公開する場合がある。 

 

７ 審査基準・方法等 

（１） 審査基準 

審査基準（別紙２）のとおり。 

（点数に小数点以下が生じた場合には、小数点以下４位まで求め、５位以下は切り捨

てる。） 

（２） 審査方法 

審査委員会で定める審査基準に基づいた書類審査及びプレゼンテーションによる 

ヒアリング審査を行い、合計得点の最も高い者を最優秀者、次に得点の高い者を優

秀者とする。同点の場合は、審査委員の多数決により特定する。 

（３） ヒアリング審査 

①  ヒアリングは、事前に提出した企画提案書を基に行うものとし、実施日時、場所 

等については、事前に連絡を行う。 

②  １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間はプレゼンテーション１５分、質 

疑１０分の計２５分とする。なお、ヒアリング順は、参加表明書の受付順とする。 

③  企画提案追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や 

写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

④  ヒアリングの説明者は、補助員を含めて２名までとする。 

※ 審査の過程で、企画提案書等の内容について岐阜市から質問することがある。 

 

８ 審査結果の通知 

審査結果は、後日提案者全員に文書で通知する。ただし、各審査項目の点数を算出する 

ための計算式は公開しないものとする。また、結果に対する異議は受け付けない。 
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９ 質問及び回答 

  質問がある場合は、質問票（様式８）を提出すること。ただし、質問事項は企画提案書 

等の記載方法及び業務委託仕様書の内容に限る。 

（１） 質問方法 

     所定の質問票により、必ず電子メールにより提出すること。なお、電子メール

送信後、その旨を電話で連絡すること。 

（２）  質問票提出期限 

令和元年６月１０日（月） 午後５時まで 

（３）  提出先 

         「本要領１３」に記載の事務局メールアドレスへ送信すること。 

（４）  質問の回答方法 

質問票に記載されたメールアドレスに電子メールで回答するとともに、質問者

を伏せた形でホームページに掲載する。ただし、質問の内容によって本プロポーザ

ル方式による事業者選定に公平性を保てない場合には回答しないことがある。 

なお、質問に対する回答は実施要領や仕様書、その他書類一体の追加又は修正と

みなす。 

（５） 質問の回答日 

令和元年６月１２日（水）（予定） 

 

１０ 企画提案者の失格について 

次のいずれかに該当したものは失格とする。 

① 競争を制限する目的で他の提案者と本業務に関する接触及び相談を行った者 

② 選定前に他の提案者に対して企画提案等を意図的に開示した者 

③  本件プロポーザル公募開始以後、審査委員と本業務に関する接触を求めた者 

④ 見積金額が予定価格２，３１０，０００円を超えた者 

⑤ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者 

⑥ 参加要件を満たしていない者 

⑦  本実施要領で示された提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項の条

件に適合しない書類の提出があった者 

⑧ 審査会を欠席した者 

※企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者に対して岐阜市競争入札参加資格停止措置要領に規定する資格

停止措置を行うことがある。 
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１１ 契約に関する基本事項 

   契約に関する基本事項は、次のとおりとする。 

（１） 契約の相手方 

特定された受託候補者は本市実行委員会との協議を経て、随意契約の方法により

契約を締結する。 

（２） 次点の繰り上げ       

特定された受託候補者が、正当な理由なく契約しないとき、又は協議が整わなかっ

たときは、その特定を取り消すとともに、審査委員会において次点となった提案者と

契約内容についての協議等を行ったうえで、契約を締結するものとする。 

 

１２ その他 

（１） 本業務を委託する相手方の決定については、特定された最優秀者を対象として内部

手続きを経た上で決定されるので、最優秀者の特定をもって本業務を委託する相手方

を決定するものではない。 

（２） 本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計

量法によるものとする。 

（３） 提案に要する費用は、すべて各提案者の負担とする。 

（４） 個別提案に関係する施設の参考資料（図面等）が必要な場合は、ねんりんピック岐

阜２０２０岐阜市実行委員会事務局へ連絡すること。 

（５） 競技会場の見学を希望する場合は、事前にねんりんピック岐阜２０２０岐阜市実行

委員会事務局へ連絡し職員の指示を受けること。 

 

１３ 事務局 

   ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市実行委員会事務局 

   住所      〒５００－８７０１ 

岐阜市今沢町１８番地  

岐阜市 福祉部高齢福祉課ねんりんピック推進室内 

           ねんりんピック岐阜２０２０岐阜市実行委員会事務局  

                            担当 東田・堀 

   電話番号    ０５８－２１４－７１９１（直通） 

   FAX      ０５８－２１４－２１３０ 

   メールアドレス nenrin@city.gifu.gifu.jp 

 

  

mailto:nenrin@city.gifu.gifu.jp
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No 記載事項 内容に関する留意事項 記載様式 部数 提出期限 受付時間 

1 参加表明書 
○本市へ事業者登録を行っている場合は、そ 

の登録内容で記載・押印すること。 
様式１ 

１部 

令和元年 

６月１７日（月） 

（ただし、 

土、日、祝日 

を除く） 

午前９時から 

午後５時まで 

（正午から 

午後１時まで 

を除く。） 

2 法人概要 
○貴社の概要が分かるものを提出すること 

（会社概要パンフレット等も可）。 
任意様式 

3 

法人の直近の 

納税証明書 

（国税及び 

地方税） 

○発行から３ケ月以内のものを提出すること。 

○完納証明書でも可。 
写し可。 

4 
業務実績 

一覧表 

○平成２６年４月１日以降の実施設計業務実 

績の状況について記載すること。 

○新しい順に記載すること。 

○履行実績を証する書類（契約書・業務完了 

確認書（写し））を添付すること。 

様式２ 

5 
業務実施体制 

提案書 

○総括責任者及び担当者について、担当する 

競技名も明記し、各競技ごとの取り組み状況 

が確認できる内容とすること。 

様式３ 

6 担当者名簿 

○業務実績は、平成２６年４月１日以降を対 

象とする。 

○現在の手持ち業務を全て記載すること。 

○記載欄が不足する場合は、２枚目以降を付 

け足すこと。 

様式４ 

7 

暴力団等と関 

与ない旨の誓 

約書兼承諾書 

○項目に該当するものがないことを確認後、 

記載・押印すること。 
様式５ 

8 企画提案書 

○別紙２「審査基準」及び仕様書を参照し、 

任意の様式で提出すること。 

 

任意様式 

Ａ４判 

 

（図面を含む。 

Ａ３判の 

  折込み可。） 

正本 １部 

 

副本 ９部 

令和元年 

７月５日（金） 

（ただし、 

土、日、祝日 

を除く） 

9 経費見積書 
○経費見積書（様式６）と併せて、各競技ご 

との積算内訳を任意様式にて提出すること。 
様式６ １部 

提案書類一覧 

別紙１ 
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 審査の観点 審査項目 配点 

内容点

（90％） 

業務実施 

体制 

（20） 

1 法人業務実績 
ねんりんピック・国民体育大会の実施設計業務

実績を豊富に有するか。 
（書類審査） 10 点 

2 
業務実施体制 

担当者の適格性 

本業務に配置予定のねんりんピック・国民体育

大会の実施設計業務経験を有する担当者の総数 
（書類審査） 5 点 

総括責任者は、ねんりんピック・国民体育大会

の実施設計業務実績を豊富に有するか。 
（書類審査） 5 点 

企画提案書

全般 

（70） 

1 
企画提案書の 

表現等 

企画提案書は分かりやすい内容になっている

か。（文章、図表、専門用語の解説等） 
（ヒアリング等審査） 5 点 

2 
実施設計に対する 

基本的考え方 

ねんりんピックの特性等を十分理解したうえ

で、業務の実施方針を定め、競技・式典を円滑

に行うことが可能な内容の実施設計を提案して

いるか。 

（ヒアリング等審査） 5 点 

3 業務スケジュール 

具体的かつ無理のないスケジュールで業務を円

滑かつ確実に実施できる体制が提案されている

か。 

（ヒアリング等審査） 5 点 

4 
双方向作業 

の具体的提案 

発注者及び受注者の双方向での業務遂行手段と

して、実現可能な具体的手法が提案されている

か（担当者との打ち合わせ頻度、データの送受

方法・頻度等）。 

（ヒアリング等審査） 10 点 

5 
競技会内容 

の理解度 

当市で開催される、3 競技の各競技内容につい

て、十分な経験があり、理解されたうえでの提

案内容であるか。 

（ヒアリング等審査） 10 点 

6 
コスト削減 

に対する提案 

会場設営・運営に要する経費を無理なく削減す

るための考え方が示されており、実現可能な方

法が具体的に提案されているか。 

（ヒアリング等審査） 10 点 

7 

ゾーニング計画 

及び参考図面 

（弓道競技会場） 

競技運営、選手・監督・役員及び観客の動線に

配慮されているか。 
（ヒアリング等審査） 10 点 

会場施設・スペースの有効利用及び参加者等の

安全面に十分配慮されているか。 
（ヒアリング等審査） 10 点 

8 その他自由提案 

上記に掲げるもののほか、本業務委託仕様書に

掲げる会場において予想される事項と対応策や

独自のセールスポイント等について提案されて

いるか。 

（ヒアリング等審査） 5 点 

価格点

（10％） 

見積額に 

対する審査

（10） 

1 見積額 見積額は、予定価格の範囲内であるか。 （書類審査） 10 点 

合計 100 点 

審査基準 

別紙２ 


