
五島市奈留島世界遺産ガイダンスセンター受付・案内業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務の目的 

本業務は、世界文化遺産の長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産で

ある奈留島の江上集落（江上天主堂とその周辺）の情報発信を目的として整備した「五

島市奈留島世界遺産ガイダンスセンター（以下、「センター」という。）において、来

訪者への適切な情報発信と来訪者の利便性の向上を図るため、市内の観光関係団体等

へ施設管理業務の一部と来訪者の案内・説明などの業務を委託する。 

 

 

２．事業の概要 

(1) 業務名 

五島市奈留島世界遺産ガイダンスセンター受付・案内業務 

(2) 事業内容 

別添「業務委託仕様書」のとおり。 

センターの概要は、別紙「奈留島世界遺産ガイダンスセンター平面図」のとおり。 

(3) 委託期間 

契約期間は、令和３年１１月１日から令和４年３月３１日までとする。 

   ただし、委託者、受託者双方に異議がない場合は、令和６年３月３１日まで１年ご

との契約更新を可能とし、その都度契約を締結するものとする。 

(4) 契約の相手方の決定方法 

企画提案書の公募によるプロポーザル方式で実施する。 

提出された企画提案等と提案者のプレゼンテーションの内容を審査する審査会を開

催する。審査会では、あらかじめ定められた審査基準に基づき、厳正かつ公平に審査

を行い、随意契約の相手方となる候補者を選定する。 

(5) 委託費 

 １，７５０千円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

３．企画提案者の募集 

企画提案者の募集は、この実施要領に基づいて行うので、以下に記載する日程及び申 

込方法などを参照すること。 

 

４．応募資格 

 プロポーザルに参加できる者は、次の条件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行例第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立てをした者でないこと。 

(3) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申

立てをした者でないこと。 

(4) 五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２４年五島市告

示第１５６号）及び五島市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領



（平成１６年五島市訓令第５７号）に基づく措置を現に受けている者でないこと。 

(5) 本業務の履行能力を有するもの。 

(6) 世界遺産のガイド及び五島市内の観光ガイド等に実績を有するもの。 

(7) 五島市内に事務所等を有していること。 

 

５．応募書類等について 

 (1) 提出書類 

以下の②及び③については、表紙（業務名、事業者名等を記載）を付けて１冊にま

とめ、正本１部、副本８冊を提出すること。 

  文章表現は、専門用語の使用を極力控えるなど平易なものとすること。 

① 参加申込書(様式２) 

② 事業者の実績及び実施体制（Ａ４用紙で４頁以内） 

・企画提案者に関する調書（様式３） 

  会社概要、実績 

・業務実施体制調書（様式４） 

③ 企画提案書（任意様式） 

・業務の実施方針等に関する提案（Ａ４用紙で２頁以内） 

  業務の実施方針、業務の工程計画、フローについて記載する。 

・業務の実施手法に関する企画提案（Ａ４用紙で 6 頁以内。Ａ３用紙の使用も可と

し、その場合、Ａ３用紙１頁をＡ４用紙２頁として換算する。） 

  業務遂行における企画提案の内容について記載する。 

④ 見積書（任意様式） 

・消費税を含む額とし、必要経費等、業務の具体的経費を明示すること。 

  ⑤暴力団等排除に関する誓約書（様式５） 

 (2) 参加申込書提出期間（上記５．①） 

   令和３年９月１３日(月)から９月３０日(木)午後５時まで(必着) 

   ※ＦＡＸ及び e-mailでの提出は受け付けない。 

 (3) 企画提案書受付期間（上記５．②③④） 

   令和３年９月２７日(月)から１０月８日(金)午後５時まで(必着) 

   ※ＦＡＸ及び e-mailでの提出は受け付けない。 

 (4) 提出場所 

〒853-8501  長崎県五島市福江町 1番 1号 

五島市総務企画部政策企画課 まちづくり推進班  （担当：松﨑） 

(5) 提出書類の取扱 

・ 提出された書類等は返却しない。 

・ 提出された書類は、五島市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示

の対象文書となる。なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他

正当な利益を害すると認められる情報は非開示となるので、該当がある場合には提

出書類の該当部分とその具体的な理由を任意様式により提出すること。 

ただし、開示・非開示の判断は、提出された書類を参考として、同条例に基づい

て、市が客観的に判断する。 

・ 契約者以外の企画提案の内容については、提案者の承諾なしには利用することは



ない。 

(6) その他 

・ １事業者につき１提案とする。 

・ 提出後の差し替えは受付けない。 

 

６．質疑と回答 

 質疑は、令和３年９月１３日（月）から９月２２日（水）午後５時までに質問書（様

式１）により持参又は郵送若しくはＦＡＸ、電子メールで受け付ける。 

【質問書提出先】 

   郵送先：〒853-8501 長崎県五島市福江町 1番 1号 五島市総務企画部政策企画課  

   ＦＡＸ：0959-74-1994  e-mail：kikaku@city.goto.lg.jp 担当：松﨑 

 回答は、令和３年９月２７日（月）に五島市ホームページへ掲載する。質疑内容によ

っては、回答を控える場合がある。 

 

７．審査に係る事項 

 企画提案書の内容について、１事業者あたり３０分（説明１５分・質疑１５分）程度

のプレゼンテーションを実施する。 

 ※ パワーポイント資料や映像資料、企画提案書などを使っても構わない。 

 ※ 事前に提出された応募書類の内容以外についての説明は認めない。 

 ※ 会場には、こちらで電源とスクリーン及びプロジェクターを用意する。 

 ※ その他パソコンなど、プレゼンテーションに必要な機材等は、提案者で用意するこ

ととする。 

 ただし、新型コロナ感染症の状況を注視しながら実施を検討することとし、場合によ

っては、ウェブ会議システムを用いてのプレゼンテーションとなる場合もある。 

 その際は、参加申込者に対して、審査日の数日前に五島市からＵＲＬを送付し、事前

に接続テストを行ったうえで、実施する。 

(1) 審査方法 

 企画提案書及びプレゼンテーションを基にあらかじめ設定した審査基準に沿って、

審査員が評価・採点を行い、総評価点が最高点の者を委託候補者とする。最高点の者

が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を委託候補者とする。提案者

が１者のみの場合は、各審査員の評価点の合計が満点の６０％以上の評価を得た場合

に、当該応募者を委託候補者とする。６０％未満の場合には再度、公募を実施する。 

(2) 審査基準 

ア 事業者の適格性 

① 本業務を十分理解しているか。 

② 本業務の受託に関し、全体的に熱意・情熱・誠実さが感じられるか。 

③ 本業務を遂行するにあたって十分な実施体制が整っているか。 

④ 本業務の関連・類似業務について、実績は十分か。 

イ 企画提案書の内容 

⑤ 業務の趣旨に沿った提案であるか。 

⑥ センターの役割を十分に理解した企画提案であるか。 

⑦ 世界遺産に関する十分な知識を有しているか。 



⑧ 五島市内の観光について、十分な知識を有しているか。 

⑨ その他魅力的な取り組みの提案があるか。 

ウ 見積 

⑩ 見積金額について、妥当な金額設定となっているか。 

 

(3) 配点  

 配点は、次のとおりとする。 

審査項目 審査基準 審査基準点 ウエイト 配点 

事業者の 

適格性 

① 本業務に理解度がある。 ５ ×２ １０ 

② 本業務に対する熱意がある。 ５ ×２ １０ 

② 遂行に十分な体制である。 ５ ×２ １０ 

③ 関連・類似業務の実績がある。 ５ ×２ １０ 

企画提案書 

の内容 

⑤ 業務に関する理解度がある。 ５ ×２ １０ 

⑥ 対象施設の役割を十分に理解

した内容であるか。 
５ ×２ １０ 

⑦ 世界遺産に関する十分な知識

を有しているか。 
５ ×２ １０ 

⑧ 五島市内の観光について、十分

な知識を有しているか。 
５ ×２ １０ 

⑨ その他魅力的な取り組みの提

案があるか。 
５ ×２ １０ 

見積もり ⑩ 妥当な積算根拠がある ５ ×２ １０ 

 

※各審査項目における審査基準点は次のとおりとする。  

項    目 審査基準点 

大いに必要・大いに可能・大いに期待できる ５ 

必要・可能・期待できる ４ 

普通 ３ 

やや不十分 ２ 

不十分 １ 

 

８．提案の無効 

 次の各号のいずれかに該当する場合の提案は、無効とする。 

(1) 資格要件を満たさない者が応募したとき。 

(2) 提案者が法令の規定又は契約担任者において定めた応募に関する条件に違反したと

き。 

(3) 提案者又はその代理人が同一事項に対して２以上の応募をしたとき。 



(4) 提案者が他人の代理を兼ねたとき、又は２人以上の代理をしたとき。 

(5) 提案者が応募に際して不正の行為をしたとき。 

(6) その他、提示した事項及び本件に関する条件に違反したとき。 

 

９．審査結果 

 審査結果は、審査実施後に、全ての参加者に書面により通知する。 

 なお、審査結果は五島市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象

となる。 

 

10．委託契約 

 審査により最優秀提案を提出した者を委託先候補とし、詳細な業務内容及び契約条件

について協議、合意したのちに委託契約を締結する。 

(1) 契約期間 令和３年１１月１日（月）から令和４年３月３１日（木）まで 

        ただし、委託者、受託者双方に異議がない場合は、令和６年３月３１日

まで１年ごとの契約更新を可能とし、その都度契約を締結するものとす

る。 

(2) 契約にあたっての主な留意事項 

ア 契約にあたっては、契約書を２部作成し、各１通を保有するものとする。 

イ 提案された企画内容をもとに業務委託仕様書を作成し、契約するものとする。 

 （別添提案仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書の作成

については受託決定後、協議のうえ作成する。） 

ウ 業務の全部又は一部について、市の承諾なしに他者に再委託することはできない。 

(3) 委託料 

ア 委託料は、１，７５０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）以内とする。 

イ 委託料の支払時期については、受託者決定後、協議の上決定する。 

 

11．提出先及び問合せ先 

  五島市総務企画部政策企画課まちづくり推進班 担当：松﨑 

   〒８５３－８５０１ 長崎県五島市福江町１番１号 

   ＴＥＬ：０９５９－７２－６７８２  ＦＡＸ：０９５９－７４－１９９４ 

   E-mail：kikaku@city.goto.lg.jp 

 

12．その他 

(1) 提出書類受理後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（任意様式）を提

出すること。なお、辞退することによって、今後、五島市との取引が不利になること

はない。 

(2) 企画提案に要する全ての費用は、提案者の負担とする。 



業務委託公募型プロポーザル 実施フロー 

９月６日（月） 公募型プロポーザル実施の公告 五島市ホームページ掲載 

 

９月６日（月） 
実施概要書配布 

（五島市ホームページからダウンロード） 

・実施要領  ・各種様式 

・仕様書   ・参考資料 

・実施フロー 

 

９月１３日（月） 

～ 

９月２２日（水） 

質疑受付 質問書（様式１） 

 

９月２７日（月） 
質疑回答 

（五島市ホームページにて） 
 

 

９月１３日（月） 

～ 

９月３０日（木） 

参加申込書受付 参加申込書（様式２） 

 

９月２７日（月） 

 

～１０月８日（金） 

企画提案書受付 
・事業者の実績及び実施体制（様式３，４） 

・企画提案書（任意様式） 

・見積書（任意様式） 

 

１０月１３日（水） 

１０時００分～ 

企画提案書審査 

（プレゼンテーション） 

五島市役所３階会議室にて実施 

 

 

１０月１４日（木） 審査結果通知 審査結果通知書 

 

１０月１５日（金） 

以降 
契約締結 随意契約 契約書 

 

 

 


