
1 

子どもたちが選ぶ「ふるさと１００選」散策マップ制作等業務委託に関する 

公募型プロポーザル応募要領 
 
１ 目的 

小樽市立小中学校の児童生徒が、校区にある自分のおすすめの場所について話し合い、それ

を伝え合う機会を通して、ふるさと小樽のよさに気付き、郷土愛を育むとともに、観光客への

ＰＲ等に利活用することを目的とする。 
 
２ 選定の方法 

子どもたちが選ぶ「ふるさと１００選」散策マップ制作等業務の実施に当たっては、提案書

の公募によるプロポーザル方式により、受託者を選定する。 
 
３ 業務の概要 

(1) 委託業務名 

子どもたちが選ぶ「ふるさと１００選」散策マップ制作等業務（以下「本業務」とい

う。） 

(2) 業務内容  

別紙「子どもたちが選ぶ「ふるさと１００選」散策マップ制作等業務委託仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり 

(3) 委託期間  

   契約締結日から令和５年３月１０日（金）まで 

(4) 事業費 

  １,５８０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限額とする。 

(5) 委託者   小樽市 
 
４ 日程及び期限 

項   目 日   程 

応募要領等配布 令和４年７月１１日（月） 

質問の受付 令和４年７月２０日（水）午後５時２０分まで 

質問の回答（最終回答） 随時（最終回答：令和４年７月２５日（月）） 

申込の受付 令和４年７月２８日（木）午後５時２０分まで 

ヒアリングの実施 令和４年８月 ４日（木） 

審査結果の通知 令和４年８月 ８日（月）予定 

委託契約締結 令和４年８月中旬予定 

 
５ 仕様書等の交付方法 

小樽市ホームページからダウンロード 

〔市ホームページ〕https://www.city.otaru.lg.jp/ 

 

６ 参加資格 

次の要件をすべて満たすものであること。 

(1)  小樽市物品購入等指名競争入札参加資格者名簿に登録していること。 

(2)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次に掲げ

るものに該当しない者であること。 

①  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生手続の適用を申請した者

で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であること。 

②  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続の適用を申請した者

で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること。 

(3)  市内に本店又は支店等を有していること。 

(4)  小樽市税に滞納がないこと。 
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(5)  消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

(6)  暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質

的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する事業者をいう。）に該当しない者であること。 

(7)  現に、小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない

こと。この場合において国及び他の地方公共団体において指名停止を受けている場合も、

参加資格はないものとする。 
 
７ 質問及び回答 

本業務に係る公募型プロポーザルについて不明な点がある場合は、次に定めるところにより

質問書を提出すること。ただし、審査基準の配点等、審査に支障を来す質問については受け付

けない。 

(1)  提出様式 

質問書（様式８）を用いること。 

(2)  提出期限 

令和４年７月２０日（水）午後５時２０分まで 

(3)  提出方法 

電子メールによる提出とする。 

メール送信後、電話により着信を確認すること。 

(4)  提出先 

本要領の「１６ 担当部署」に記載する電子メール 

(5)  回答方法 

提出された質問に対する回答は、質問者に対して電子メールにより回答するとともに、随

時、小樽市ホームページに掲載（質問を行った会社・法人等名称は公表しません）する。 

最終回答は令和４年７月２５日（月） 
 
８ 参加申込書等の提出 

本業務に係る公募型プロポーザルに参加しようとする者は、次の書類を提出するものとす

る。 

(1)  提出書類 

① 企画提案参加申込書（様式１） 

② 会社概要（任意様式、ただしＡ４判とする。） 

③ 企画提案書（様式２） 

④ 業務実施体制表（様式３） 

⑤ 業務実績調書（様式４） 

⑥ 見積書（様式５） 

⑦ 誓約書（様式６） 

⑧ 納税に関する証明書（本提出直前３か月以内に発行されたもの） 

ア 小樽市税に滞納がないことの証明書 

イ 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 

  ※免税事業者についても提出してください。 

(2) 提出部数 

①⑦⑧は各１部 

②③④⑤⑥は各１０部 

（③企画提案書及び⑥見積書は、正本１部のみ押印し、残り９部は副本とする。） 

(3)  提出期限 

令和４年７月２８日（木）午後５時２０分まで 

※提出期限後の参加申込書等の差し替え、再提出、追加は認めない。 

(4)  提出方法 

 持参とする（郵送は受け付けない。）。 

(5)  提出先 

 本要領の「１６ 担当部署」に記載する担当部署 
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(6)  受付時間 

 午前９時００分から午後５時２０分までとする（土、日、祝日を除く。）。 

(7)  参加辞退 

企画提案参加申込書等の提出後に辞退する場合は、ヒアリング実施日の前日までに辞退届

（様式７）を、本要領の「１６ 担当部署」に記載する担当部署へ、持参又は郵送の方法に

より提出すること（郵送の方法による場合は、ヒアリング実施日の前日までに到着するよう

にすること。）。 

(8) 留意事項 

①  業務実施体制表（様式３）は当該業務に従事する者全員について記入すること。また、

業務体制全体図やフロー図（任意様式）も併せて提出すること。 

②  企画提案書（様式２）は、仕様書に基づき、その内容や手法等について記載すること。  

用紙の大きさはＡ４判又はＡ３判とし、左端をホチキス綴じ（Ａ３判は折込み）とする

こと。  

③  業務工程表（任意様式）は実施スケジュールと役割分担が具体的に分かるように提案す

ること。  

④  見積書（様式５）は具体的な積算内訳書を添付すること。また、見積金額及び内訳金額

は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とすること。  
 
９ 資格審査 

企画提案参加申込書を受理した後、資格審査を行い、要件のいずれかを満たしていないこと

が判明した場合、要件を満たすまで有資格者としては取り扱わないこととする。  
 
１０ 事前審査 

応募者が多数の場合は、提出された書類により事前審査を行い、ヒアリングに参加する事業

者を選定することがある。 

 

１１ 企画提案に対するヒアリング 

(1) 実施予定日時（変更する場合がある。） 

令和４年８月４日（木）午前９時３０分から 

※待機時刻については、各応募者に別途告知する。 

(2) 実施場所 

小樽市教育員会庁舎１階 第１会議室 

(3) 所要時間 

１事業者２０分以内とし、退室は速やかに行うものとする。 

なお、内訳は下記のとおりとする。 

① 提案書の概要・詳細説明（１５分以内） 

ア 企画提案書を使用し、企画の詳細を説明すること。 

イ 別にアピールする事項があれば、ここで説明すること。 

ウ 説明時間は１５分以内とし、説明途中であっても延長は認めない。 

② 質疑応答（５分以内） 

審査員からの質問に対して回答することとし、提案者から審査員への質問は認めない。 

(4) その他 

① 提案者からの参加者は３名までとする。 

② パソコン使用の場合は参加者が持参し、５０インチモニター及びＨＤＭＩケーブルは小

樽市が用意する。 
 
１２ 選定方法等 

(1) 審査体制 

小樽市職員等で構成する選考委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、書類審査及び

ヒアリング審査を行う。 

(2) 審査基準 

審査基準は次のとおり。 
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【審査基準表】 

審査項目 評価の観点 

企画の視点 

①仕様書に則り、業務要求水準を充足しているか。 

②構成及びデザインが分かりやすく、見やすいものであるか。 

また、視覚的効果が期待できるか。 

③仕様書の内容に基づく業務のほか、独自性のある創意工夫が

された企画提案内容となっているか。 

企画作成力 幅広い知識や専門的ノウハウなどを活用した企画となっている

か。 

企画実行力 実効性や実現性のある企画となっているか。 

実施体制等 
①スケジュールが適切かつ効率的であるか。 

②業務を実施するための適切な体制が整っているか。 

業務実績 関連業務に係る業務実績及び本業務で必要な知見、専門知識を

有しているか。 

業務への取組姿勢 業務に取り組む積極性や熱意が見られるか。 

(3) 選考方法 

委員会は、提出書類及び提案者へのヒアリングにより、審査基準表に基づき評価点を算出

する。その合計点の最も高い事業者を最適な提案者とし、最適な提案者に次いで合計点の高

い事業者を次順位の提案者（次点）とする。 

なお、合計点が同じ事業者が複数あるときは、見積金額が低い者から順次上位の順位とす

る。 

また、合計点が満点の半分に満たない参加事業者については、契約の相手方の候補者とし

ないものとする。 

(4) 審査結果の通知等 

審査結果の通知については、審査対象の全事業者に対して、電子メールにより通知し、小

樽市ホームページに掲載する。なお、審査結果及び選考の経過についての問合せ、異議申し

立てに対しては応じない。 
 
１３ 提案者の失格 

提案者が次のいずれかに該当する場合には失格とする。 

(1) 提出期限までに必要書類が提出されなかった場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があったと小樽市が認めた場合 

(4) 仕様書を満たしていない企画提案書を提出した場合 
 
１４ 企画提案・選定に関する留意事項 

(1) 本提案に係る諸経費等は、全て提案者の負担とする。 

(2) 提出された書類等は返却しない。 

(3) 提出された書類等は、受託者の選定以外には使用はしない。 

(4) 提出された書類等は、審査目的の範囲内で複製することがある。 

(5) 提出書類等に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。 

(6) 提出以後の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しない。 

(7) 本業務に関して、提案者が１事業者のみの場合であっても、委員会において提案内容の審

査を行い、選定の可否を決定する。 

(8) 提案書は、小樽市情報公開条例（平成１８年市条例第５２号）の規定に基づき開示請求さ

れたときは、開示することにより当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれのあるものその他の同条例第７条各号の不開示情報を除き、

開示の対象となる。ただし、企画提案書等の提出及び審査期間中は、同条例第７条第３号又

は第５号の規定により、開示の対象としない。 

(9) 審査において知り得た情報（周知の情報は除く。）は、当該目的以外に使用し又は第三者

に開示若しくは漏洩してはならないものとする。 
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１５ 契約の締結 

審査により選定した最適な提案者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調整の

上、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に定める随意契約にて、当該業務の実施

に係る契約を締結することを原則とする。 

なお、プロポーザルの性質上、当該契約に当たり、企画提案内容（見積内容を含む。）を

もって、そのまま契約するとは限らないので、留意すること。 

また、最適な提案者と協議が整わない場合、又は最適な提案者が契約締結するまでの間に

失格要件に該当した場合、次順位の提案者（次点）と協議できるものとする。 
 
１６ 担当部署 

小樽市教育委員会教育部学校教育支援室 

担当：吉田・田中 

〒０４７－００３４ 小樽市緑３丁目４番１号 

電話：０１３４－３２－４１１１ 内線７５２６ 

ＦＡＸ：０１３４－３３－６６０８ 

電子メール：kyoiku-sien@city.otaru.lg.jp 

 


