
 

 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブック企画等 

業務委託に係る企画提案競技実施要領 

 

１ 概要 

 (1) 業務名 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブック企画等業務 

(2) 目的 

「特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）」及び「特別全国障害者スポーツ大会（燃ゆる感動

かごしま大会）」（以下、「国体等」という。）の観戦・観光ガイドブック作成にあたり、外部参加者の

意見を取り入れた内容とすることで、より効果的に観戦促進・観光促進を図ることを目的とする。 

(3) 業務内容 

    仕様書（案）（別紙）のとおり 

(4) 履行期間 

契約締結日から令和５年３月１７日（金）まで 

(5) 予算額 

３，１９８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものである

ことに留意すること。また、予算額を超えてはならない。 

 

２ 参加資格 

この企画提案競技に参加できる者は、１事業者が参加する場合にあっては、次に掲げる(1)から(9)

の要件を満たしていることとし、複数の事業者が共同で参加する場合（以下「共同企業体」という。）

にあっては、代表構成員が次に掲げる要件を全て満たし、かつ、代表構成員以外の構成員が(1)から

(8)まで及び(10)の要件を満たしていることとする。 

(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であるこ

と。 

(2) この公告の日（以下「公告日」という。）において納期の到来している市区町村税、消費税及び

地方消費税を完納していること。 

(3) 公告日以降において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止等に関する要綱（平成１１年

４月１６日制定）に基づく指名停止を受けている期間がない者であること。 

(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年３月２７日制定）に基づく入札参

加除外措置を受けていない者であること。 

(5) 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

定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であるこ

と。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。 

(7) 本企画提案競技に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(8) 鹿児島市内に本店、支店又は営業所等を有すること。 

(9) 平成２９年度以降に、地方公共団体が発注した観光印刷物制作業務の履行実績を有すること。 

(10) 共同企業体にあっては、その構成員が１事業者又は他の共同企業体の構成員として本企画提案競



 

技に参加しない者であること。 

 

３ スケジュール 

内 容 日 時 

実施要領等の公表 令和４年５月２０日（金） 

参加資格審査申請書等提出期限 令和４年５月３０日（月）午後５時１５分まで 

質問書提出期限 令和４年５月３０日（月）午後５時１５分まで 

参加資格確認通知発送 令和４年６月１日（水）予定 

企画提案書提出期限 令和４年６月１５日（水）午後５時１５分まで 

プレゼンテーション審査 令和４年６月２１日（火） 

選定結果通知 令和４年６月２７日（月）予定 

委託契約締結 令和４年６月３０日（木）予定 

 

４ 参加手続き等 

企画提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出し、資格審査を受けなければならない。

ただし、告示日現在において鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名である者は、提出書類のうちエ、

オの書類は不要とする。 

(1) 提出書類 

ア 参加資格審査申請書（様式１－１又は様式１－２） 

イ 会社概要及び実績表（様式２） 

※履行実績を証する書類（契約書、業務完了報告書の写しなど）及び観光印刷物の現物を添付する

こと。 

ウ 鹿児島市の市税について未納の税額がないことの証明書（告示日以降に発行されたもの。写し可）。

鹿児島市で証明書が発行されない場合は、本社所在地の市区町村役場（特別区にあっては都税事務

所）発行の法人市（町・村）民税（特別区にあっては法人都民税）納税証明書 

エ 法人登記簿謄本（３か月以内に発行されたもの。写し可） 

オ 印鑑証明書（原本に限る。３か月以内に発行されたもの） 

(2) 提出期限  

令和４年５月３０日（月）午後５時１５分まで（必着） 

(3) 提出場所 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局 

（鹿児島市観光交流局国体推進部国体総務課内） 

〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号（西別館２階） 

(4) 提出方法 

持参または書留による郵送 

持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに限る。 

(5) 注意事項 

４(1)イからオまでの書類については、共同企業体の場合、代表構成員以外の構成員についても提出

すること。 

(6) 審査の結果 

参加資格の審査結果は、提出された書類により審査し、その結果を送付する。 

発送予定日 令和４年６月１日（水） 



 

 

５ 質問書の受付及び回答 

(1) 受付期限 

令和４年５月３０日（月）１７時１５分まで（期限厳守） 

(2) 提出方法 

質問書（様式３）に必要事項を記載し、電子メールで提出すること。電話・来庁における口頭等で

の質問は一切受け付けない。なお、質問事項は、参加資格審査申請書、企画提案書等の記載方法及び

業務委託仕様書の内容に関するものに限り受け付ける。 

件名は、「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブック企画等業務委託契約に

関する質問」とすること。 

電子メールアドレス kotai-shimin@city.kagoshima.lg.jp 

(3) 回答方法 

質問者に対して、令和４年６月１日（水）までに電子メールで回答するとともに、質問者名等を伏

せた形で燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会（以下、「市実行委員会」とい

う。）ホームページにより公表する。 

 

６ 参加決定者による企画提案書の提出 

(1) 提出書類 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブック企画等業務の企画提案書に係る提

出物一覧（別紙１）のとおり 

(2) 企画提案を求める内容 

   企画提案を求める内容は以下のア～オとする。なお、企画提案書は表紙を除くＡ４判片面１０ペー

ジ以内とする。なお、作成にあたっては、燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイド

ブック企画等業務の企画提案書参考様式（別紙２）も確認し、内容に漏れの無いよう注意すること。 

  ア 国体等における市民の観戦促進や、来訪者の観光促進における現状、課題の分析とそれを解決・

改善するために本提案で取り入れた視点 

  イ 業務スケジュール 

  ウ ワークショップの内容 

   ※提案にあたっては以下の内容を記載すること 

   ・配置予定のファシリテーターの類似業務の実務経験 

   ・参加者が発言しやすい環境づくりのための工夫 

   ・原稿作成に向けたワークショップの検討内容 

  エ ガイドブック原稿案のイメージ 

   ※提案にあたっては以下の内容を記載すること 

   ・ワークショップで出た意見を原稿案に取り入れる手法 

   ・原稿案の構成、デザインのイメージ 

  オ その他独自の提案 

    ワークショップの運営や原稿案の作成において、本業務を市実行委員会や本市にとって、より有

意義な事業とするための取組の提案 

(3) 提出期限  

令和４年６月１５日（水）午後５時１５分まで（必着） 

(4) 提出場所 

上記４(3)に同じ 



 

(5) 提出方法 

持参または書留による郵送 

持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに限る。 

(6) 提出制限 

企画提案書は、１参加者につき、１件を限度とする。 

(7) 評価基準 

区 分 評価項目 

１.実施体制 ・本業務の実施体制（各従事者の役割、業務経験・実績等） 

２.スケジュール 
・事業の効率的・効果的に実施するために最適と考える業務

スケジュールの詳細 

３.本業務実施に必要

な視点 

・本業務の目的、効果を理解した提案 

・国体等を理解し、鹿児島市での開催のアピールポイント 

４.ワークショップ 
・進行役の配置（実務経験、リーダーシップ） 

・環境作りの配慮、効果の見込まれる内容 

５.ガイドブック原稿

案の作成 

・ワークショップを反映した作成手順 

・読者の興味を引く内容の構成、ビジュアル 

・情報の明確さ、優先順位や重要度の有無、表現方法 

６.経費の妥当性 ・明確で妥当な積算方法 

(8) その他 

ア 提出する書類の副本については、事業者名や従事者名が特定できないようにすること。また、番

号順に一連に編綴して提出すること。 

イ 作成においては、市実行委員会事務局との接触は行わないこと。 

ウ 参加申込後に辞退する場合は、辞退書（様式４）を提出すること。 

 

７ プレゼンテーション審査の実施 

(1) 実施日 

令和４年６月２１日（火）（予定）（詳細な日時については、別途通知する。） 

(2) 実施場所 

会場等詳細は、別途通知する。 

(3) 実施内容 

プレゼンテーション  １５分以内 

質疑応答       １０分以内 

(4) その他 

ア 出席者は、１者あたり３名までとする。なお、業務責任者となる予定の者は原則、出席すること。 

イ 事業者名や従事者名が特定できないように行うこと。 

ウ プレゼンテーションは、事前に提出された企画提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資

料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン、プロジェクター等によるプレゼン

テーションは許可する。その場合、プロジェクター、スクリーンは市実行委員会事務局が用意する

が、パソコン、その他機器等は持ち込み可能な範囲の機器とし、各参加者側で持参すること。この

場合、説明資料には、企画提案書の副本と同様、事業者名が特定される文言は記載しないこと。 

エ プレゼンテーション審査は個別に行い、非公開とする。 

 



 

８ 委託業者の選定方法 

(1) 選考審査 

選考審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査により実施し、その結果を基に総合的に評価を 

行い、優先交渉権者を選定する。ただし、提出されたすべての提案が基準を満たさないと判断した場

合は、優先交渉権者は選定しない。 

(2) 審査結果の通知 

選考審査の結果は参加者に文書で通知する。 

なお、選定結果に対する異議は一切認めない。 

 

９ 契約の締結 

優先交渉権者の選定後、優先交渉権者と提案内容に基づき、契約条件等について協議の上、契約を締 

結するものとする。ただし、優先交渉権者選定後２週間以内に協議が成立しない場合は、次点交渉権者

を優先交渉権者とし、協議を行うものとする。 

 

１０ 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、その参加者を失格とする。 

(1) 提出期限までに必要書類が到達しなかったもの 

(2) 提出された書類に虚偽の記載があったもの。 

(3) プレゼンテーション審査に参加しなかったもの。 

(4) 選考審査に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの。 

(5) 経費見積書の金額が、予算額を超過したもの。 

(6) 参加資格審査申請書の提出後、契約締結時までに鹿児島市の入札参加資格停止処分を受けたもの。 

 

１１ 契約に関する事項 

(1) 前払い制度 

   適用しない。 

(2) 部分払い制度 

適用しない。 

(3) 契約保証金 

不要である。 

(4) 契約書作成の要否 

必要である。 

 

１２ その他留意事項 

(1)  企画提案競技に係る一切の費用は参加者の負担とする。 

(2)  提出された書類等は返却しない。 

(3)  採用された書類等の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定す 

る権利を含む。）は、市実行委員会に帰属する。 

(4)  提出された書類等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 

(5)  提出された書類等は、鹿児島市情報公開条例（平成１３年条例第１４号）に準じ、公開すること

がある。なお、情報公開手続きは鹿児島市の例による。 

(6)  企画提案競技は、優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契約内容において必ずしも

提案内容に沿うものではない。 



 

(7) 企画提案者が１者であっても企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判断した場合は、優先

交渉権者として選定する。 

(8) 共同企業体が選定された場合は、選定結果通知後速やかに、共同企業体協定書、再委託契約書の写し

等を別途提出すること（記載事項等については、本市の契約規則等を遵守した上で、別途協議する。）。 

 

１３ 担当窓口 

   燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局 

  （鹿児島市観光交流局国体推進部国体総務課内） 

  〒８９２－８６７７ 

  鹿児島市山下町１１番１号（西別館２階） 

  電話番号 ０９９－８０８－２４７８ 

  ファクス ０９９－８０８－００８３ 

  電子メール kotai-shimin@city.kagoshima.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ 

 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブック企画等業務の企画提案書に

係る提出物一覧 

 

№ 提出書類 説明 様式 部数 

１ 企画提案書（表

紙） 

 様式５ 正本１部 

 

副本１０部 ２ 業務実施体制 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会観

戦・観光ガイドブック企画等業務の実施体制

（組織図、配置予定業務従事者の選任、サポ

ート体制）を記載すること。 

任意様式 

３ 配置予定業務

従事者の実績

一覧表 

配置予定業務従事者の、平成２９年度以降の

実務実績 

任意様式 

４ 企画提案書 実施要領に定める企画提案を求める内容に

ついて記載すること。なお、企画提案書は表

紙を除くＡ４判片面１０ページ以内とする。 

なお、作成にあたっては、燃ゆる感動かごし

ま国体・かごしま大会観戦・観光ガイドブッ

ク企画等業務の企画提案書参考様式（別紙

２）も確認し、内容に漏れの無いよう注意す

ること。 

任意様式 

５ 経費見積書 本業務に必要な経費とその積算内訳を記載

すること。 

様式６ 

 

※ 副本１０部には、事業者名、所在地、事業者を特定できるマーク（社章）等は記載せず、参加資格確

認通知で示すアルファベットの略称を用いること。 

※ 書類は、番号順に一連に編綴して提出すること。 

 


