
美濃加茂市公告第２号 

 

美濃加茂市インバウンド旅行者対策支援委託業務に係る公募型プロポーザル

方式実施要領 

 

 美濃加茂市インバウンド旅行者対策支援委託業務公募型プロポーザル方式を以下

のとおり実施する。 

 

  令和元年５月１５日 

 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

 

１ 発注主管課   

美濃加茂市産業振興部産業振興課 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

美濃加茂市インバウンド旅行者対策支援委託業務 

(2) 業務場所 

美濃加茂市内 

(3) 履行期間  

契約締結日から令和２年３月２５日まで 

(4) 目的 

   本業務は、市内において数年中に民間資本によりインバウンドを促進する観

光資源の整備が進み、来市する外国人観光客の増加が見込まれることを受け、

その市内滞在の延長を促し観光消費を増加させるために、持続可能な旅行環境

の整備と体験プログラムの造成等を目的として実施する。 

(5) 業務内容 

  ① 事業者向けインバウンド推進セミナーへの講師派遣 

  ② 市観光施設等へのキャッシュレス決済導入 

  ③ インバウンド向け体験プログラムの造成 

  ④ 造成した体験プログラムのプロモーション及び販売 

   業務内容の詳細については、別紙「美濃加茂市インバウンド旅行者対策支援

委託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照すること。 

 

３ 参加資格 

  参加事業者は、次の要件を満たしていること。 



(1) 美濃加茂市プロポーザル方式等の実施要綱（平成２４年美濃加茂市訓令甲第

５号。以下「要綱」という。）第４条第１項各号に規定する者であること。 

(2) 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。）に

登録されていない者であっても、要綱第４条第２項に規定する書類を参加表明

書に添付し、参加することができる。ただし、契約の相手方となったときは、

速やかに入札参加資格者申請をし、契約締結時までに参加資格者名簿に登録を

すること。 

(3) 平成２６年度以降に、国や地方公共団体若しくは観光振興を目的とする公益

的団体のインバウンド推進に関する業務を受注し完了した実績があること。 

４ 失格要件 

  参加表明書を提出してから候補者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該

当した場合は、失格又は審査の対象より除外する。なお、失格又は審査の対象か

ら除外した場合は、その理由を付して文書で通知するものとする。 

(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(3) 一つの参加事業者が複数の提案を行った場合 

(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(5) 参加表明書又は提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

(6) 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

(7) 会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至っ

た場合  

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

(9) 著しく信義に反する行為があった場合  

 

５ 参加に関する留意事項  

(1) 参加事業者は、提案書の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

(2) 参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。 

(3) 提案した内容は、実現を約束したものとみなす。 

(4) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、参加事業者に

帰属する。ただし、採用した提案書等の著作権は、美濃加茂市（以下「発注者」

という。）に帰属する。 

(5) 採用・不採用に関わらず、発注者は本プロポーザルの報告、公表等のために

必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 

(6) 参加事業者は、実施要領に基づき提出した書類を、提出期間に限り補正する

ことができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、発

注者は、その理由如何に関わらず提案書の返却はしない。  



(7) 発注者が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関す

る聞き取り調査を行うことがある。 

(8) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条

例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）に基づき、提案書を公開することが

ある。 

 

６ スケジュール 

参加表明書の提出期限 令和元年５月２８日（火）午後５時１５分まで 

質問の受付 
令和元年５月１５日（水）午前９時から 

令和元年５月２２日（水）午後５時１５分まで 

質問への回答 令和元年５月２４日（金） 

参加事業者への認定通知 令和元年５月３１日（金） 

提案書等の提出期間 
令和元年６月４日（火）午前９時から 

令和元年６月１０日（月）午後５時１５分まで 

第１次審査（書類審査）※ 令和元年６月１２日（水） 

第２次審査（プレゼンテーシ

ョン及びヒアリング） 
令和元年６月２０日（木） 

契約の締結 令和元年７月上旬 

 ※第１次審査は応募者が５者を超えた場合のみ実施 

 

７ 参加表明書の提出 

(1) 提出書類及び提出部数 

  ア 公募型プロポーザル方式等参加表明書（要綱様式第１号） １部 

   ※以下、参加資格者名簿に登録がない場合に添付する書類（各１部） 

   ① 履歴全部事項証明書（法人又は商号登記している個人） 

   ② 身分証明書（商号登記していない個人） 

   ③ 財務諸表 

   ④ 国税の納税証明書（法人にあっては法人税、個人にあっては申告所得税

に係るものかつ消費税及び地方消費税に係るもの） 

   ⑤ 本店又は支店の所在地における市町村税の完納証明書 

  イ インバウンド推進関連業務実績（任意様式） 

   ※参加資格確認のため、本業務と類似する１件の実績について受注年度及び

完了年度、発注者、事業の概要のみを簡潔に記載すること。 

(2) 提出先 



   〒５０５－８６０６ 美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

   美濃加茂市産業振興部産業振興課営業戦略係（本庁舎西館３階） 

(3) 提出方法 

   郵送又は持参 

   ※いずれの場合も令和元年５月２８日（火）午後５時１５分必着とする。 

(4) 参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 

   参加資格が認められなかった者は、令和元年６月１０日（月）までに書面に

より理由について説明を求めることができる。説明を求められたときは、令和

元年６月１４日（金）までに書面により回答する。 

 

８ 説明会 

  本業務の説明会は実施しない。 

 

９ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法 

   質問のある者は、法人名、担当者名、担当者連絡先、及び質問内容を簡潔に

まとめ、ファックス又はＥメールで提出するものとし、送信時には平日の開庁

時間内に必ず電話で受信の確認を行うものとする。 

(2) 提出先 

   産業振興部産業振興課営業戦略係 

   ＴＥＬ ０５７４－２５－２１１１（内線２５３・２５７） 

   ＦＡＸ ０５７４－２７－３８６３ 

   E-mail shokan@city.minokamo.lg.jp 

(3) 回答方法 

   質問及びその回答は、まとめて市ホームページにおいて公開する。なお、軽

易な事項（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、その都度個別

に回答することがある。 

 

１０ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

 ア プロポーザル等提案書（様式第１号） 

  イ 法人等概要書（様式第２号） 

  ウ 企画提案書類（任意様式） 

   次の内容について、日本工業規格Ａ４版２０頁以内で項目順に作成すること。 

  なお、提案書には、提案者を特定できる商号、個人名等を使用しないこと。た

だし、業務の実施に必要なサービス名については、特定の事業者のみが利用で

きるサービスでない場合は記載できるものとする。 



   ① 業務実施における基本方針 

    ・外国人観光客の動向分析等を踏まえ、提案の基本方針を示すこと。 

   ② インバウンド推進関連業務の実績について 

    ・平成２６年度以降におけるインバウンド推進関連業務の実績について一

覧表を作成し、本業務と類似するもの（３件以内）についての実施内容等

を説明すること。 

   ③ 業務の全体計画の提案 

    ・仕様書に掲げる業務全体の流れについて説明すること。 

    ・業務実施スケジュールを記載すること。 

   ④ 業務内容別の具体的提案 

    ・本要領の「２ 業務概要 (5) 業務内容」①～④の順に、それぞれの業

務に関する具体的な提案を記載すること。 

   ⑤ 業務の実施体制について 

    ・本要領の「２ 業務概要 (5) 業務内容」①～④の順に、それぞれの業

務の実施体制を記載すること。 

   

  エ 見積書（任意様式） 

   本業務の実施に係る費用の見込額について、本要領の「２ 業務概要 (5) 

業務内容」①～④別の内訳とともに記載すること。なお、消費税及び地方消費

税の税率は１０％として見込額を算出すること。 

(2) 提出先 

  本要領の「７ 参加表明書の提出 (2) 提出先」と同じ 

(3) 提出部数 １２部（正本１部、副本１１部） 

  ※Ａ４版、両面印刷、ホチキス止めとし、ファイル綴じ込み等製本はしないこ

と。なお、プロポーザル等提案書（様式第１号）は正本のみとし、副本には添

付しないこと。 

(4) 提出方法 

  提出期間内に、次のいずれかの方法により提出すること。 

  ア 産業振興部産業振興課へ持参 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（市役所開庁日のみ） 

  イ 郵送 

   郵送による場合は、必ず受取り日時及び配達されたことが証明できる方法と

すること。 

 

１１ 審査委員会 

  プロポーザルの審査は、美濃加茂市インバウンド旅行者対策支援委託業務プロ

ポーザル方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 



 

１２ 審査手順 

(1) 書類審査（第１次審査） 

   第１次審査は、参加事業者が５者を超えた場合のみ実施する。 

   審査委員会は、提案書等について、本要領の「１３ 審査基準」に示す審査

基準に従って評価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５者を選考する。

ただし、参加事業者が５者に満たないとき又は評価の低い参加事業者が複数あ

るときは、５者に満たない参加事業者を選考することがある。 

(2) プレゼンテーション及びヒアリング（第２次審査） 

   第２次審査は、提案書の受付順に次の内容で実施する。なお、会場及び開始

時刻等については、参加事業者へ個別に通知する。 

   プレゼンテーション ２０分以内 

   ヒアリング     ２０分以内 

  ※注意事項 

  ① 第２次審査への出席は、１参加事業者につき３名までとすること。 

  ② 指定した時刻に遅れた場合は、第２次審査の評価対象から除外するため、

必ず定刻までに参集すること。 

  ③ プレゼンテーションにおいて、パワーポイント等を用いて説明する場合に

使用するパソコン等は、参加事業者が各自持参すること。 

  ④ プロジェクター、スクリーン及び電源は発注者において準備する。ただし、

プロジェクターへの出力は参加事業者が適合ケーブル等を持参すること。 

    使用プロジェクター  型番：ＥＰＳＯＮ ＥＢ－１７９５Ｆ 

    入力端子：ビデオ入力、ＲＧＢ入力(ミニ D-Sub15pin)、ＨＤＭＩ端子 

(3) 審査の結果 

   審査結果は、全参加事業者に文書で通知する。また、最終審査結果は、発注

者のホームページ上でも公表する。 

 

１３ 審査基準 

 審査における評価項目等及び配点は、次のとおりとする。なお、配点は第１次審

査と第２次審査とで共通のものとする。 

 ※第２次審査の最低基準点は、満点の７０％とする。 

評価項目 評価基準 配点 

１ 企業評価 

 

（２５） 

業務の基本方針 

本業務の趣旨と合致し、目指す

べき方向性が明確な基本方針

となっているか 

５ 



業務実績 

本業務に類する事業について

十分な実績を持ち、その経験や

ノウハウが期待できるか。 

１０ 

業務の実施体制 

本業務を適正かつ確実に実施

できる人材を確保し、人員体制

を整えられるか。 

１０ 

２ 技術力評価 

 

（７０） 

インバウンド推進

セミナーの提案 

地域事業者がインバウンドの

必要性や有益性を理解し、推進

気運を醸成できる内容か 

２０ 

キャッシュレス決

済導入の提案 

未導入事業者のモデルとなり

得るような決済手法の導入が

提案されているか 

１０ 

体験プログラム造

成に関する提案 

地域の観光資源を生かした外

国人観光客に魅力的なプログ

ラムの造成を期待できるか 

２０ 

体験プログラム販

売等に関する提案 

外国人観光客に訴求力を持つ

体験プログラムのＰＲ及び販

売手法が提案されているか 

２０ 

３ コスト評価 

（５） 
見積価格 

業務実施について効率的かつ

適正な見積価格が計上されて

いるか 

５ 

合   計 １００ 

 

１４ 業務価格の上限 

 本業務にかかる概算業務価格の上限は下記のとおりとし、提案書で提出された金

額をもとに、候補者から見積書を徴取して契約を締結する。 

 

   上限価格 ４，０００，０００円 

   ※上記金額には消費税及び地方消費税を含む。 

 

１５ 契約の締結 

 審査により、候補者として決定した事業者と契約締結の交渉を行う。ただし、当

該交渉が不調のときは、次点者と契約締結の交渉を行う。なお、契約は、仕様書及

び提案書に基づいて決定するものとし、当初仕様書に変更が生じる可能性があるこ

とから柔軟に対応すること。 

 


