
 

 

 

 

佐賀市エコプラザごみ減量啓発ゾーン業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月 

佐賀市 



 

 1 

目次 

１ プロポーザル概要 

 1-1 目的････････････････････････････････････････････････････2 

 1-2 業務内容････････････････････････････････････････････････2 

 1-3 プロポーザル対象････････････････････････････････････････3 

 1-4 応募条件等･･････････････････････････････････････････････3 

 1-5 事業者の選定････････････････････････････････････････････4 

 1-6 日程及び手続き･･････････････････････････････････････････4 

 1-7 提案書の提出････････････････････････････････････････････5 

２ その他･････････････････････････････････････････････････････7 

３ 事務局･････････････････････････････････････････････････････7 



 

 2 

１ プロポーザル概要 

１－１ 目的 

 佐賀市の環境学習の拠点として位置付けている｢佐賀市エコプラザ｣では、施設見学や各

種講座・イベント等を通じて、地球温暖化やごみ処理の現状、環境に対するさまざまな取

り組みを知っていただき、また、１階の再生ゾーンを中心に、３Ｒ（ごみの減量・再利

用・再資源化）の推進を目的としたごみ問題の啓発業務を展開し、市民の自発的な環境に

配慮した行動へ繋げることで、低炭素社会、循環型社会及び自然共生型社会の構築と生活

環境の向上を目指しています。 

この啓発業務を、より効果的に展開するには、市民と同じ目線から事業運営を行うこと

が重要であると考え、佐賀市に本拠を置き、環境保全活動の実績・経験がある法人その他

の団体等に｢佐賀市エコプラザごみ減量啓発ゾーン業務｣を委託するものです。 

 

１－２ 業務内容 

（１） 業務名 

  佐賀市エコプラザごみ減量啓発ゾーン業務 

（２） 業務内容 

① 施設見学案内及び多種多様な見学コースの設定 

② 佐賀市エコプラザに関する広報及びホームページの運営 

③ ３Ｒに関する展示品の作成・展示・整理及び市民への情報提供 

④ ３Ｒの推進に関する講座及びイベント 

⑤ 市が提供する廃棄物の有効活用 

⑥ 剪定枝チップの配布・受付 

⑦ 環境学習図書の貸し出し 

⑧ 佐賀市が行う環境事業との連携 

⑨ 他の団体（ＮＰＯ法人、市民団体、企業、学校等）との連携事業 

⑩ 業務実績報告書（毎月、年度末）の作成及び提出 

⑪ その他本業務に必要な業務（定例会への出席等） 

⑫ 佐賀市エコプラザ１階再生ゾーンの管理運営及び上記業務を行う上で必要な施設の

機能的管理 

※６月～７月に関しては佐賀市指定の講座を開催していただきます。 

（３） 開館時間 

  午前１０時から午後５時まで 

  ※勤務時間 午前９時から午後５時１５分まで 

（４） 休館日 

  毎週水曜日及び年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） 
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  ※特に必要と認めるときは、臨時に業務を行う、または休日とする場合があります。 

（５） 契約期間 

  平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで 

※次の条件が整った場合において、契約の更新をする場合があります。 

   ①契約期間終了後も当該事業が存続すること。 

   ②契約期間終了後の予算措置がなされたこと。 

   ③契約者が誠実に業務を履行し、その状況が良好であること。 

（６） 予算額 

  １０，７３７，０００円（消費税及び地方消費税含む）以内 

（７） その他 

①備品の購入 

原則として、事業費での備品購入は認められません。機器類はリースで対応してく

ださい。 

②廃棄物の提供 

  佐賀市エコプラザにおけるごみ減量啓発に使用するため、市は、廃棄物を提供し 

ます。 

③委託費返還等の権利 

提案された内容及び応募条件等に反した場合、又は提出書類に事実と異なる記載が

あった場合には、市は、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有します。 

 

１－３ プロポーザル対象 

（１） 業務遂行のための体制について 

（２） 施設見学案内及び多種多様な見学コースの設定 

（３）エコプラザ１階再生ゾーンを中心とした３Ｒに関する展示について 

（４）佐賀市エコプラザの広報活動（団体見学募集、講座受講者募集等）について 

（５）市民への３Ｒに関する情報提供について 

（６）佐賀市エコプラザで実施する３Ｒの推進に関する講座及びイベントについて 

 

１－４ 応募条件等 

（１）応募資格 

佐賀市に本拠を置き、環境保全活動の実績・経験がある法人その他の団体等で、上記

１-２に掲げる業務内容を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 

ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統

制の下にある団体は応募できません。 

（２）応募に関する費用負担 

応募に際して必要な費用は、応募者負担とさせていただきます。 
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（３）複数提案の禁止 

応募者は、1 つの提案のみとさせていただきます。 

（４）他の応募者の構成員となることの禁止 

  応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできません。 

１－５ 事業者の選定 

本プロポーザルにおける提案内容の選定方法は次のとおりです。 

（１）選定者 

選定は、佐賀市環境部長以下の職員で行う予定です。 

（２）選定基準 

① 佐賀市環境基本計画等の佐賀市の施策に沿っているか 

② 業務の目的や内容について、理解はあるか 

③ 提案内容について、具体性があり実現可能か 

④ 提案内容について、手法等が的確か 

⑤ 業務を行うに当たっての人員体制が適正か 

⑥ 見積額が適当か 

（３）選定手続き 

選定は、一次審査及び二次審査により行います。 

一次審査：提出書類による書類選考とし、二次審査に参加できるものを選定します。 

二次審査：一次審査の被選定者によるプレゼンテーションを審査します。 

（４）結果の通知 

一次審査及び二次審査の審査結果は、書面にて個別にお知らせします。 

（５）選定から契約まで 

選定後は、事務局と業務詳細について協議を重ねた上で、契約することとします。 

 

１－６ 日程及び手続き 

（１）日程 

① 公募開始：平成２９年４月１３日（木） 

② 説明会：平成２９年４月１８日（火）午後１時から 

③ 質問受付期限：平成２９年４月２１日（金）午後３時まで 

④ 参加表明書提出期限：平成２９年４月２１日（金）午後５時まで 

⑤ 質問への回答：平成２９年４月２４日午後５時までに回答 

⑥ 提案書等提出期間：平成２９年４月２４日（月）～平成２９年５月１日（月）午後

５時まで 

⑦ 一次審査結果通知：平成２９年５月８日（月） 

⑧ 二次審査（プレゼンテーション）：平成２９年５月９日（火）～５月１２日（金）

頃 



 

 5 

⑨ 二次審査結果通知：平成２９年５月１５日（月）頃 

（２）実施要領等の配布 

  本プロポーザルに関する資料は、平成２９年４月１３日（木）から佐賀市ホームペー

ジ上で配布する。 

（３）参加申込み 

  本プロポーザルへの参加申し込みについては、次のとおりです。 

① 申込期間：平成２９年４月１３日(木)～平成２９年４月２１日(金)午後５時まで 

② 申込様式：参加表明書（第１号様式） 

③ 申込方法：佐賀市清掃工場 管理棟１階 循環型社会推進課まで持参する。 

（４）説明会の開催 

 本プロポーザルの実施要領に関する説明会を行います。 

① 説明会日時：平成２９年４月１８日（火）午後１時から 

② 説明会会場：佐賀市清掃工場  

（５）問い合わせについて 

問い合わせについては、電子メールにて受け付けます。 

問い合わせ先のメールアドレスは、junkan@city.saga.lg.jp です。 

問い合わせに対する回答は、説明会参加者全員に電子メールにて行います。 

問い合わせ期限は、平成２９年４月２１日（金）午後３時までとします。 

期間を過ぎた問い合わせには回答できませんのでご注意ください。 

 

１－７ 提案書の提出 

（１）提出物及び提出部数 

①提案書（第２号様式）正本 1 部、電子媒体（CD-R）１部 

提案書付属書類(各１部)  

・主要事業実績書（第３号様式） 

・法人設立趣旨書 

・定款 

・役員名簿 

・事業計画書 

・収支予算書 

・登記簿謄本 

・財産目録 

・その他団体周知のための資料 

・暴力団排除に関する誓約書（第５号様式） 

②企画書（様式任意）正本 1 部、副本 7 部、電子媒体（CD-R）１部 

③費用見積書（第６号様式）正本 1 部 

見積に係る積算内訳書を別途添付してください。（様式任意） 
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※提出書類に関する注意事項 

・企画書は A4 縦・横書き、MS ワード/パワーポイント/エクセルで作成し、印刷物を

原則とします。 

・費用見積書（第６号様式）の記載に当たっては、平成２９年６月１日から平成３

０年３月３１日までの間、事業を行うものとして積算を行ってください。 

・見積に係る積算内訳は、詳細に記載してください。 

・提出書類に用いる言語、通貨、単位については、それぞれ日本語、日本円、日本

の標準時及び計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定める単位に限ります。 

・提出の際には、内容に漏れがないか確認の上、提出してください。 

・提出物は、原則として返却しません。 

（２）提出方法等 

・提出物は書類及び電子媒体（CD-R）にて提出してください。 

・応募者が、直接持参してください。（宅配便、郵便等による提出は受け付けません。） 

※提案書提出に際しては、本人確認を行いますので、本人が確認できる書類（写真つ

きの公的身分証明書（運転免許証、パスポート等））を提示ください。 

・提出期間以外の提出は認めません。 

（３）提出期間 

  平成２９年４月２４日（月）～平成２９年５月１日（月）までの午前９時から午後５

時まで（土曜日、日曜日を除く）  

（４）提出場所 

佐賀市清掃工場 管理棟１階 循環型社会推進課 

（５）提案書に関するプレゼンテーションについて 

① 日時及び場所 

プレゼンテーションの日時及び場所については、市から一次審査通過者に連絡しま

す。 

プレゼンテーションは、平成２９年５月９日（火）～５月１２日（金）頃を予定して

います。 

② プレゼンテーションの時間配分 

(a) プレゼンテーション（３０分） 提案内容に関して説明してください。 

(b) 質疑応答     （１５分） 

(c) その他 

・プレゼンテーションに必要な機器は提案者で用意してください。ただし、プロジェ

クター、スクリーンについては本市で準備します。 

・プレゼンテーションに必要な機器の搬入は、開始時刻１０分前からお願いします。 
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２ その他  重 要 

（１）業務を行うに当たっては、佐賀市エコプラザ条例を遵守し、事務局と密接に連絡を

取り合い、この要領に記載のない事項については、事務局の了承を受けた上で行っ

ていただくこととします。 

（２）市から提供された廃棄物は、佐賀市エコプラザ内でのごみ減量啓発に使用してくだ

さい。市から提供された廃棄物を再生するなどして、ごみ減量啓発に利用して収入

を得た場合は、その収入は本業務の委託費とは別会計とし、佐賀市エコプラザごみ

減量啓発ゾーン業務にのみ支出してください。 

 

３ 事務局 

佐賀市環境部 循環型社会推進課 ３Ｒ推進係 

担  当：羽立、森永、石田 

〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 佐賀市清掃工場内 

  電話番号：０９５２－３０－２４３０ 

  ＦＡＸ番号：０９５２－３０－２４９４ 

  メールアドレス：junkan@city.saga.lg.jp 


