
手稲区 30 周年記念催事企画・運営業務 提案説明書 

この提案説明書は、札幌市が実施する「手稲区 30 周年記念催事企画・運営業務」の業務

委託の契約候補者を選定するための公募型企画競争に関して、必要な事項を定めることを

目的とする。 

１ 業務名 

手稲区 30 周年記念催事企画・運営業務 

２ 経緯及び目的

  手稲区は令和元年 11 月６日に誕生から満 30 年を迎える。これを記念し、「手稲区の魅

力を再認識する」「30 周年を祝う気持ちを抱く」「将来の手稲区のあるべき姿を想起する」

など、区民の方々が手稲区を愛する気持ちを醸成することを目的に、親善大使の三浦雄

一郎氏による講演会及び区民参加型の催事等の開催を予定している。 

多くの区民の参加意欲を駆り立てるような魅力的な企画とするには、高度な創造性、

技術力、専門的な知識及び経験を必要とするものであるため、これらの知見を有する事

業者からの提案に基づき企画内容を検討し、実施・運営を委託することが、より効果的・

効率的であるため、公募型企画競争方式により提案を募集するものである。 

３ 業務内容

  別紙仕様書のとおり。 

  なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、実際の契約にあたって本企画競

争での提案内容やその後の協議により内容を調整する場合がある。 

４ 予算規模 

  1,000 千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

※ この金額は、現時点での予算規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格

の範囲内で行う。 

５ 履行期間 

  契約締結日から令和元年 11 月 29 日（金）まで 



６ 参加資格 

以下の要件をすべて満たすものとする。グループ等で参加する場合には、原則として、

契約の相手方となるグループ等の代表者及び他の構成員（以下「協力者」という。）すべ

てが以下の要件を満たす必要がある。ただし、協力者に限り、下記（2）の要件を満たし

ていない場合であっても、その他の要件を満たしている場合は、下表に定める必要書面

を「9 参加手続きに関する事項」（2）に示す提出書類と同時に提出することにより、参

加できるものとする。 

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

あること。 

(2) 札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年 4 月 26 日財政局理事決裁）に基づ

く参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立て又は民事更生法

（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開

始決定後の者は除く。）であるなど、経営状況が著しく不健全な者でないこと。 

(5) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員

単独での入札参加を希望していないこと。 

(6) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第 6号）第２条第２号に規

定する暴力団員又は同条例第７条に規定する暴力団関係事業者でないこと。

＜札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されていない協力者が提出する書面＞ 

提出書面 備考 

ア 申出書 様式 2 

イ 登記事項証明書 現在事項証明または全部事項証明（写し可） 

ウ 財務諸表（直前 2期分） 賃借対照表、損益計算書 

エ 納税証明書（市区町村税） 本店（契約権限を委任する場合は受任先）の所在

地の市区町村が発行するもの（写し可） 

オ 納税証明書（消費税・地方消費税） 未納がない旨の書証明書（その 3の 3）（写し可）

※ イ・エ・オについては、「9 参加手続きに関する事項」（2）に示す提出書類の提出

日から 3か月前の日以降に発行されたものとすること。 



７ 企画提案を求める項目 

(1) 過去の業務実績及び業務の執行体制 

(2) 催事の企画・運営案及び費用 

    以下の項目について企画提案を行うこと。 

  ア 催事参加者の募集方法について、作成するチラシ・ポスター等の配布物（枚数含

む）及びその配布・掲出方法や、参加者の募集・決定・通知方法について示すこと。 

イ 催事は二部構成とし、第一部に三浦雄一郎氏による講演等、第二部に区民参加型

の催事を実施する。企画提案の際は、第一部、第二部それぞれの時間、テーマ及び

形式（独演または対談等）を明確にすること。 

ウ 催事の運営にあたり必要なスタッフの配置、人数について示すこと。 

エ 上記の催事企画・運営に際し、実施する各業務に必要となる経費の概算について

項目別に積算し示すこと。 

(3) 独自提案 

本業務を実施するにあたり、提案者が上記以外の事柄で必要・効果的と考える事

柄があれば提案を行うこと。 

８ 評価基準 

次の表のとおりとする。 

(1) 過去の業務実績、業務の執行体制 

・業務を円滑に進められると判断できる十分な業務実績があるか。（5点） 

・業務従事者の経験、実績等の妥当性、有効性の観点から、業務全体を円滑に

進められる執行体制の提案となっているか。また、本市の求めに応じて、迅

速に対応できる体制の提案となっているか。（5点） 

10 点

(2) 催事の企画・運営 

ア 全般 

  ・告知、募集方法が的確であるか。（5点） 

  ・提案内容が的確であり、講演、催事を通じて参加者に PR する手稲区の魅力

や将来のあるべき姿などが明確であるか。（10点） 

・催事実施までのスケジュールについて、業務期間内で効率的かつ確実に業 

務を遂行することができるものとなっているか。（5点） 

70 点



 イ 三浦雄一郎氏による講演 

  ・講演のテーマ（何を語るか）や講演の形式（独演、対談等）・手法（対談の

場合、誰とどのように語るか）の提案が具体的に提示され、かつ魅力的で 

あるか。（10 点） 

  ・当該講演を「ウ 催事」の企画と連動させる等、工夫がみられるか。（10 点）

 ウ 催事 

  ・テーマ、内容が手稲区 30 周年を祝う企画として適切か。（10 点） 

  ・幅広い世代から参加者を集められるような内容の魅力的な企画となってい 

るか。（10 点） 

  ・手稲区の特長を踏まえた企画となっているか。（10点） 

(3) 独自提案 

・業務の目的を達成するに当たり、必要な提案であるか。（10 点） 

・業務の目的を達成するに当たり、効果的かつ魅力的な提案であるか。（10 点）

20 点

合計 100 点

９ 参加手続きに関する事項 

（1）スケジュール 

公募開始 令和元年 6月 5日（水） 

質問受付期限 令和元年 6月 20 日（木）17 時必着 

企画提案書等の提出期限 令和元年 6月 27 日（木）14 時必着 

プレゼンテーション審査及び契約候

補者の決定 

令和元年 6月 28 日（金） 

契約締結 令和元年 7月上旬 

 (2) 提出書類  

正本は以下のア～キの構成で一式とし、１部提出すること。副本は、以下のウ～キ

の構成で一式とし、10 部提出すること。また、提出書類のうち副本については、会社

名（協力者を含む）及び会社名を類推できる表現や氏名等を記載しないこと。なお、

いずれの場合も特別な製本、折込等はしないこと。 

ア 参加意向申出書（様式 1） 

 イ 業務従事者一覧（自由様式） 



 ウ 類似業務等実績一覧（自由様式） 

 エ 業務体制の概要及び実施方法（自由様式） 

 オ 業務スケジュール（自由様式） 

 カ 企画提案書（自由様式）

 キ 積算書（自由様式） 

※ 積算根拠がわかるように記載すること。なお、本積算書は評価の対象としないが、

予算規模を超える場合は、失格とする。また、本積算額は企画書が選定された提

案者との契約額を確定するものではない。 

（3）提出書類の記載にあたっての注意事項 

   ア 業務従事者一覧 

  （ア）本業務を受託する場合に、実務に携わる者を記載すること。 

  （イ）委託の相手方として選定された場合、業務を進めるにあたって他の会社（者）

の協力が予定されている場合についても記載すること。 

  （ウ）本業務について全般的かつ総合的な役割を担う総括責任者を明記すること。 

   イ 類似業務等実績一覧 

本業務にいかすことができると考える類似業務の実績について、極力具体的に記

載すること。なお、これまでの実績で特筆すべきものがあれば、企画提案書に記載

してもよい。ただし、その場合も企画提案書の枚数の追加は認めない。

ウ 企画提案書 

  （ア）用紙サイズ等は、Ａ３またはＡ４版で片面を基本とし、Ａ３版の場合は 3頁以 

内、Ａ４版の場合は 6頁以内とする。 

  （イ）企画提案書は、正本のみ表紙を作成し社名を記載（当該表紙は（ア）の頁数に

は算入しない）し、副本の提案内容には社名（協力者を含む）等を記載しないこ

と。 

  （ウ）企画案は１者１提案とする。 

    （エ）上記「7 企画提案を求める項目」の（2）の事項については、すべて企画提案

書に盛り込むこと。

（オ）独自提案部分については、識別できるよう明示すること。 

（4）提出期限 

   令和元年 6月 27 日（木）14 時 00 分（送付の場合は必着のこと） 



（5）提出方法 

持参又は郵送により、下記 17 に示す担当課まで提出すること（持参の場合は、土曜

日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を

除く毎日、8時 45 分から 17 時 15 分まで） 

（6）提出書類等の入手方法 

提出書類の様式については、下記 17 に示す担当課で配布するほか、札幌市公式ホー

ムページからも入手することができる。 

  【札幌市公式ホームページ】 

   http://www.city.sapporo.jp/teine/shimin/keiyaku/keiyaku.html 

（7）質問の受付 

   質問がある場合は、令和元年 6 月 20 日（木）17 時までに、所定の質問書（様式 3）

により、必ず電子メールで送付すること（電話や来庁による質問には回答しない）。 

   電子メールのタイトルには「手稲区 30 周年記念催事企画・運営業務質問票の送付」

と記載し、下記 17 に示すＥメールアドレスに送付すること。 

   質問要旨と回答は、原則ホームページに掲載する（質問を行った法人名は公表しな

い）。 

10 企画提案の審査 

  企画提案は、札幌市の関係部局の職員及び外部有識者からなる「手稲区 30 周年記念催

事企画・運営業務企画競争実施委員会」（以下、「実施委員会」という。）において、上記

「8 評価基準」により下記のとおりプレゼンテーション審査を行い、最も優れた企画提

案者を選定する。なお、審査は「8 評価基準」に示す審査項目による総合点数方式とし、

満点の 6割を最低基準点と定める。 

 〔プレゼンテーション審査〕 

  ア 企画提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

  イ プレゼンテーション審査については、委員会委員の評価の合計点数が最も高い提

案者を契約候補者とする。 

  ウ 出席者は最大 3名までとする。 

  エ プレゼンテーションは１者 10 分（準備 3分、説明 7分）程度として順次個別に行

い、その後質疑を行う。 

  オ プレゼンテーションは、提出書類により行うこととし、資料の追加及びプロジェ



クター・パソコンの使用は認めない。 

  カ プレゼンテーション審査の日時・会場などの詳細については、対象となる企画提

案者に別途通知する。 

  キ 審査の結果、最も高い評価を得た提案者が複数あった場合は、「8 評価基準」の

「（2）催事の企画・運営」の評価点を比較し、より高い評価を得たものを契約候補

者として選定する。「8 評価基準」の「（2）催事の企画・運営」の評価点も同点だ

った場合は、「（3）独自提案」の評価点を比較することとし、それでもなお同点の場

合は委員長によるくじ引きにより選定する。 

ク 審査の結果については、速やかに企画提案者全員に文書で通知する。 

11 契約について

提案書類の審査により選定された契約候補者は、本市と契約に係る詳細について協議

を行うものとする。この協議の結果、企画提案の一部変更を行う場合がある。 

協議が整い次第、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）等の関係規程に基づき、随

意契約の方法により契約を締結する。 

なお、協議が整わない場合、提案書類の審査において次点とされた者を契約候補者と

して協議を行う場合がある。 

12 参加資格の喪失 

  本企画競争において、企画提案者が参加資格を有することを確認したときから審査が

確定するまで（契約候補者にあっては、契約を締結するまで）において、次のいずれか

に該当するときは、提出された提案書類に関する評価は行わず、又は契約候補者として

の選定を取り消すものとする。 

（1）参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなったとき。 

（2）書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

（3）不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有することとな 

ったとき。 

13 失格事項 

  次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

（1）提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各様 



式の留意事項に適合しなかった者 

（2）審査の公平性を害する行為を行った者 

（3）その他、本提案説明書等に定める手続、方法等を遵守しない者 

14 評価についての申立て 

  企画提案者は、自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌

日から起算して３日（札幌市の休日を定める条例（平成２年条例第 23 号）に規定する休

日を除く。）以内に、市長に対し、自らの評価について書面により疑義の申立てを行うこ

とができる。この場合において、送付又は電送によるものは受け付けないものとする。 

15 企画提案段階の企画案の著作権等に関する事項 

 (1) 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 (2) 企画案の著作権は各提案者に帰属する。 

 (3) 札幌市が本企画競争の実施に必要と認めるときは、企画案を札幌市が利用（必要な

改変を含む。）をすることを許諾するものとする。この場合、札幌市は、あらかじめ

提案者に通知するものとする。 

 (4) 企画提案者は、札幌市に対し、企画提案者が企画案を創作したこと、及び第三者の

著作権、著作者人格権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害するものではな

いことを保証するものとする。 

 (5) 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、

提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ札幌市に何

らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 (6) 提出された企画案その他本企画競争の実施に伴い提出された書類について、札幌市

情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）に基づき公開請求があったときは、同条例

の定めるところにより公開する場合がある。 

16 その他留意事項 

(1) 本企画競争に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出期限後の提出、差替え、変更、再提出及び追加は認めない。 

(3) 業務従事者一覧に記載された総括責任者は、市長が特別の理由があると認めた場合

を除き、変更することができない。 



(4) 契約候補者は、その後の委託業務の遂行に必要な場合、提出書類等を札幌市が利用

することを許諾することとする（複製及び必要な改変を含む。）。 

(5) 札幌市が提供した資料は、札幌市の了解なく公表、使用することができない。 

(6) 本業務の契約後は、本業務に係るデザイン、意匠、版権及び業務に付随して発生す

る全ての権利は札幌市に帰属し、本業務の受託者は、本市の許可なく無断で使用、

情報提供等を行うことはできない。また、本業務の受託者は、本業務に関連して得

られた個人及び企業情報等の全てについて、本市及び当該個人並びに当該企業の代

表者の許可なく第三者に情報提供あるいは情報を漏らしてはならない。 

17 問合せ先（事務局） 

〒006-8612 札幌市手稲区前田 1条 11 丁目（札幌市手稲区役所 3階） 

札幌市手稲区役所市民部総務企画課 担当：柳本 

電話：011-681-2425  FAX：011-681-2523 

電子メールアドレス： teine.anzen@city.sapporo.jp


