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１ 業務の目的  

  本業務は、平成２８年１２月に「川越氷川祭の山車行事（川越まつり）」がユネスコ無

形文化遺産に登録されたことを受け、平成２９年１０月１４日・１５日に開催される川越

まつりを国内外に発信することを目的とします。 

 

２ 業務の概要  

（１）業務名称  

川越氷川祭の山車行事（川越まつり）プロモーション業務委託 

（２）業務内容  

別紙「川越氷川祭の山車行事（川越まつり）プロモーション業務委託 特記仕様書」

のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日から平成３０年３月３１日（土）まで 。 

ただし、履行期限前に納品の必要がある成果物については各仕様書に定めます。ま

た、その他必要な場合においては別途定めます。  

（４）事業費限度額  

７，０００，０００円未満（消費税額及び地方消費税額含む。） 

 （※本業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格については、この範囲で別途算

定する。） 

  

３．担当課  

   川越市 産業観光部 観光課  

観光企画担当 村山（観光課） 

観光推進担当 吉田 （川越まつり会館） 

   所在地 〒３５０－８６０１ 川越市元町 １－３－１  

    電 話 ０４９－２２４－５９４０（観光課直通） 

     ０４９－２２５－２７２７（川越まつり会館） 

メールアドレス kanko@city.kawagoe.saitama.jp   

 ホームページ URL  http://www.city.kawagoe.saitama.jp/  

 

※ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７に関する問い合わせ 

一般社団法人日本旅行業協会内 

ツーリズムＥＸＰＯジャパン推進室 

担当：渡木 

電話 ０３－５５１０－２００４ 

 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
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４ 参加資格  

   このプロポーザルに参加しようとする者は、川越市契約規則を遵守した上、次に掲げ

る条件を全て満たすものとします。 

（１）川越市競争入札参加者の資格等に関する規程に基づく平成２９・３０年度川越市

競争入札参加資格者名簿に登載されていること。  

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する

者に該当しないこと。  

（３） 本業務委託の公告の日から業務委託契約締結の日までの間のいずれかの日におい

ても、川越市建設工事等の契約に係る指名停止の措置要綱の規定に基づく指名停

止期間中でないこと。  

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立がなされた者であ

って、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除

く。）でないこと。  

（５） 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく指名除外措置を受けていないこと。  

（６） 平成２４年４月１日以降において、映像等のデジタルコンテンツを用いたプロモ

ーション業務として完了した実績があること。 

 

５ 選考スケジュール  

   公募から事業者選定までのスケジュール（概要）は以下のとおりです。  

内 容  期  間  等  

公募の開始  

平成２９年４月２６日（水）  

※市ホームページにて提出書類等のダウンロードができます。 ※書類等の

直接配布は観光課にて同日より開始します（土日を除く午前９時から午後５ 

時まで）。  

参加申し込み  

平成２９年４月２６日（水）から平成２９年５月１７日（水）午後５時まで  

※メール送信後、観光課に送信確認の電話をしてください。  

※参加資格の確認を行い、平成２９年５月１８日（木）までに確認の結果を

電子メールで通知します。  

質問の受付  

平成２９年４月２６日（水）から平成２９年５月１２日（金）正午まで  

※メール送信後、観光課に送信確認の電話をしてください。  

※質問の回答は、平成２９年５月１６日（火）までに市ホームページにて公

開します。  

企画提案書等の提出  平成２９年５月１８日（木）から平成２９年５月２４日（水）までの土日を
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  除く午前９時から午後５時まで（郵送の場合は必着）。  

ヒアリング審査  

（書類審査）  

平成２９年５月２９日（月）にヒアリング審査を予定しています。ヒアリン

グ審査の時間等の詳細案内は平成２９年５月２６日（金）までに電子メール

にて、企画提案書等の提出を行った参加事業者に連絡いたします。  

なお、企画提案書の提出者が５者を超える場合は、原則書類審査を行い、平

成２９年５月２６日（金）までに結果を電子メールにて通知します。  

結果通知  平成２９年６月上旬までに電子メールにて通知する予定です。  

契約締結  平成２９年６月上旬までに契約締結を予定しています。  

     

６ 参加申し込み  

   このプロポーザルに参加する意思がある場合は、「公募型プロポーザル参加申込書（様

式１）（以下、様式１）」、「業務経歴書（様式４）（以下、様式４）」を提出してください。

提出がない場合、このプロポーザルへの参加は認められません。  

（１）受付期間  

平成２９年４月２６日（水）から平成２９年５月１７日（水）午後５時まで  

（２）提出方法  

「様式１」及び「様式４」に必要事項を記入し、電子メールに添付して観光課へ提

出してください。電子メールの表題は「プロポーザル参加申込（事業者名）」としてく

ださい。メール送信後、観光課に送信確認の電話をしてください。  

（３）参加資格の確認  

提出書類に基づき参加資格の確認を行い、平成２９年５月２６日（金）までに参加

資格の確認結果について、参加申し込みをしていただいた全ての事業者へ電子メール

で通知します。  

    参加資格を有する事業者（以下、参加事業者）には、企画提案書等の提出をお願い

します。  

  

７ 質問の受付  

このプロポーザルに関して質問がある場合は、「質問票（様式２）（以下、様式２）」を

提出してください。  

（１）受付期間  

 平成２９年４月２６日（水）から平成２９年５月１２日（金）正午まで 

（２）提出方法   

「様式２」に必要事項を記入し、電子メールに添付して観光課へ提出してください。

電子メールの表題は「プロポーザル質問（事業者名）」としてください。メール送信後、
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観光課に送信確認の電話をしてください。電子メール以外での質問（窓口や電話での

問い合わせ等）については回答いたしません。  

（３）回答  

質問の回答は、平成２９年５月１６日（火）までに、市ホームページにて公開しま

す。  

   

８ 企画提案書等の提出  

   参加事業者は、以下のとおり選考に必要な書類（以下、提出書類）を持参又は郵送に

より提出してください。なお、提案は１者につき１つの提案の提出に限ります。 

（１）提出期間  

    平成２９年５月１８日（木）から平成２９年５月２４日（水）までの土日を除く午

前９時から午後５時まで（郵送の場合は必着）  

（２）提出書類  

    提出書類は次の表のとおりです。提出書類は日本工業規格によるＡ４判の規格によ

ることとし、①～④については左綴じで１部作成し、⑤～⑦の書類については左綴じ

で８部作成してください。なお、⑤～⑦（⑦のうち５部）については、作成した事業

者名を特定できる内容の記述はしないでください。  

 提出書類 部数 注意事項 

① 公募型プロポーザル届出書 １部 
指定様式による（様式３） 

※代表者印を押印してください。 

② 誓約書 １部 
指定様式による。（様式４） 

※代表者印を押印してください。 

③ 業務経歴書 １部 指定様式による（様式５） 

④ 実施体制調書 １部 指定様式による（様式６） 

⑤ 企画提案書 ８部 

指定様式による（様式７） 

※ページ数はＡ４版５枚（両面可）ま

でとしてください。 

⑥ 業務工程表 ８部 指定様式による（様式８） 

⑦ 見積書 ８部 

指定様式による（様式９） 

※８部作成のうち、３部については、

事業者の所在地、事業者名、代表者印

を押印してください。 
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９ 選考方法   

選考は、ヒアリング審査によって行います。なお、企画提案書の提出者が５者を超え

た場合については、企画提案書等を審査し（書類審査）、上位５者をヒアリング審査の対

象とします。書類審査を行った場合、平成２９年５月２６日（金）までに審査結果を電

子メールで通知します。  

（１）ヒアリング審査概要 

ヒアリング審査は、提案についてプレゼンテーションを行っていただきます。その際、

プレゼンテーションの出席者は３名以内とします。プレゼンテーションの時間は２０分

以内で、その後質疑応答（１０分程度）を行う予定です。 

 

（２）ヒアリング審査日程 

 ヒアリング審査の実施は、平成２９年５月２９日（月）を予定しております。時間等

詳細は、平成２９年５月２６日（金）までに、企画提案書等の提出を行った参加事業者

に電子メールで通知します。 

（３）配布資料 

プレゼンテーションに際して、事前に提出いただいた企画提案書（様式７）と齟齬が

なければ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔや新たな資料を使用してのプレゼンテーションを行う

ことができます。その際は当日配布用として９部ご用意ください。なお、企画提案書

（様式７）は審査委員に配布済みのため、改めての配布は不要です。  

（４）評価  

評価は、別紙「評価基準表」により行います。 ヒアリング審査による評価の合計点

が上位の者を契約予定事業者に決定し、次に得点の高かった者を、次点の契約予定事

業者として決定します。最高得点に同数があった場合は、審査委員会が決定します。  

なお、選考にあたり、審査委員会において最低基準を設けることがあります。また、

参加事業者が１者の場合も選考を行いますが、全ての参加事業者の提案が最低基準を

満たさなかった場合は、再度公募を行うものとします。  

契約予定事業者が何らかの理由により契約を行えなかった場合には、次点の者を契

約予定事業者とします。   

（５）選考結果  

選考結果は、平成２９年６月上旬までにヒアリング審査に参加した参加事業者に電

子メールで通知します。  

（６）その他  

ヒアリング審査では、以下の物品については担当課で用意します。その他の機器等

が必要な場合は参加事業者の責において用意してください。 

・プロジェクター（ＥＰＳＯＮ ＥＢ－Ⅹ１４） 

・アナログＲＧＢ（Ｄ－ｓｕｂ１５ｐｉｎ）ケーブル  

また、ヒアリング審査の場において、参加事業者名が特定可能な内容の表現（参加

事業者名、参加事業者のロゴ、標語等の表示等）はしないでください。  
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なお、審査委員会での選考は非公開とします。  

また、選考結果に対する異議申立ては受理しません。  

  

１０ 結果の公表  

選考結果については、市ホームページで公表する予定です。  

  

１１ 契約の締結  

本業務の委託先業者に選定された事業者は、本市と協議の上、契約に必要な書類を揃

え、速やかに契約を締結するものとします。  

  

１２ 参加事業者の失格  

   次のいずれかに該当する場合は失格とします。  

（１）「参加資格」の要件を満たさなくなった場合  

（２）「企画提案書等の提出」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合  

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合  

（４）見積額が事業費限度額を超えている場合  

（５）ヒアリング審査に参加しなかった場合  

（６）選考の公平性を害する行為があった場合  

（７）前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、審査委員

会委員長が失格であると認めた場合  

  

１３ その他留意事項  

（１） このプロポーザルに参加する費用は全て参加する事業者の負担とします。 

（２） 提出書類の提出後の修正又は変更は一切認めません。  

（３） 川越市と契約を締結する事業者は、予定した管理責任者等を配置するものとし、

当該管理責任者等の交代については死亡、傷病、退職等のやむを得ない場合を

除き、これを認めないものとします。  

（４） 川越市と契約を締結する事業者は、提出書類の「業務工程表（様式８）」に記載

する内容を基に川越市と協議を行い、決定したスケジュールに基づき業務を実

施するものとし、川越市の許可なく業務工程の変更はできないものとします。 

（５） 提出書類の著作権は参加する事業者に帰属します。ただし、川越市がこの公募

型プロポーザル結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を

無償で使用できるものとします。 

（６） 提出された書類は返却しません。 

（７） このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、川越市情報公開条例

（平成８年条例第１５号）に基づき提出書類の公開について判断します。 

（８） 「参加申し込み」の後に辞退する場合は、辞退届（様式１０）を提出するもの

とします。 
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１４ 特記事項 

本プロポーザルについて、参加事業者の独自の視点について特に高く評価するものと

します。また、川越まつり会館に展示設置以降も維持管理等に努めることとし、平成３

０年度以降については、必要に応じて別途契約を結ぶことがあります。 

なお、本実施要領及び特記仕様書に記載のない内容や、受注者が提出した企画提案書

に記載のない事項については、発注者と協議の上、柔軟に対応するものとします。 

 


