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佐賀市出会い創出・応援事業業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務名 

佐賀市出会い創出・応援事業業務委託 

 

２ 概要及び目的 

結婚を希望しているが出会いの機会が少ない独身男女に対し出会いの場を創出する

「出会い創出・応援事業」を実施するにあたり、業務委託先を選定するための企画提案

を募集する。 

 

３ 業務内容 

別紙業務委託仕様書のとおりとする。 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和２年３月１３日（金）まで 

 

５ 選定方法 

公募型プロポーザル方式とする。 

 

６ 事業費 

本業務に係る経費としての予算上限額は、１，５００千円（消費税及び地方消費税を

含む。）とする。 

 

７ 提案参加条件 

(1) 参加資格 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。 

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 

②会社更生法(平成１４年法律第１５４号)又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)

に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされていない者 

③参加表明書の提出期限において、佐賀市の指名停止処分を受けていない者 

④国税及び地方税の滞納がないこと 

⑤自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の

各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと 

ア 暴力団(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２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 
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イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接

的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 ⑥イベントの企画・運営の実績を有している者 

(2) 複数提案参加の禁止 

提案参加者は、１つの提案のみとする。 

(3) 他の提案参加者の構成員となることの禁止 

既に提案参加している者又は提案参加者の構成員となっている者が、他の提案参加者

の構成員になることはできないものとする。 

 

８ 選定スケジュール 

公募開始 平成３１年４月１６日（火） 

質問の受付 
平成３１年４月１６日（火）～平成３１年４月２３日（火）まで 

（電子メールにて受付） 

参加表明書の提出 平成３１年４月２４日（水）まで 

提案書等の提出 令和元年５月１０日（金）まで 

１次審査 令和元年５月１３日（月）（書類審査） 

１次審査結果通知 令和元年５月１５日（水） 

２次審査 令和元年５月２２日（水）予定 ※詳細は別途通知 

２次審査結果通知 令和元年５月２４日（金）予定 

業務委託契約締結 令和元年５月２８日（火）予定 

 

９ 参加申込み手続 

 本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により参加表明書等を提出すること。 

(1) 参加表明書（第１号様式） 正本１部 

(2) 提出期限 

平成３１年４月２４日（水）１７時まで 

(3) 提出方法 

持参又は郵送による。（※郵送の場合は４月２４日（水）１７時までに必着すること。） 

(4) 提出場所 

 佐賀市 地域振興部 地域政策課（市役所大財別館１階） 
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１０ 提案書等の提出 

(1) 提案書（第２号様式） 正本１部 

(2) 企画書（自由様式） 正本１部、副本５部 

・Ａ４判とし、様式は特に定めないものとする。 

・仕様書に基づき、提案者のノウハウ、企画等を提案し、特色が分かりやすいものと

すること。具体的には、以下の①～⑩について記載すること。図表等を用いること

も可とする。 

  ①企画概要 

企画提案する内容全体の考え方、コンセプト等について記載すること。 

②実施体制 

事業実施体制について記載すること。なお、従事予定者について、参考と 

なる履歴、資格等がある場合はその旨を記載すること。 

③開催場所、時間 

イベントの開催場所、開催時間の計画を記載すること。 

④開催内容、定員 

内容について具体的に記載すること。 

また、各回の定員についても記載すること。ただし、男女同数とすること。 

⑤徴収予定金額 

 イベント参加費は無料とするが、材料費等の実費負担が妥当な費用について 

は徴収できるものとしている。 

徴収する場合は、参加しやすい料金設定となるよう配慮すること。 

また、イベントごとに徴収予定金額を記載すること。 

⑥広報 

 参加者を募集するための広報計画について記載すること。 

⑦成果把握 

 参加者数およびカップル成立数の達成状況把握の方法について記載すること。 

⑧追跡調査 

     イベント開催後、婚約の成立等について継続的な追跡調査を行うための方法に

ついて記載すること。 

⑨スケジュール 

全体スケジュール及び進行管理について記載すること。 

なお、令和元年７月から令和２年２月までにイベントを３回開催すること。 

⑩実績 

過去に他自治体において同様の業務実績がある場合は、当該件数、内容に 

ついて記載すること。      

・企画書の頁数については、①～⑩の合計で、Ａ４判の片面２０枚以内を目安とする。 



 

4 

 

(3) 付属書類 正本各１部 

 ・会社等の概要（様式任意。既存のパンフレット等可） 

・履歴事項全部証明書（提出日の３か月以内の原本） 

・法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書 

・市区町村税に滞納がないことの証明書 

・暴力団排除に関する誓約書（別紙） 

(4) 費用見積書（第３号様式） １部 

見積に係る積算内訳書を別途添付すること（様式任意） 

(5) 提出期限 

令和元年５月１０日（金）１７時まで 

(6) 提出方法 

持参又は郵送による。 

（※郵送の場合は５月１０日（金）１７時までに必着すること。） 

 

１１ 審査方法及び審査基準 

(1) 審査方法 

①１次審査及び２次審査による審査を行う。 

  なお、総得点が満点の５割に達しない場合は、候補者として選定しないものとす

る。また、審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、審査委員間で協

議のうえ、順位を決定するものとする。 

②１次審査は、提出された提案書を総合的に書類審査し、参加条件を満たす上位の提

案者から３者を１次審査合格者とする。 

１次審査の結果は、確定後直ちに参加者全てに対して文書にて通知する。 

③２次審査は、プレゼンテーションにより実施し、１社につき３０分（説明２０分、

質疑１０分）を予定し、順次個別に行う。なお、プレゼンテーションは委託業務を

直接担当する者が行うこととする。 

④１次審査及び２次審査の結果により提案内容について順位付けを行い、順位が１位

の提案者を受託優先交渉者とする。 

⑤詳細については、別途連絡することとする。 

(2) 審査基準 

ア １次審査項目 

審査項目 審査内容 

企画内容 総合的な内容 

・事業目的と期待する効果が理解され、その実現に有

効なコンセプトとなっているか。 

・業務委託仕様書に沿った企画内容となっているか。 
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具体的な内容 

・地域資源を活用するなどイベントの内容に創意工夫

が感じられるか。 

・参加者同士が気兼ねなく交流でき、カップル成立に

つながるようなイベント内容や運営の工夫がされてい

るか。 

・イベントは実現可能性が高い内容となっているか。 

・参加者を集めやすい時期、場所、時間、料金設定を

考えているか。 

・参加者募集に関する広報の方法は、効果的なものか。 

・参加者のコミュニケーション能力を向上させる取組

が盛り込まれているか。 

・社会貢献や地域振興に向けた取組となっているか。 

事業経費 ・経費の積算は企画内容に対して妥当か。 

事業効果 

・事業の成果把握の方法が適当か。 

・イベント開催後の追跡調査の方法が適当か。 

・市主催の出会い創出イベントとして良好なイメージ

を発信し、市民一般の興味を喚起することができるか。 

実施体制 

・業務推進体制及び業務責任者その他当該業務に従事

する者の役割は明白か。 

・信頼性のある取組体制で、事業遂行能力が十分ある

と認められるか。 

・再委託先や協賛事業所が存在する場合は、その役割

分担が明確にされているか。 

 

イ ２次審査項目 

審査項目 審査内容 

プレゼン

テーショ

ン 

企画提案内容 
・１次審査と同程度の項目について、プレゼンテーシ

ョンの内容により、再評価する。 

説明能力 

・プレゼンテーションの説明が、ポイントを押さえて

おり、分かりやすく明確になされているか。 

・質疑に対する回答が明確であるか。 

本業務に対す

る会社として

の熱意、意欲 

・プロポーザル提案にあたり、会社としての姿勢に熱

意、意欲を感じるか。（提出書類の充実度や正確性、説

明会等の態度等により判断） 
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１２ 質問の受付と回答方法 

(1) 提出書類 

質問書（様式は任意）による。（連絡先は必ず明記すること。） 

(2) 提出期限 

平成３１年４月２３日（火）１７時まで（期限を過ぎた質問には回答しない。） 

(3) 提出方法 

電子メールによる（chiiki@city.saga.lg.jp） 

(4) 回答方法 

電子メールにて回答 

※４月２６日（金）までに、参加表明書を提出したすべての者に全質疑応答集をメ

ールにて送付する。 

 

１３ 失格 

次のいずれかに該当するときは、失格とすることがある。 

(1) 本実施要領で定めた提出書類、提出方法、提出先、提出期限等に適合しないとき。 

(2) 本実施要領で定めた様式及び記入要領に示す条件に適合しないとき。 

(3) 提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。 

(4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

(5) 審査結果に影響を与えるような不正行為を行ったとき。 

(6) その他本実施要領に違反すると認められたとき。 

 

１４ 契約 

(1) 契約候補者は、業務内容の詳細について、佐賀市と協議を重ねた上で、契約内容に

関する協議が整ったときは、契約を締結することとする。 

(2) 契約内容に関する協議が成立しないとき又は契約の締結までに契約候補者若しくは

その構成員のいずれかが参加資格の要件を欠いたときは、本市は審査結果の次点の者

と順次協議を行うことができるものとする。 

 

１５ その他留意事項 

(1) 提案参加に際しての必要な費用は、提案参加者の負担とする。 

(2) 原則として、提出された書類等は返却しない。 

(3) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的外には使用しない。 

(4) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的の範囲で複製することがある。 

(5) 審査結果についての異議申立ては、一切受け付けない。 

(6) 業務を行うにあたっては、市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、市の了承を受けた上で実施するものとする。 

mailto:chiiki@city.saga.lg.jp
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(7) 企画に際して、委託先として採用されないこともある点に十分留意し、関係者とト

ラブルのないようにすること。 

 

１６ 連絡先（書類の提出先） 

佐賀市 地域振興部 地域政策課（担当：橋村） 

所在地 〒840-0811 佐賀市大財三丁目１１番２１号 

TEL 0952-40-7210（直通）／FAX 0952-40-7375 

メールアドレス chiiki@city.saga.lg.jp 
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第１号様式 

参加表明書 

 

  年  月  日 

 

佐賀市長 様 

 

郵便番号  

住所（所在地） 

団体名 

代表者名                ㊞           

 

 

佐賀市が実施する出会い創出・応援事業業務委託に応募したいので、「佐賀市出会い創

出・応援事業業務委託プロポーザル実施要領」に基づき参加表明書を提出します。 

 

 

 

項  目 内        容 

団体名  

所在地  

電話番号  

E-mail  

代

表

者 

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

電話番号  

担

当

者 

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

電話番号  

E-mail  
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第２号様式 

 

提案書 

 

  年  月  日 

 

佐賀市長 様 

郵便番号  

住所（所在地） 

団体名 

代表者名                  ㊞ 

 

 

 

佐賀市が実施する出会い創出・応援事業業務委託に応募したいので、「佐賀市出会い創

出・応援事業業務委託プロポーザル実施要領」に基づき下記書類を添えて提案書を提出し

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 企画書（自由様式。ただし、Ａ４判片面で２０頁以内を目安とする。） 

   正本 1部、副本５部 

 

２ 提案書付属書類(各１部) 

・会社等の概要 

・履歴事項全部証明書 

・法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書 

・市区町村税に滞納がないことの証明書 

・暴力団排除に関する誓約書（別紙） 
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第３号様式 

 

費用見積書 

 

佐賀市長 様 

 

郵便番号 

住所（所在地） 

団体名 

代表者名                 ㊞ 

 

 

佐賀市出会い創出・応援事業業務委託についての見積を下記のとおりとします。 

 

 

記 

 

 

 

  見積価格：                 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

 

※ 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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別紙 

誓    約    書   

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、佐賀市が必要な場合には、佐賀県佐賀北警察署に照会することについて承諾します。 

また、今後私が佐賀市と行う他の契約等の場合にも、同様の取り扱いをお願いします。 

 

記 

１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

（１）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２号に規定する暴力団 

（２）同法第２条第６号に規定する暴力団員 

（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ １の（１）から（７）までに掲げるものが、その経営に実質的に関与している法人そ

の他の団体又は個人ではありません。 

 

  年  月  日 

佐賀市長 秀 島 敏 行 様 

 

            〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕 

 

住  所                            

             〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕 

（ふりがな） 

氏  名                         ㊞  

 

生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日 

 

性  別  男 ・ 女  


