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伊賀市企業誘致ＷＥＢセミナー運営支援業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

  （１）目的 

      ＷＥＢを活用した企業誘致セミナーを開催するにあたり、簡易公 

募型プロポーザル方式により、豊富な知識と専門的な企画力を有する 

事業者から広く提案を募り、総合的な審査により、最も優秀な者を選 

定することを目的とする。 

  （２）業務名 

     伊賀市企業誘致ＷＥＢセミナー運営支援業務委託 

  （３）履行場所 

     伊賀市役所 

  （４）業務内容 

     別紙「伊賀市企業誘致ＷＥＢセミナー運営支援業務委託仕様書」のと 

おり 

  （５）履行期間 

     契約締結日から令和５年３月 17日まで 

 

２ プロポーザルの実施方式 

   公募型プロポーザル方式 

 

３ 予算限度額 

   5,445,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 参加資格 

  公告日現在、伊賀市契約規則第 15条第２項に規定する入札参加資格者名簿

の「調査検査業務－計画策定・コンサルティング」に登録されている者で、次

に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。ただし、参加資格確認後で

あっても、契約までの期間中に要件に該当しないことが明らかになった場合

は欠格とする。 

（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） 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健 

   全でない者 

（３） 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく会社更生手続開始若し 

くは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成 
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11年法律第 225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申 

立てがなされている場合にあっては、一般（指名）競争入札参加資格 

の再審査に係る認定を受けている者 

（４） 公告から契約締結までの期間に、伊賀市又は三重県で指名停止等の 

措置を受けていない者（ただし、伊賀市において指名停止を受けた場合、 

伊賀市の措置期間が終了した時点から申請可） 

（５） 法令、規則等に違反していない者 

 

５ 参加条件 

  過去 10か年で、企業誘致セミナーまたはそれに類する業務の企画、運営を 

１回以上実施した実績があること。 

 

６ 参加資格確認申請書及び設計図書等 

 （１）提出書類 

    ア プロポーザル参加資格確認申請書（様式第２号） １部 

    イ 履行実績書（様式第３号）           １部 

     ※５に記載の参加条件が確認できる書類の写しを添付すること。 

    ウ 納税証明書（未納税額がない証明書）      １部 

 （２）提出書類の受付 

    ア 受付期間 令和４年６月 1日（水）から令和４年６月７日（火） 

まで  

           午前９時から午後４時 30分まで（閉庁日及び正午から 

午後１時までを除く。） 

    イ 受付場所 伊賀市四十九町 3184番地 

           伊賀市建設部企業用地整備課 

    ウ 提出方法 持参または郵便による提出 

（令和４年６月７日（火）午後４時 30分必着のこと。） 

 （３）設計図書等の閲覧 

    ア 閲覧期間 令和４年６月１日（水）から令和４年６月７日（火） 

まで、伊賀市ホームページに掲載する。 

 （４）設計図書等に対する質問 

    ア 提出期日 令和４年６月７日（火）午後４時 30分まで  

    イ 提出方法 質問書（様式①）を作成し、電子メールに添付のうえ 

           送付する。 

           また、メールの件名は本プロポーザルに関する質問書 

           であることがわかるよう配慮すること。 
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    ウ 送付先 伊賀市建設部企業用地整備課 

          メールアドレス kiseibi@city.iga.lg.jp 

 （５）設計図書等に関する回答 

    質問に対する回答は一括して質問回答書として取りまとめ、令和４年 

   年６月 10日（金）に伊賀市ホームページに掲載することとし、個別回答 

は行わない。 

 

７ プロポーザル参加資格の確認 

 （１）参加者の決定 

    提出されたプロポーザル参加資格確認申請書等の内容について確認し、 

   参加資格の有無について決定する。 

 （２）参加資格の有無の通知 

    参加資格の有無については、プロポーザル参加資格確認結果通知書 

（様式第５号）により令和４年６月 10日（金）に通知する。 

 （３）参加資格がないと通知された者は、伊賀市入札及び契約に関する苦情処 

理事務取扱要領（平成 19年伊賀市告示第 256号）第４条に規定する苦情 

申立書（様式第１号）により否認理由の説明を求めることができる。 

   ア 提出期間 プロポーザル参加資格確認結果通知書にて通知を受けた 

          日の翌日から５日以内 

          午前９時から午後４時 30分まで（閉庁日及び正午から午 

後１時までを除く。） 

   イ 提出場所 伊賀市四十九町 3184番地 

          伊賀市建設部企業用地整備課 

   ウ 提出方法 持参とし、郵送は認めない。 

 （４）中止または延期 

    伊賀市プロポーザル方式実施要領第 17条に該当する場合は、プロポー 

ザルを中止又は延期する場合がある。 

 

８ 提案書の提出 

 （１）提出書類 

   以下に掲げる書類（ア～エ）について 10部（正本１部、副本９部）を 

提出すること。 

   ア 企画提案提出書（様式②） 

   イ 事業者の業務実績（様式③） 

   ウ 企画提案書（任意様式、Ａ４版で片面印刷とし、８ページ以内で作成 
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すること。） 

     企画提案書には事業者名を記載しないこと。 

     提案内容は、次のａからｆの項目順に、項目名を明記のうえ記載する 

    こと。 

    ａ 業務実施方針 

    ｂ 業務スケジュール 

    ｃ 業務の実施体制 

    ｄ ＷＥＢセミナーの内容（著名人等による講演を含めたもの） 

    ｅ 広報・集客方法 

    ｆ 業務の効果 

   エ 本事業の概要の説明用動画等（任意のもの。1分間にまとめて電子媒 

     体で提出。事業者名が出ないようにすること） 

     （例）過去に実施したもの。今回実施しようとするもの。 

オ 見積書（任意様式。事業者名を記載しないこと。） 1部 

（２）提出期間 

    令和４年６月 13日（月）から令和４年６月 22日（水）まで 

    午前９時から午後４時 30分まで（閉庁日及び正午から午後１時までを

除く。） 

（３）提出場所 伊賀市四十九町 3184番地 

         伊賀市建設部企業用地整備課 

（４）提出方法 

    持参または郵便による提出（令和４年６月 22日（水）午後４時 30分必 

着のこと。） 

 

９ 評価方法及び評価基準 

  企画提案書等の特定までに関わる審査は、伊賀市企業誘致ＷＥＢセミナー 

運営支援業務委託プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）が実施 

し、最優秀者１者、次点者１者を選定する。また、委員会は非公開とする。 

 （１）評価方法 

    応募者が提出した企画提案書の評価は、委員会の委員が評価基準を基

に採点する。 
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（２）評価基準 

評価項目 評価の視点・判断基準 配点 

業
務
実
績 

事業者の 

業務実績 

業務を円滑に実施するための実績は十分

か。 
5 

企
画
提
案
書 

業務実施方針 ・業務の趣旨を十分理解しているか。 

・スケジュールは適正か。 

・業務を円滑、効果的に進める体制となっ 

ているか。 

10 

セミナーの企画

力 

・業務の趣旨に鑑みて、効果的な独自の提

案となっているか 

・著名人等による講演について、具体的な

提案となっているか。 

・仕様書の内容を十分理解し、当方の示す

成果以上のものが期待できる企画となっ

ているか。 

30 

広報・集客業務 広報・集客業務は、効果的で独自性のある

内容となっているか。 
10 

業務の効果 ・業務の実施により、本市の魅力や立地優

位性が効果的に発信され、企業立地の促進

が見込まれるか。 

・達成目標、達成指標が設定されている

か。 

20 

概要説明動画等 簡潔で分かりやすいものか。 15 

見積金額 提示された金額によって配点する 10 

合計 100 

  

10 実施スケジュール（予定） 

公告、実施要領等の公表 令和４年６月１日（水） 

参加表明書類提出期間 
令和４年６月１日（水）から令和４年６月７日（火）

まで 

提出書類に関する質問

等受付期間 

令和４年６月１日（水）から令和４年６月７日（火）

まで 

企画提案書等提出期間 
令和４年６月 13 日（月）から令和４年６月 22 日

（水）まで 
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質問に対する回答掲載 
令和４年６月 10 日（金）から令和４年６月 22 日

（水）まで 

ヒアリング 令和４年６月下旬 

審査結果通知 令和４年７月上旬 

契約締結 令和４年７月中旬 

 

11 ヒアリングの実施 

 （１）開催日 令和４年６月下旬 

 （２）会場  別途通知します。 

 （３）方法  冒頭で概要説明動画を見せる。 

その後 15 分程度のプレゼンテーション及び質疑を実施する。 

        ただし、新型コロナウィルス感染症等の状況により、対面での 

        審査に支障があると判断される場合は、書面等による審査を 

        行うこととする。 

    ※ヒアリングに関する詳細については、企画提案者に別途通知します。 

 

12 提案書の特定 

 （１）提案書の特定・非特定の通知 

    令和４年７月上旬 

 （２）審査結果に基づき、最優秀者及び次点者各１者を特定し、特定した者及 

び特定しなかった者に対し、プロポーザル提案書評価結果通知書（様式第 

７号）にてその旨を通知する。 

 （３）特定されなかった者は、伊賀市入札及び契約に関する苦情処理事務取扱 

要領第４条に規定する苦情申立書（様式第１号）により、非特定理由の説

明を求めることができる。 

 （４）上記 12（３）の請求は、プロポーザル提案書評価結果通知書を受けた 

   日の翌日から５日以内に書面の提出により行うこととし、電話による問 

い合わせは受け付けない。 

    なお、説明を求める書面の提出は、伊賀市建設部企業用地整備課へ持参 

することとし、郵送等による提出は認めない。 

 

13 業務委託先の決定 

 （１）業務仕様書の作成 

    提案書特定の通知を受けた者は、速やかに業務仕様について発注者と 

   その内容を協議し、業務仕様書を作成する。 

 （２）契約の方法 
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    業務仕様書が作成されたのち、提案書特定者と随意契約による契約を 

   締結する。ただし、最優秀者に事故等があり、契約が不調になった場合は、 

   次点者を随意契約の相手方とする。 

 （３）契約保証金の納付 

    伊賀市契約規則第 28条の規定による。 

 

14 その他 

 （１）詳細は、伊賀市プロポーザル方式実施要綱の規定によるものとする。 

 （２）資料作成に要する費用は、参加希望者及び提案書提出者の負担とする。 

 （３）一度提出された資料の修正は受け付けない。また資料の返却は行わない。 

 （４）企画提案書等の提出者は、本業務に関して専門分野（管理技術者を除く。） 

  についての協力者を加えることができる。ただし、協力者になった者及び 

  そのものの属する事務所は、本プロポーザルに参加できない。 

 （５）企画提案者等を提出した者が、委員会委員又は関係者と本計画に関する 

   接触を求めたときは失格とする。 

（６）企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は無効となることがある。 

  ア 提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの 

  イ 企画提案書等作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示され 

た条件に適合しないもの 

  ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  オ 提出書類に虚偽の記載があるもの、既に発表されたものと同一あるい 

   は類似の提案又は盗用の疑いがあると委員会が認めたもの。なお、契約後 

   に事実関係が判明した場合においても同様とする。 

 （７）次の納税証明書等（ヒアリング実施日から起算して６か月以内のものに

限る）の提示がないと、本プロポーザルに参加できない。 

   ア 伊賀市内に本店を有する事業者 

    ・すべての市税〔未納税額のない納税証明書〕［伊賀市収税課発行］ 

   イ 伊賀市内に支店、営業所、出張所等を有する事業者 

    ・すべての市税〔未納税額のない納税証明書〕［伊賀市収税課発行］ 

    ・消費税及び地方消費税〔未納税額のない納税証明書その３〕［所管税 

務署発行］ 

   ウ 三重県内に本店、支店、営業所、出張所等を有する事業者 

    ・すべての県税〔未納税額のない納税確認書〕［所管県税事務所発行］ 

    ・消費税及び地方消費税〔未納税額のない納税証明書その３〕［所管税 

務署発行］ 
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   エ その他事業者 

    ・法人税、消費税及び地方消費税〔未納税額のない納税証明書その３の

３〕［所管税務署発行］ 

（８）本業務の成果品については、当市の企業誘致活動に使用するため、著作 

権等あらゆる権利は、当市に帰属するものとする。 

 

15 担当部署（書類等提出先） 

  〒518-8501 伊賀市四十九町 3184番地  

   伊賀市建設部企業用地整備課(担当：島藤、中林) 

   電話番号 0595-22-9727 ＦＡＸ 0595-22-9724 

   メールアドレス kiseibi@city.iga.lg.jp 


