
 

 

「銀の馬車道・鉱石の道」73kmウォーキング・サイクリング事業実施 

業務委託プロポーザル実施要領 

 

本要領は、「銀の馬車道・鉱石の道」73kmウォーキング・サイクリング事業実施業務

を委託するに当たり、業務全般に関して最も適正な企画力、技術力、実施体制、実績を

もった業者をプロポーザル方式により選定するために定めるものである。 

 

１ 業務概要 

(1) 目的 

日本遺産として認定されたストーリーの魅力と地域の特色を広く発信するため、

銀の馬車道と鉱石の道の構成遺産や名所などを歩くウォーキングイベントと、スポ

ーツ感覚のサイクリングイベントを展開し、来訪者の獲得につなげる。 

 (2) 業務名 

「銀の馬車道・鉱石の道」73kmウォーキング・サイクリング事業実施業務（以下

「本業務」という。） 

 (3) 事業主体 

   日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会（以下「協議会」という。） 

(4) 業務内容 

仕様書（別紙１）のとおり 

提案者は、本業務の仕様書を踏まえ、参加者に、銀の馬車道と鉱石の道の構成遺

産や名所などをアピールするために効果的な事業を企画すること。 

(5) 業務委託期間 

委託契約締結日から平成３０年１月３１日（水）まで 

 

２ 応募資格 

プロポーザル参加申込みをする者は、参加申込書の提出期限（平成２９年９月２０ 

日）現在において、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 

(1) 協議会を構成する姫路市、福崎町、市川町、神河町、朝来市及び養父市（以下「６

市町」という。）並びに兵庫県において、いずれかの自治体の入札参加資格名簿に登

録されていること。 

(2) 協議会の構成員でないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条

の４第１項に規定する者に該当しない者であること。 

(4) 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実

があった後３年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人として

使用する者でないこと。 



 

 

(5) ６市町及び兵庫県のいずれかの指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者

及び指名停止の措置要件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）又は会社更生法（昭和２７年法律第１７

２号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(7) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

(8) 法人にあっては、兵庫県税及び６市町の市税、町税、法人税並びに消費税及び地方

消費税に滞納がない者、個人にあっては兵庫県税及び６市町の市税、町税並びに申告

所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税に滞納がない者であること。 

(9) 次のいずれにも該当しない者であること。 

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５月１５

日法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員が役員（法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）において、業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも

のと認められる者をいう。以下同じ。）として経営に関与しているもの（実質的に

関与している場合を含む。） 

ウ 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任し

ている者 

エ 次に掲げる行為をした者を、役員等（法人等にあっては、役員その他経営に実

質的に関与している者又は相当の責任の地位にある者（役員以外で業務に関し監

督する責任を有する使用人をいう。以下同じ。）をいい、個人にあっては、その者

又は経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。

以下同じ。）としている者 

(ｱ) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団

若しくは暴力団員の威力を利用する行為 

(ｲ) 暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

関係を有していると認められる行為 

(10) 他の参加申込者に、協力会社等として重複参加していない者であること。 

 

３ 実施スケジュール 

  本業務に係るスケジュールは以下のとおりとする。 

内容 期日等 

募集要領、仕様書等を提示 平成 29年 9月  8日（金） 

プロポーザル参加申込書の提出期限 平成 29年 9月 20日（水）正午 

プロポーザル参加資格確認通知送付 平成 29年 9月 22日（金） 



 

 

質問受付期間 
平成 29年 9月 25日（月）午前 9時から 

平成 29年 9月 26日（火）午後 5時まで      

質問回答日 平成 29年 9月 27日（水）以降 

提案書提出期限 平成 29年 10月 2日（月）午後 5時 

プレゼンテーションの実施 平成 29年 10月 5日（木）午前 10時 00分から 

選考結果通知 平成 29年 10月 6日（金） 

契約締結 平成 29年 10月 6日（金）午後 5時以降 

１(3)に定める業務の実施 平成 30年 1月 31日（水）まで 

契約終了 平成 30年 1月 31日（水） 

   

４ プロポーザル参加申込書の提出、審査及び通知 

(1) 受付期間 

平成２９年９月８日（金）から同年９月２０日（水）正午まで 

(2) 受付場所 

〒６７０－８５０１ 兵庫県姫路市安田四丁目１番地 

姫路市市長公室地方創生推進室（姫路市役所本館 3 館）内 

日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会事務局 

ＴＥＬ：０７９－２２１－２２０７ 

ＦＡＸ：０７９－２２１－２３８４ 

E-mail：chihou-chiiki@city.himeji.lg.jp 

(3) 提出書類 

  ア プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

イ 誓約書（様式第２号） 

ウ ２の(8)に規定する税目について未納がないことの納税証明書 

エ プロポーザル参加資格確認書（以下「確認通知書」という。）の返信用封筒 

  （返信先を記載し、６７２円分の切手を貼った長３封筒） 

(4) 提出方法 

  持参又は郵送（受付期限日必着）による。 

 (5) 参加資格の確認 

  ア プロポーザル参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は平成２９

年９月２２日（金）までに確認通知書を発送する。 

イ プロポーザル参加資格がないとされた者には、確認通知書にその理由を記載す

る。 

ウ プロポーザル参加資格がないとされた者は、当該理由について説明を求めるこ

とができる。その場合には平成２９年９月２６日（火）午後５時までに参加資格



 

 

なしとした理由を請求する旨を、書類により提出すること。協議会は当該請求の

提出があった場合は、これに対し速やかに回答する。 

 

５ 実施要領及び仕様書に関する質問の受付・回答 

(1) 平成２９年９月２５日（月）午前９時から同月２６日（火）午後５時までに質問

書（様式第５号）にて提出のこと。 

※ 提出は、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールによることとし、電話で

の質問には回答しない。また、質問提出締切日以降の質問は一切認めない。 

(2) 質問書の提出先 

   ４の(2)と同じ。 

 (3) 質問への回答 

平成２９年９月２７日（水）以降に速やかに、全ての質問と回答を記載した同一

の内容の書類をファクシミリ又は電子メールで全ての参加申込者に送付する。 

 

６ 提案書等の提出 

(1) 提出期限 

平成２９年１０月２日（月）午後５時まで（必着） 

(2) 提出場所 

４の(2)と同じ。 

(3) 提出書類 

Ａ４サイズ又はＡ３サイズの用紙を用いることとし、Ａ３サイズのものはＡ４サ

イズに折りたたんで提出すること。様式が指定されているものは、所定の様式に従

うこと。なお、提案書には、以下の事項を記載すること。 

ア 表紙 

イ 事業の趣旨、考え方 

ウ 業務内容 

エ 業務実施体制及び主な担当者の経歴（様式第３号） 

オ 業務実績（様式第４号） 

カ 見積書 

人件費、物件費その他諸経費を詳細に記載し、消費税及び地方消費税を除いた

価格並びに税込価格を記載すること。また、見積書には社印及び代表者印を押印

すること。 

キ 会社概要書（最新のもの）（１部） 

ク その他の特記事項 

提案内容又はその他事項で特にアピールしたい事項、特記すべき事項があれ 

ば記載すること。 



 

 

(4) 提出部数 

原本１部、副本１４部（１部ずつまとめること。） 

(5) 提出方法 

持参又は郵送（提出期限日必着）により提出すること。 

 

７ 提案書作成に関する注意事項 

(1) 別紙１の「「銀の馬車道・鉱石の道」73kmウォーキング・サイクリング事業実施

業務委託仕様書」を参考に提案すること。 

(2) 本業務プロポーザルに要した費用については、事業提案者が負担するものとする。 

(3) 提案書の枚数については、特に制限しないが、簡潔に内容が分かるように配慮す

ること。また、実現性のある提案を行うこと。 

 

８ 本件の予算額 

３，１００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

上記の予算を目安に提案書を作成すること（見積額は、本件の予算額以内とする。）。 

※ 受託候補者として特定した場合は、別途、契約締結に係る交渉を行うため、こ

の上限価格での契約を約するものではありません。 

 

９ 業者選定 

(1) 「銀の馬車道・鉱石の道」73kmウォーキング・サイクリング事業実施業務プロポ

ーザル審査委員会において、提案書の審査及び面接ヒアリングを行い評価し、以下

の合計点の最上位の者を最優秀者とする。 

① 信頼性（実績・経験・受託業務能力）の評価点      20点 

② 理解度（事業の理解度）の評価点            20点 

③ 企画力（表現力、実現可能性、提案内容等）の評価点    40点 

④ 受託意欲（意欲・熱心さ）の評価点           10点 

⑤ 見積額（提案内容と金額のバランス）の評価点      10点 

※プロポーザルへの参加申込者が多数の場合、書類審査を第一次審査とし、面接

ヒアリングの参加者を絞る場合があるので、参加申込者は協議会の指示に従う

こと。 

 (2) 面接ヒアリング 

面接ヒアリングは、プレゼンテーション及び委員からの質疑により実施する。 

ア 日時・場所 

日時 平成２９年１０月５日（木）午前１０時から 

時間 姫路市役所北別館 ３階研修室 

※時間等の詳細については、後日連絡する。 



 

 

イ 時間配分 

プレゼンテーション１５分、委員からの質疑１５分程度を予定 

※ 面接ヒアリングの参加者が多数の場合、時間配分等を調整することがある。 

ウ その他の注意事項 

・補完資料について 

説明に当たっての補完的な資料の提出は認めない。ただし、プレゼンテーショ

ンに視聴覚機器を利用する場合において、その内容を印刷したものはこの限り

ではない。その場合、提案書の内容から大きく逸脱することのないよう注意す

ること。 

・視聴覚機器について 

視聴覚機器を利用する場合は、パソコンやプロジェクター、スクリーン等は各

自において準備すること。設置、撤収ともに５分程度を目安とし、速やかに準

備を行うこと。準備時間は持ち時間に原則算定しないが、準備時間が長くなり

審査に影響がでる場合は、退出を命じる場合があるので注意すること。 

・質疑応答時の注意事項 

委員の質疑には要領よく明確に答え、委員への質問は避けること。 

 

１０ 提出書類作成上の注意点 

(1) プロポーザル参加申込書及び誓約書の提出後、参加を辞退する場合は、直ちにそ 

の旨を書面で連絡すること。 

(2) 提出する提案は、各社１件とする。 

(3) 要求した以外の資料は審査対象としない。 

(4) 提出書類の内容に関し、疑問点や確認事項が発生した場合は、その都度、説明を 

求めることがある。 

(5) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、参加申込者の負担とする。 

(6) 提出された書類は、返却しない。 

(7) 提案に当たっては、著作権等第三者の権利に関わるものの使用については、提案 

者の責任において処理すること。 

(8) プロポーザルへの参加申込者は、参加を通じて知り得た情報を漏らさないこと。 

 

１１ 選定結果の通知 

(1) 選定の結果は、結果のいかんにかかわらず、速やかにプロポーザル参加各社宛に

書面で通知する。 

(2) 選定に対する異議申立ては、一切受け付けない。 

 

１２ その他特記事項 



 

 

(1) 本件における提案はあくまでもプロポーザル企画提案とし、受託候補者選定の審 

査材料となるものであり、実際の業務推進に当たっては、本協議会と協議した上で

決定することとなるので留意すること。 

(2) 次のいずれかに該当する場合は、本件プロポーザルへの参加資格を無効とする。 

ア 期限までに提案書等を提出しない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載がある場合 

ウ 見積額が予算額を超える場合 

(3) 上記記載の日時に変更がある場合は、指示に従うこと。 

 

１３ 問合せ先 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市市長公室地方創生推進室内 

日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会事務局 

ＴＥＬ：０７９－２２１－２２０７ 

ＦＡＸ：０７９－２２１－２３８４ 

E-mail：chihou-chiiki@city.himeji.lg.jp 

 


