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祝祭の広場大型LEDビジョン装置による企画運営等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１. 業務概要 

（１） 業務名称 

祝祭の広場大型LEDビジョン装置による企画運営等業務委託（以下、「本業務」という） 

 

（２） 業務目的 

祝祭の広場（以下、「広場」）については、美しい景観の創造と合わせ、中心市街地における 

祝祭の演出や、回遊性、滞留性の確保のために、「集い」「憩い」「祝い」の空間を備えた広場 

として、令和元年9月7日にオープンした。 

本業務は、広場に大型LEDビジョン装置（以下、「ビジョン」）を設置し、ビジョンを活用し

た魅力的な企画運営を行うことにより、広場が備えた空間特性を最大限に活かし、中心市街

地の活性化を図ることを目的とする。 

 

（３） 業務場所 

祝祭の広場（大分市府内町一丁目１番１） 

 

（４） 業務内容 

別紙「祝祭の広場大型LEDビジョン装置による企画運営等業務委託仕様書」（以下、「仕様書」 

という）のとおり 

 

（５） 提案上限額 

上限額：49,000千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

（６） 履行期間 

 契約締結日から 2021年（令和 3年）3月 31日（水）まで 

 

２. プロポーザルに係る事項 

（１） 参加資格要件 

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4第 1項に該当しない

者であること。 

② 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年大分市告示第２５

８号）により、入札参加資格の認定を受けている者であること。 

③ 公告日から契約締結日までにおいて、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の
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措置に関する要領（平成21年大分市告示第553号）に基づく指名停止期間中でな

いこと又は大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成24年大分

市告示第377号）に基づく排除措置期間中でないこと。 

④ 架台設置に係る業務については、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項第

1号に規定する一般建設業の許可（建築一式工事）又は同項第2号に規定する特定

建設業の許可（建築一式工事）を有し、かつ、建設業法第26条に規定される建築

工事における技術者を配置できる者に再委託すること。 

 

（２） 質問及び回答 

① 質問 

質問期限：公告日から 2020年（令和 2年）6月 29日（月）17時 15分まで 

質問方法：文書（Ａ4判、書式自由）により行うものとし、持参、郵送（必着）、ファッ

クス、電子メールのいずれかの方法とする。なお、文書には貴社の担当窓口

の部署、担当者氏名、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを併

記すること。 

  ※ファックスや電子メールの場合は、まちなみ企画課の担当者まで送信した旨の連絡を

電話にて行い、質問書が受信されたことの確認を行うこと。 

② 回答 

回答期限：2020年（令和 2年）6月 30日（火）まで 

回答方法：質問内容と合わせ、市のホームページ上で回答する。 

 

（３） 参加申込書及び企画提案書一式の提出 

① 提出書類（※下記の(イ)～(キ)を合わせたものを企画提案書一式とする） 

(ア) 参加申込書（様式 1） 

 所定の様式にて提出すること。 

(イ) 企画提案書（鑑）（様式 2） 

 所定の様式にて提出すること。 

(ウ) 業務実施体制（様式 3） 

 配置予定の業務責任者、業務担当者を記載すること。 

 再委託する業務の内容、再委託先、その他必要事項を記載すること。 

 現地作業において、安全対策をどのように講じるか記載すること。 

(エ) 実績調書（様式4） 

 所定の様式にて提出すること。 

(オ) 工程表（様式 5：A4、1枚） 

 架台設置、配線、キュービクルのブレーカー増設、ビジョン本体の設置まで

の工程（現地作業、鉄骨、サッシ、ビジョンの工場製作、動作確認等）がわ
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かるように具体的に記載すること。特に予定する運用開始日については明

確に記載し、2020年 10月 1日から 10月 22日までのビジョンの運用方法

についても記載すること。なお、運用開始時期については、別紙「仕様書」

の「１１．ビジョンの運用」における記載内容を確認すること。 

(カ) 企画提案書（様式自由：A4用紙片面 4枚以内） 

提案書の作成にあたっては、下記の事項を必ず記載すること。 

 ビジョン（周辺機器を含む）の仕様・操作性 

 ビジョン（周辺機器を含む）の保守管理・保証内容について 

 メンテナンス体制 

 ビジョンを活用した企画運営等 

ビジョンの性能を十分に活かした下記の項目について提案すること。 

・祝祭の広場の魅力的な憩いの空間演出及びその情報発信 

・ソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染症対策を 

講じたイベント及びその情報発信 

(キ) 参考見積書（様式 6） 

本業務における参考見積書を、「様式 6」を基に作成すること。 

      

     （提出書類の一覧表） 

 提出書類 

参加申込書 （様式 1）参加申込書 

企画提案書一式 

（様式 2）企画提案書（鑑） 

（様式 3）業務実施体制 

（様式 4）実績調書 

（様式 5）工程表 

（様式自由）企画提案書 

（様式 6）参考見積書 

 

② 提出期限 

  2020年（令和 2年）7月 6日（月）17時 15分まで（必着） 

③ 提出方法 

持参又は郵送（必着）による。 

④ 提出部数 

本書 1部、副本 10部  

⑤ その他 

(ア) 提出された「参加申込書」に対して、事務局において参加資格要件を満たしてい

るかの確認を行い、7月 7日（火）までに結果を通知する。 
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(イ) 参加申込書及び企画提案書一式は、縦の左綴じで横書きとし、企画提案書以外

は指定の様式を用いること。 

(ウ) 書類の提出後において、記載された内容の追加及び変更は認めない。 

(エ) 参加申込書及び企画提案書一式の提出が期限に間に合わなかった場合、失格と

する。 

 

（４） 受託候補者選定までのスケジュール 

 項 目 期 間 等 

１ 公募開始 2020年 6月 23日（火） 

２ 質問書の提出期限 2020年 6月 29日（月）17時 15分まで 

３ 質問書に対する回答 2020年 6月 30日（火）までに回答 

４ 
参加申込書及び企画提案書一式の提出

期限 
2020年 7月 6日（月）17時 15分まで 

５ 参加資格確認結果の通知 2020年 7月 7日（火） 

６ プレゼンテーション・ヒアリング実施 2020年 7月 8日（水）予定 

７ 選定結果の通知・公表 2020年 7月 9日（木）予定 

 

（５） プレゼンテーション・ヒアリング 

① 日時 

2020年（令和 2年）7月 8日（水）予定 

実施時間については、「参加資格確認結果」とともに 7月 7日（火）に通知する。 

② 場所 

大分市 保健所 6階 大会議室（予定） 

③ 出席者   3名以内とする 

④ 実施時間  25分予定。（プレゼンテーション 10分、ヒアリング 15分）  

      プレゼンテーションは企画提案書一式を用いて行うこと。 

⑤ その他   プロジェクターやパソコンを使用する場合は、提案者で準備すること 

とし、参加申込書及び企画提案書一式の提出時に申し出ること。 

スクリーンの代用としてモニターを使用することも可とする。 

スクリーンについては、市で用意することも可能なため、申し出の際に 

確認を行うこととする。 

県外からのプレゼンテーション等への出席については、可とする。 

ただし、今後、緊急事態宣言の発出などにより大分県及び大分市新型コ 

ロナウイルス感染症対策本部から県境を越える移動等に関し要請が 

あり、県外からの出席の可否について取り扱いが変更となった場合は、 

速やかに参加申込者に通知する。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、インター 

ネット回線等を使用したテレビ電話、または音声通話による対応を 

とる場合、回線利用料や機器に係る費用については、提案者で負担 

すること。 

プレゼンテーションの順番は、提案書の受付順とする。 

 

（６） 選定方法および評価基準 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施により、選定委員会において、評価基準に基

づき最高点を得た者を優秀提案者として、また、次点までを選定する。 

なお、具体的な評価項目及び基準と配点は、別添「評価基準」によるものとする。 

ただし、最高点を得た者が複数となった場合、以下の基準により優秀提案者を決定する。 

・ 評価基準の「⑦ビジョンを活用した企画運営等」の最高点を得た者を優秀提案者

とする。 

・ 上記の結果においても最高点を得た者が複数となった場合、評価基準の「④工

程」の最高点を得た者を優秀提案者とする。 

① 選定過程の非公開   選定委員会は非公開とする。また、選定結果及び選定内容 

についての質問及び異議申し立ては一切受け付けない。 

② 参加者の欠格事由 

参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(ア) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(イ) 公正に欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

(ウ) 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

(エ) 公告日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 

（７） 選定結果の通知・公表 

選定結果は、全提案者へ書面により通知する。 

また、大分市ホームページにて優秀提案者及び次点のみを公表する。 

 

３. 契約 

優秀提案者と協議により仕様を確定させたうえで、業務委託契約を締結する。なお、優秀

提案者と契約締結に至らない場合については、次点の事業者と協議を行うものとする。 

 

４. その他 

（１）本プロポーザルに係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

（２）企画提案書等に関する著作権は、これを提出した提案者に帰属する。 

（３）提案書の提出は、１事業者につき１提案とし、複数提案を禁止する。 
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（４）提出された書類等は返却しない。 

（５）提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 

（６）参加者が１社であっても本プロポーザルを実施し、審査の結果、業務を適切に実施  

できると判断された場合には、当該参加者を契約の相手方として選定する。 

（７）本プロポーザルは、事業者の選定を目的としたものであり、受託候補者の提案に 

沿って原則業務を実施するが、詳細については、契約締結前における協議により 

決定する。 

（８）契約金の支払い回数については、ビジョン設置完了時、業務委託完了時の計 2 回 

を想定しているが、具体的な支払い回数等については受託候補者と契約前の協議におい

て決定する。ただし、前払金の請求については応じない。 

（９）再委託については、契約後、市に報告を行うとともに承認を得ることとする。 

（１０）新型コロナウイルス感染症の対応については、大分県新型コロナウイルス感染症 

対策本部及び大分市新型コロナウイルス感染症対策本部の発表内容に準ずること。 

（１１）建設業法、その他の関係法令等を遵守し本業務を実施すること。 

 

５. 書類提出先・問合せ 

〒870-8504 大分市荷揚町 2番 31号 大分市役所本庁舎 7階 

都市計画部 まちなみ企画課 都心企画調整担当班 梶原・後藤（幹） 

電話番号 097-574-6628（直通）FAX番号 097-534-6120 

E-mail : matikikaku@city.oita.oita.jp 


