
 

 

 

 

なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託 
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１ 委託業務名 

 (1) なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託 

 

２ 業務の目的 

この要項は、新型コロナウイルス感染症の流行により、大きな影響を受け

ている地域経済の回復と売上げが減少した地元商店や飲食店における販売促

進を図るとともに、地域における消費喚起及び地域経済を下支えすることを

目的として、「なりた地域応援プレミアム付商品券」を発行する。 

本業務について、民間の創意工夫及びノウハウを活用し、効率的かつ経済

的にこれを実施するため、プロポーザル方式（以下「プロポーザル」とい

う。）により、価格以外の要素と価格を総合的に評価し、最も評価が高かっ

た者を選定し、その者に業務を委託するための必要な手続き等について定め

るものとする。 

 

３ 業務の概要 

 (1) 仕様 

    「なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託仕様書」のとおり 

 (2) 期間 

   契約を締結した日の翌日から令和 5年 3月 31日（金）まで 

 (3) 提案金額の上限 

    事務委託分   80,390,750円（消費税及び地方消費税含む） 

     プレミアム分 300,000,000円 

   

４ 参加資格 

  次に掲げる条件を全て満たすこと。 

 (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

しないこと。 

 (2) 本委託業務の参加者募集開始の日までに、成田市建設工事請負業者等指

名停止措置要領の規定により、指名停止措置又は成田市契約に係る暴力

団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者であるこ

と。 

 (3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申し

立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく民事再生手続

きの申し立てがなされていないこと。 
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 (4) 本事業を円滑に遂行できる人的能力及び財務能力を有しており、国税及

び地方税を滞納していないこと。 

(5) プライバシーマーク取得事業者又はこれと同等の認証取得事業者である

こと。 

 

５ プロポーザル募集から受注者決定までのスケジュール 

募集から業務の受注者決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

 (1) 募集開始        4月 25日（月） 

 (2) 質問受付期限      5月 9日（月）午後 3時までに必着 

 (3) 質問回答期限      5月 11日（水） 

(4) 参加申請書提出期限   5月 12日（木）午後 3時までに必着 

(5) 企画提案書提出期限   5月 18日（水）午後 3時までに必着 

 (6) プレゼンテーション審査 5月 23日（月）（予定） 

(7) 審査結果        5月 24日（火）（予定） 

 (8) 委託契約        5月下旬(予定) 

 

６ プロポーザル募集から受注者決定までの手続き 

  

 (1) 質問の受付及び回答 

  ① 質問の受付 

    本件に係る質問は、以下のとおり受け付けるものとする。 

   (ｱ) 質問方法 

     質問書（様式 2）に記入したうえで、下記電子メールアドレスに送

信するものとする。 

   (ｲ) 電子メールアドレス（送信先） 

shoko@city.narita.chiba.jp 

(ｳ) 電子メールの件名 

「なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託プロポーザル質

問書（会社名）」とすること。 

(ｴ) 受付期限（再掲） 

5月 9日（月）午後 3時までに必着 

  ② 質問の回答 

    質問事項への回答は、5月 11日（水）に成田市ホームページに掲載す

ることにより回答する。 
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(2) プロポーザル参加表明 

   参加申請書を提出することにより参加表明を行ったものとする。 

①  提出期限（再掲） 

   5月 12日(木)午後 3時までに必着 

  ② 提出書類 

参加申請書（様式 1） 

③ 提出方法 

電子メール又は郵送 

※電子メールの場合は、件名を「なりた地域応援プレミアム付商品券

発行業務委託プロポーザル参加申請書（会社名）」とすること。 

④ 提出場所 

〒286-8585 千葉県成田市花崎町 760 

成田市役所 経済部商工課 

電子メールアドレス：shoko@city.narita.chiba.jp 

⑤ 提出部数 

1部 

 

 (3) 企画提案書の提出 

   企画提案書の提出は、以下に基づき行うものとする。なお、提出書類は

全てＡ4判縦で作成すること。 

①  提出期限（再掲） 

   5月 18日(水)午後 3時までに必着 

② 提出書類並びに作成に係る留意事項 

(ｱ) 企画提案書（様式 3） 

   (ｲ) 見積書（様式 4） 

内訳書（任意様式）を添付すること。 

   (ｳ) 会社概要（様式 5） 

   (ｴ) 誓約書（様式 6） 

   (ｵ) 業務実施計画（任意様式） 

     本業務を実施するにあたっての実施計画を、図や表により作成する

こと。 

   (ｶ) 本業務に関連する業務実績（任意様式） 
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     業務実績については、本業務に関連する業務でアピールできる代表

的な実績を記載することとし、「業務名称、発注者名、業務期間、

契約金額、概要」を記入すること。 

   (ｷ) 業務実施体制（任意様式） 

     本業務を実施するにあたっての実施体制を図等により作成し、特に

アピールしたい組織体制上の優位性を明記すること。 

   (ｸ) 納税証明書（写し可） 

     税務署発行の納税証明書その 3の 3 

成田市に納税義務がある場合は本市の納税証明書も提出すること。 

   (ｹ) 個人情報保護に関する資格証明書等の写し 

(ｺ) その他必要と思われる資料 

③ 提出方法 

企画提案書の提出は、持参又は郵送（簡易書留や特定記録郵便などの

利用が望ましい）。 

※郵送の場合は提出期間内の必着とする。 

④ 提出場所 

〒286-8585 千葉県成田市花崎町 760 

成田市役所 経済部商工課 

⑤ 提出部数 

正本 1部（代表者印を押印したもの）、副本 5部  

 

７ 審査及び選定 

 (1) 審査方法 

① 委託事業者の選定にあたっては、「なりた地域応援プレミアム付商品券

発行業務委託に係るプロポーザル実施要領（以下「実施要領」とい

う。）」に基づいて選定委員会を設け、審査を行い、本業務に適してい

ると認められる委託事業者を選定する。 

② 提出された提案書類を使用し、プレゼンテーションを行う。事前に提

出された書類のほかにプレゼンテーション用の資料を用いることも可

とする。その場合、6部持参すること。 

③ なお、提案書の提出が 1者の場合でも、原則として聞き取り審査を実

施する。 

④ プレゼンテーション時間 20分、質疑応答時間 10分とする。 

⑤ 実施日程等については別途通知を行う。 
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 (2) 審査基準 

評価項目  内  容  配点 

実施体制 事業に関する知識、理解が十分にあり、適切

に事業実施することができる体制か。 

15 

業務内容 各業務を効率的かつ適切に遂行でき、効果的

な事業となるよう工夫されているか。 

15 

事業スケジュール 効率的に事業遂行可能なスケジュールか。 10 

市民等への対応 募集や購入方法が市民等への利便性を考慮し

た内容か。 

15 

取扱店舗への対応 募集や換金方法が取扱店舗への利便性を考慮

した内容か。 

15 

個人情報の取扱い 個人情報保護に関する管理体制が適切か。 10 

類似業務実績 業務実績があり、確実に達成されているか。 10 

見積もりの妥当性 他者と比較して金額が妥当であり、見積もり

の内容が明確であるか。 

10 

合  計 100 

 

 

(3) 審査結果 

① 審査終了後、全てのプロポーザル参加者に文書にて結果を通知する。

なお、通知する結果は当該提案者に関する結果のみとする。 

② 審査内容の詳細についての問い合わせには一切応じない。 

 

 (4) 受注者の決定 

    優先交渉権者は、企画提案書の内容等に基づき、契約締結に向けた諸

条件について、市と協議を行った上で、仕様書を確定させた後、あらた

めて見積書を提出するものとする。提案の内容が全て契約仕様書に盛り

込まれるものとは限らない。協議が整い次第、市長は優先交渉権者を受

注者として決定し、契約手続きを行う。なお、協議が整わない場合、次

点交渉権者と協議により契約を締結する場合がある。 

 

８ 企画提案全般に係る留意事項 

 (1) 参加希望者 1団体につき、提案は 1件とする。 

 (2) 提出された書類は返却しない。 
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 (3) 本プロポーザル参加に係る費用は、参加者の負担とする。 

 (4) 提出されたプロポーザルは、審査及び説明の目的に、その複製を作成し

使用することができるものとする。 

 (5) 提出されたプロポーザルについては情報公開請求があったときは、提案

者に公開の可否の意思確認をし、同意を得た場合は公開し、正当な理由

をもって拒否の場合は公開できない部分を非公開とする。 

 (6) 提出されたプロポーザルを公表する場合、その複製を作成し使用するこ

とができるものとする。 

 (7) 以下のいずれかに該当する提案は無効とする。 

  ① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

  ② 参加資格を満たさない者から提出されたもの。 

  ③ 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。 

  ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 

  ⑦ この募集要項及び実施要領に定められた以外の手法により、選定審査

委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求め

たとき。 

  ⑧ その他、行為が法令違反であり、審査結果に影響を与えられる恐れの

あるとき。 

 (8) プロポーザル参加申請後、都合によりプロポーザル提出を辞退した者

は、参加辞退届に辞退理由を明記のうえ代表者署名または記名押印し、

提出すること。 

(9) 業務の詳細内容については、選定により決定した優先交渉権者と市との

協議により決定するものとし、本要領の趣旨に反しない範囲で業務内容

の修正等を行う場合がある。 

(10)参加事業者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意し

たものとみなす。 

 

９ 担当部署 

 (1) なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託 

   成田市役所 経済部商工課 

   所在地：〒286-8585 千葉県成田市花崎町 760 

   電 話:0476-20-1622    FAX:0476-24-2185  

電子メール:shoko@city.narita.chiba.jp    


