ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
交通及び宿泊に関する業務に係るプロポーザル募集要項

１ 目的
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西における、シャトルバス手配運行等の交通業務、宿泊施設の確保に係る
業務を円滑に行うため、交通及び宿泊に関する業務を委託する。
本業務は、多岐にわたり、幅広い専門的知識や豊富な経験を求められるとともに、経験及び業務推進体制等を
含めた総合的な能力を評価することが適当であることから、公募によるプロポーザル方式により受託者を決定する。
プロポーザルの実施にあたり、「業務委託プロポーザル方式実施要綱」に基づき、必要な事項を定める。
２ 委託業務の概要
（１）業務名
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 交通及び宿泊に関する業務
（２）業務内容
別紙 仕様書のとおり
（３）事業規模
提案上限価格 金３２８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
この金額は、2018 年度（契約締結日）から 2021 年 7 月 30 日（金）までを期間とした、企画提案のた
めに設定した額であり、実際の契約金額とは異なる。
（４）契約について
委託契約については、単年度契約（契約締結日から 2019 年 3 月 31 日まで）とし、翌年度以降の契約に
ついては、当該年度の委託業務の実施状況を踏まえ、業務内容及び年間委託金額の協議を行う。次年度以
降も同様とする。
３ プロポーザル実施方式の型
公募型プロポーザル（共同企業体でのプロポ―ザル参加も可能とする）。
なお、本件については、参加表明書の提出者全員に対して企画提案書等の提出の要請を行う。
４ プロポーザル募集から事業開始までのスケジュール（予定）
2018 年 11 月 16 日（金）

募集開始

2018 年 11 月 22 日（木）午後 5 時まで 説明会参加申込期限
2018 年 11 月 26 日（月）

説明会開催（説明会への参加を応募の資格要件とする）

2018 年 12 月 3 日（月）午後 5 時まで

質問受付締め切り

2018 年 12 月 3 日（月）午後 5 時まで

参加表明書受付締め切り

2018 年 12 月 13 日（木）午後 5 時まで 企画提案書提出締め切り
2018 年 12 月 17 日（月）～12 月 21 日（金）

プレゼンテーションの実施・受託候補者の選定
（以下「審査会」という。）

※日時、会場等の詳細については、参加表明書提出者あて、別途通知する。
2018 年 12 月 25 日以降

審査結果通知（予定）

2019 年 1 月上旬～

契約締結協議、契約締結及び事業開始（予定）
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５ 参加資格要件
参加資格は、次に掲げるすべての要件を満たしていることとする。
共同企業体で参加する場合は、全構成員が（１）から（６）、（８）及び（11）の要件を満たしているとと
もに、構成員のいずれかが（７）、（９）及び（10）の要件を満たしていること。
また、応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する代表者（以下「代表構成員」という。）をあらかじ
め選定するとともに、構成員各々の役割分担や事故が起きた場合の責任の所在等を明確にしておくこと。
（１）代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる企業等でないこと。
（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の
申立てをしている者又は申立てをなされている者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１
項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者、金融機関から
取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
（３）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
（４）公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会（以下組織委員会」という。）の参画府
県政令市のいずれかの自治体において入札参加資格を有すること。
（５）組織委員会参画府県政令市のいずれの自治体においても、入札に係る指名停止措置、資格停止措置等
を受けている者でないこと。
（６）次のいずれにも該当しないこと。
〈１〉 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 年法律第 77 号。以下この号において「法」
という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
〈２〉 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
〈３〉 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
〈４〉 役員等（募集型プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員又はこれらの者から組織委員会との取
引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者がいる法人
〈５〉 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が、その経営に実質的に関与している
法人
（７）旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）第 3 条に基づく第 1 種又は第 2 種旅行業者の登録をしており、
かつ、過去５年間（2013～2017 年度）に、 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体（地方
独立行政法人を含む。）（以下「国又は地方公共団体等」という。）が主催（共催含む）する国民体育大
会、類似大会又は類似の業務において、業務概要に掲げるいずれかの業務の受託実績があり、本事業の趣
旨を十分に理解し、支障なく本事業を遂行できること。
※類似大会又は類似の業務・・・・都道府県レベルの総合競技大会若しくは種目別の国際競技大会又は
国内外から多数来場する催事等
（８）本業務の遂行にかかる関係者等との連絡、調整、打合せ等を円滑に行い得る能力を有していること。
（９）事業規模が委託業務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
（10）説明会に参加した者であること。
（11）参加表明書を提出した者であること。
６ 説明会の開催
この募集型プロポーザルに関する説明会を次のとおり開催する。プロポーザルに参加しようとする者は出席するこ
と。なお、当説明会への参加を応募の資格要件とする。
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〈１〉開催日時（予定）
2018 年 11 月 26 日（月） １４:００～１５:３０
〈２〉開催場所（地図参照）
大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 23 階
公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
組織委員会 大会議室
〈３〉申込方法
法人名及び説明会出席者名を記載し、下記申込先まで電子メールにて申込みのこと。
[担当] 組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
[件名] 【参加申込】交通・宿泊プロポーザル
[申込先メールアドレス] kansai-wmg@wmg2021.jp
※口頭、電話による申込みは受け付けない。
※会場の都合により、応募者１社につき２名までとする。なお、共同企業体として参加を予定している場
合は３名までとする。
〈４〉説明会への申込期限
募集開始日（本要項公表日）から 2018 年 11 月 22 日（木）午後 5 時まで
※参考 : 説明会会場の付近地図

７ 応募書類の受付
本事業のプロポーザルへの参加を希望する者の受付手続等は、次に掲げるとおりとする。
「５ 参加資格要件」を確認の上、必要な書類を受付期間内に提出すること。
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（１）参加表明書の提出
〈１〉受付期間
2018 年 11 月 26 日（月）から 2018 年 12 月 3 日（月）午後 5 時まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。平日９時 15 分から、午後 5 時まで）
〈２〉提出方法・提出先
持参、郵送または宅配便によること。
提出するすべての書類は日本語表記とすること。
なお、郵送または宅配便で提出する場合は、記録の残る送付方法とし、提出期限（必着）までに届いてい
ること。
[提出先] 〒530-6691
大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 23 階
公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
〈３〉提出書類
参加表明書（様式１）
ア 代表者印を押印すること。
イ 共同企業体で参加する場合は、参加表明書に共同企業体での参加であることを記載の上、すべての
連合体の以下の内容を様式１追加提出様式により提出すること。
・住所または事業所所在地
・商号または名称
・氏名または代表者氏名
ウ 会社概要【任意・自由様式:（例）会社概要、パンフレット等】
（２）企画提案書の提出
〈１〉受付期間
2018 年 12 月 4 日（火）から 2018 年 12 月 13 日（木）午後 5 時まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。平日９時 15 分から、午後 5 時まで）
〈２〉提出方法
持参、郵送または宅配便によること。
提出するすべての書類は日本語表記とすること。
なお、郵送または宅配便で提出する場合は、記録の残る送付方法とし、提出期限（必着）までに届いてい
ること。
[提出先] 〒530-6691
大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 23 階
公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
〈３〉提出書類
①企画提案書【様式２及び添付書類:正本１部、副本５部】
仕様は、Ａ４版（カラー印刷可、両面印刷可）とし、４０頁以内とする。
＜企画提案書の構成＞
ア 企画提案書【様式２】
イ 業務の具体的な実施内容
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仕様書毎に作成する実施内容について、各仕様書の内容・様式を踏まえ作成すること。
また、提案に伴う参考資料等を添付する場合においても、上記４０頁数以内とすること。
②全体スケジュール表【自由様式:正本１部、副本５部】
仕様は、Ａ３版・横とし、各仕様書の内容を踏まえ全体スケジュール表を作成すること。なお、記載にあたっ
ては、業務を実施するにあたっての具体的なスケジュールを記述すること。
③見積書【自由様式:正本１部、副本５部】
見積書の作成にあたっては、仕様書別の見積額を明記すること。
また、各仕様書に指定する見積内訳については別葉で添付すること。
〈４〉プロポーザル参加辞退
参加表明書提出後にプロポーザルへの参加を辞退する場合、参加表明書及び企画提案書の記載責任
者・連絡者（以下「記載責任者」という。）は、12 月 13 日（木）午後 5 時までに電子メール又は書面
で提出すること（様式任意）。
[提出先] 〒530-6691
大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 23 階
公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
※電子メールで送信する場合
[件名] 【参加辞退】交通・宿泊プロポーザル
[申込先メールアドレス]

kansai-wmg@wmg2021.jp

８．質問の受付及び回答
（１）受付期間
2018 年 11 月 26 日（月）から 2018 年 12 月 3 日（月）午後 5 時まで
（２）提出方法
〈１〉説明会参加者のうち質問がある場合は、質問票【様式３】を下記の電子メールアドレスまで送信すること。
電子メール以外の質問は、一切受け付けない。
電子メールの件名に、「【質問】交通・宿泊プロポーザル」と記載すること。
共同企業体で質問する場合は、記載責任者が取りまとめの上、質問すること。
〈２〉担当
組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
E-mail:kansai-wmg@wmg2021.jp
〈３〉質問への回答は、2018 年 12 月 6 日（木）までに、全ての説明会参加者宛に回答する。
（個別には回答しない。）
９．プレゼンテーションの実施・受託候補者の選定（審査会）の方法
企画提案書の提出後に、プレゼンテーション形式による審査会を行い。日時、会場等の詳細については、別途
記載責任者へメール等により通知する。また、実施日については、変更する場合がある。
審査会は、次に掲げるところにより、提出された企画提案書等を基にその内容を総合的に審査する。
（１）失格事由
次のいずれかに該当するものは失格とする。
〈１〉提出書類に虚偽の記述をした者
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〈２〉提出期限内に所定の書類を提出しなかった者又は企画提案書に不備があり、かつ、期限までに補完しな
かった者
〈３〉 「５参加資格要件」を満たしていない者
〈４〉選定委員に対し故意に接触を求めた者、又は他の応募者と応募の内容又はその意思について相談を行
った者、その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った者
（２）審査員
この募集型プロポーザルにおける審査会の審査員は 5 名とする。
（３）審査方法
審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査にて行う。
プレゼンテーションは日本語で行うこととし、各事業者 30 分（質疑応答は別途）とする。説明は企画提案書
を用いて行うこととし、スクリーン、プロジェクター等の機材の使用は認めない。なお、審査会参加者数は、１社につ
き４名を上限とする。共同企業体として参加する場合は共同企業体で４名を上限とする。
（４）ヒアリングの実施について
審査会が必要と認めた場合は、審査会が指定する提案書等の提出者に、ヒアリングを実施する場合がある。こ
の場合の日程・場所等については、別途通知する。
（５）候補者の選定
別紙《審査基準》による審査の結果、審査員全員（審査員 1 名あたり 100 点満点×５名）の合計点数で
最も高い得点を獲得した者を契約候補者として選定する。ただし、最優秀提案者の評価点が、500 点満点中
300 点以下の場合は採択しないこととする。
（６）審査結果
企画提案の採否にかかわらず、提案者全員に文書にて通知する。なお、審査経過については公表しない。また、
審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。
10．契約手続きについて
（１）契約候補者に選定された者（以下「選定者」という。）と組織委員会との間で契約締結に向けて細目につ
いて協議を行うこととし、この協議が整ったときに、候補者を受託事業者として決定することとする。
なお、協議に際しては、組織委員会は提案に対し修正を求めることができることとし、選定者はこの求めに対し
て協議に応じなければならない。
（２）（１）の協議が不調となった場合は、９の（５）により順位づけられた上位の者から順に、契約候補者とし
て契約締結に向けた交渉を行う。
（３）契約方法（支払い方法等含む）については、受託事業者が正式に決定次第、組織委員会と協議し決定
するものとする。
11．その他留意事項
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
（２）応募に係る一切の費用（書類作成費、説明会・審査会参加交通費等）は、参加者が負担する。
（３）提出された申込書及び提案書等は返却しない。
（４）組織委員会は、受託事業者が業務の実施にあたり本要項記載の項目に反した場合には、契約金額の一
部又は全部を返還させる権利を有する。
（５）受託事業者は、業務の円滑な進捗を図るために十分な経験を有する責任者を配置する。
（６）受託事業者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。業務の一部を再委託する場合は、各業
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務について定めた仕様書に基づき、組織委員会の承認を得なければならない。
（７）本業務を実施するにあたっては、必要な関係法令を遵守するものする。
（８）本業務の遂行上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。ただし、組織委員会の承諾を得た場合は、この
限りではない。
（９）受託事業者は、組織委員会から業務途中の報告を求められた場合は、速やかに報告を行わなければならな
い。
（10）受託事業者は、組織委員会の書面による承諾なくして、成果物を利用し、又は第三者に提供し、もしくは
利用させてはならない。委託期間の終了後又は委託契約が解除された後においても同様とする。
（11）受託事業者は、組織委員会又は第三者に損害を与えた時は、組織委員会に責がある場合を除き、賠償
責任を負う。
（12）本業務を遂行する上で、疑義が生じた場合は、速やかに組織委員会と協議する。
12．問い合わせ先
大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 23 階
公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
組織委員会 交流推進部（嶋口、染谷）
電話番号 06-6446-2021
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別紙《審査基準》
１．審査の流れ
（１）要件審査
書類の不備、提案条件等未達成の場合は失格とする。
（２）審査
要件審査を通過した応募書類をもとに、「２．審査項目及び配点」に基づき、審査員が提案内容について審
査を行う。
【採点基準（企画提案内容）】

１０点満点

１５点満点

２０点満点

十分満足できる

１０点

１５点

２０点

満足できる

８点

１２点

１７点

普通

６点

９点

１３点

劣る

４点

６点

９点

かなり劣る

２点

３点

５点

不足である

０点

０点

０点

２．審査項目及び配点
審査基準は次のとおりとする。
（１） 企画提案内容【50 点満点】
① 業務の具体的な提案内容〔40 点満点〕
ア 各業務の流れや構成等について、業務の趣旨及び目的を理解し、参加者の利便性を確保したものとなっ
ているか。（20 点満点）
イ 仕様書の各業務について、十分な知識・知見のもと、具体的な取組方針が示され、当該方針に妥当性・
実現可能性を有するものとなっているか。（10 点満点）
ウ 本大会の特性を踏まえた工夫がみられるか。提案の内容は、事業成果を高めるために有効なものか。
（10 点満点）
② スケジュール〔10 点満点〕
業務実施にかかるスケジュールについて、行程に無理がなく、作業手順は適切であるか。
（２）業務遂行能力【30 点満点】
① 実施体制〔20 点満点〕
業務実施にあたり、業務が遂行可能な人員体制が確保されているか。組織委員会、実行委員会、各競
技団体及び宿泊関連の関係団体等と十分な意思疎通が図られる体制か。
② 業務実績〔10 点満点〕
国又は地方公共団体等が主催する類似大会又は類似の業務の委託実績は十分か。
共同企業体で参加する場合、共同企業体を１団体とみなして、評価するものとする。
ア 過去５年間の間に、一大会又は一つの類似の業務において、交通及び宿泊業務の両業務を受託した実
績がある。（8 点）また、受託実績が複数回ある場合は、2 点加点する。（10 点）
イ 過去５年間の間に、複数回の受託実績があり、かつ、それぞれの受託業務において、交通業務、宿泊業
務を受託した実績がある。（6 点）
ウ 過去５年間の間に、交通業務又は宿泊業務のいずれかの業務で複数回受託実績がある。（4 点）
エ 過去 5 年間の間に、交通業務又は宿泊業務のいずれかの業務で受託実績がある。（2 点）
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（３） 金額設定【20 点満点】
① 見積額の妥当性〔10 点満点〕
適切な経費を算定しているか。
② 価格点〔10 点満点〕
10 点×提案価格のうち最低価格/自社の提案価格 ※小数点第 1 位を四捨五入する。
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