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神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会に係るボランティア運営業務
受託事業者 公募要領
１．業務概要
(１)名称
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会に係るボランティア運営業務
(２)目的
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会の開催にあたり必要となるボランティアの募集、研修、運営、そ
の他のボランティア運営に係る業務を委託する。
(３)委託内容
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会に係るボランティア運営業務委託仕様書(別紙１)(以下「仕
様書」という)のとおり。ただし、契約時における仕様書について、候補者として選定された事業者の企画提
案内容に応じて変更することができる。
(４)委託期間
契約締結日から令和６年８月 30 日(金)まで
(５)予算額(契約上限額)
32,000 千円(消費税及び地方消費税含む)
２．スケジュール
(１)公募開始

令和４年９月 16 日(金)14 時

(２)参加申請書等の提出締切

令和４年 10 月 3 日(月)17 時まで

(３)参加資格の決定通知

令和４年 10 月 7 日(金)17 時まで

(４)質問の提出締切

令和４年 10 月 17 日(月)17 時まで

(５)質問に対する回答

令和４年 10 月 21 日(金)

(６)企画提案書の提出期限

令和４年 11 月４日(金)17 時まで

(７)選定委員会の開催

令和４年 11 月９日(水)

(８)選定結果通知及び公表

令和４年 11 月 11 日(金)

(９)契約締結・事業開始

令和４年 11 月 14 日(月)(予定)

３．参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。なお、
共同企業体で参加するものにあっては、全ての構成事業者が次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(１)地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。
(２)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更生手
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続き又は再生手続きを行っている者でないこと。
(３)参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停止要綱に基
づく指名停止を受けていないこと。
(４)神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。
(５)市町村税を滞納していない者であること。
(６)消費税及び地方消費税に係る徴収金を滞納していないこと。
４．参加手続き
(１)参加申込書類等の提出期限
令和４年 10 月 3 日(月)17 時まで
(２)提出方法及び提出先
電子メール(kobe2024pawc_vot@office.city.kobe.lg.jp)宛に提出すること。その際、必ず担当まで電話に
より受信の確認を行うものとする。
(３)提出資料
ア 参加申請書
(１者が参加する場合)
参加申請書(様式１)
(共同企業体が参加する場合)
共同企業体参加申請書(様式２)
※神戸市の入札参加資格の登録が無い場合は、イ～エの資料を提出すること。
なお、共同企業体での参加申請をする場合、構成事業者全てに上記内容を課す。
イ 法人登記簿謄本(または登記事項全部証明書)
基準日時点で発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
ウ 納税証明書(国税および地方税)
様式は納税証明書(その１)ではなく、納税証明書(その 3 の 3 または、その 3 の 2)(=未納の税額がない
ことの証明)を提出すること。納税証明書は完納の証明書が必要。所得証明書は不可とする。
※支払い期日未到来の約束手形等による証明は完納と認めない。
エ 神戸市契約等から暴力団関係者排除にかかる誓約書(様式３)
５．参加資格の確認
(１)参加資格を確認の上、参加資格の有無を担当者宛に電子メールで通知する。
(２)期限までに参加申込書類を提出しなかった者及び参加資格がないと確認された者は、本件に参加するこ
とができない。なお、参加資格があると確認された者であっても、当該確認後、３に掲げる参加資格を満た
さないことが明らかになった場合、参加資格を取り消すことがある。
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６．質問及び回答
(１)質問の受付期間
令和４年 10 月 7 日(金)から 10 月 17 日(月)17 時まで
(２)方法
電子メール(kobe2024pawc_vot@office.city.kobe.lg.jp)にて提出すること。その際、必ず担当まで電話に
より受信の確認を行うものとする。
(３)質問の内容
質問は、原則として当該業務にかかる仕様や条件、応募手続きに関する事項に限るものとし、他の事業
者からの提案書の提出状況や積算に関する内容等には答えない。
(４)質問に対する回答
質問に対する回答は、令和４年 10 月 21 日(金)までにメールにて全ての参加事業者(参加資格あり)に回
答する。
７．参加の辞退
参加申請書等を提出後、参加を辞退する場合は令和 4 年 11 月２日(水)までに電子メールにて参加辞退
届(様式４)を提出し、提出した旨を電話で連絡すること。
８．企画提案
(１)提出期限
令和４年 11 月 4 日(金)17 時まで
(２)提出方法及び提出先
電子メール(kobe2024pawc_vot@office.city.kobe.lg.jp)宛に提出すること。その際、必ず担当まで電話に
より受信の確認を行うものとする。
(３)提出資料
ア 企画提案書(Ａ４版、様式は自由)
・正本と副本に分けてデータ提出する。副本については社名及び社名を類推させるロゴなど応募者が特定
できる内容を一切記載しないこと。
・別紙仕様書に示している業務内容、留意事項、下記評価基準を参考に企画提案書を作成すること。
またその内容については具体的な手法・考え等を提示すること。
・大会後のボランティアレガシーの創出について実現可能性の高い企画提案をすること。
・仕様書に記載がなくとも、本業務を遂行する上で提案者が有益と考える提案があれば提示すること。必
要経費は、提案金額に含めるものとする。
イ 見積書(Ａ４版、様式は自由)
・本業務の受託に際し、作業項目ごとに可能な限り詳細の積算根拠を記入すること。
・合計金額は「消費税込み」で記載すること。
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・提案金額は契約上限額を超えないこと。(超えた場合は、応募を無効とする)
ウ 組織人員体制表(Ａ４版、様式は自由)
・本業務を受託した場合の業務実施体制及び当該業務を担当するもの(責任者及び担当者)の名簿並
びに主な経歴。
エ 会社概要資料
・会社概要、財務内容(直近３カ年の決算、財務諸表)が分かる書類。
・事業内容が分かるパンフレット等があれば添付すること。
オ 業務実績
・概ね過去５年間に実施した今回の委託業務と同種の業務実績が分かる書類。ただし、評価(採点)の
対象とはしない。
９．審査
(１)審査方法
選定委員に対して参加事業者が提出した企画提案書等に基づきプレゼンテーションを行い、それを評価
基準に基づき審査する。
ア 項目毎に選定委員の点数の平均点を算出。それらの合計点を評価点とし、その最上位事業者を契
約候補者として選定する。ただし、最高点のものが複数いる場合は、評価項目「運営」の点数が高い
者を契約候補者とする。
イ 選定委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。
ウ 契約候補者として採択されるためには、最低基準点(100 点満点中 60 点以上)を満たすことが必要で
ある。
エ 提案者が１者の場合でも本件プロポーザルは成立するものとする。ただし、当該提案者から提出された
企画提案書等について、評価基準に基づき評価を行った結果、最低基準点を下回る場合は、契約
候補者として選定しないものとする。
オ 契約候補者は特別な理由がない限り契約交渉の相手方に決定する。ただし、辞退その他の理由で
契約締結に至らなかった場合は次点者を契約交渉の相手方とする。
(２)プレゼンテーション
ア 実施内容
日時:令和４年 11 月 9 日(水)
場所:兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５－１神戸市役所内会議室(予定)
方法:・企画提案書(紙)のみもしくはプロジェクタとの併用で行う。
・プロジェクタは本市で準備するが、投影操作用のパソコンは提案者側で用意すること。
・時間は１提案者につき、20 分とする。(プレゼンテーション 15 分、質疑応答 5 分)
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イ 注意事項
・集合時間等の詳細は、提案したすべての者(共同企業体については代表企業)に令和４年 11 月 7 日
(月)までに電子メールにて連絡する。
・プレゼンテーションにおける説明は、８で提出のあった企画提案書で行う。
・提出済みの企画提案書とプロジェクタで投影する資料について、内容の追加・変更は認めない。もし内
容に差異があった場合は、提出済みの企画提案書の内容で審査・選考を行う。
・本業務を受託した際に、主として従事する者がプレゼンテーションを行うこと。
(３)評価基準について
審査は、下表の審査項目に示す観点から、総合的に公平かつ客観的に行うものとする。
神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会に係るボランティア運営業務 プロポーザル評価表
審査項目

評価項目
１．提案内容への加点

配点

本業務の趣旨を踏まえた適正な業務推進体制、十分な専門知識・技能・経験を有する技術者やスタッフを確保し
ているか。

10

的確な業務スケジュールを作成し、着実な業務進行が可能か。

10

募集

確実にボランティアを集めることができる具体的・効果的なPR・広報を提案できているか。

10

選考

ボランティアの選考にあたって、その選考方法が妥当か。

15

研修

国際パラスポーツ大会の特性を鑑みた研修の提案ができているか。

10

運営

ボランティアにとって満足度の高い運営方法が提案できているか。

15

レガシーの構築

ボランティアレガシーに関する提案について、実現可能性があるか。

10

本業務全般について、上記以外で業務の目的に資する追加提案がある場合は具体的に提案を行うこと。
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業務体制
業務遂行能力
計画性

企画提案能力

追加提案

小計

85

2. 価格への加点
価格点

5点×(予定金額-見積金額)/(予定金額-最低金額)
小計

5
5

３．地元企業への加点

地元優先

地元事業者（本店を神戸市内に有する者）の場合、10点
準地元事業者（支店等のみを神戸市内に有する者）の場合、８点
＊共同企業体の場合は、以下で算出
構成団体の全部が地元事業者に該当する場合、10点
構成団体の全部が地元・準地元事業者いずれかに該当する場合、8点
構成団体の過半数以上が地元・準地元事業者に該当する場合、５点
小計
合計

10

10
100
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(４)失格事由
次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。
ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。
イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと。
ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること。
エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。
オ 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うこと。
(５)選定結果の通知及び公表
選定結果は、決定後速やかに全ての参加者に通知し、神戸市ホームページ及び大会公式ホームページ
に掲載する。
10．契約
(１)契約条項は別紙２「業務委託契約書(案)」のとおりとする。
(２)契約書は２通作成し、双方各１通保有する。契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するもの
とする。
(３)委託契約約款第 10 条で規定する「契約保証金」については、組織委員会は神戸市契約規則第 25 条
に該当する場合に免除することができる。
11．留意事項
(１)企画提案書等の作成・提出に要する費用は提出者の負担とする。
(２)採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報(個人情報、法人の正当な利
益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となる。
(３)全ての提出書類は返却しない。また、提出された書類は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で
使用しない(神戸市情報公開条例に基づく公開を除く)。
(４)提出書類の著作権はそれぞれ提案者に帰属するが、選定を行う作業に必要な範囲内で本市は無断・
無償で複製を作成できるものとする。
(５)提出期限後の差し替え等は認めない。
(６)提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加資格を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指
名停止を行うことがある。
(７)提出された書類で不備・不明な点があれば、提案者の不利になることがある。ただし、職員から内容の確
認を行うことがあるので、この場合は速やかに対応すること。
(８)提案金額が予算額より著しく乖離しているものがある場合には、当該提案者に対して業務実施方針等の
妥当性を確認することがある。
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12．担当及び問い合わせ先
〒650-8570 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５－１
神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会事務局 担当:塩入谷、西村
電話:078-322-5644

E メールアドレス:kobe2024pawc_vot@office.city.kobe.lg.jp

(付属書類)
・別紙１-神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会に係るボランティア運営業務委託仕様書
・別紙２-業務委託契約書(案)
・様式１-参加申込書
・様式２-共同企業体参加申請書
・様式３-神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書
・様式４-参加辞退届
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