
第 13 回（令和２年度）夏まつり筑北 開催委託業務 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 事業の概要 

（１）事業名 

  第 13 回 夏まつり筑北 開催委託業務 

 

（２）事業の目的 

  地域住民の融和と親睦を深めること。 

  地域の活性化に資すること。 

  関係者全員が楽しめるまつりにすること。特に子どもや若者が喜ぶ企画

を考えること。 

  筑北村の交流人口の創出、知名度の向上につながること。 

 

（３）主催者 

  筑北村夏まつり実行委員会 

 

（４）イベント日程および委託期間 

  イベント日程：令和２年７月 18 日（土） 

※台風等災害発生危険性がある場合もしくは中止せざるをえない特別な

事情がある場合は、主催者と相談のうえ中止を決定する。中止の場合は、

主催者と協議の上順延が可能である場合は検討のうえ順延日を決定し、両

者協議の上順延が困難であると判断された場合は順延しない。 

 

  委 託 期 間：契約締結日～令和２年９月 30 日（水） ※実績報告期限 

 

（５）参加人数 

  来場者 1000 人超見込（人口約 4500 人） 

 

２ 見積限度額 

  イベントに係る限度額 3,500 千円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

  ※ステージの設置及び会場の設営・運営・撤去費用、出演料、イベント



企画費用、その他経費を含む。 

  ※中止の場合は、準備に要した費用を精査し、精算すること。 

   中止の場合を想定してイベント保険は必ず加入すること。保険金で補

填される部分については、主催者は支払い義務を負わない。 

  ※実施した場合も、実績報告に基づき適正な料金を請求すること。契約

限度額の範囲内で出費が収まる場合は、差額について精算のうえ契約

額を変更すること。（ただし、限度額を超える出費があった場合でも、

増額変更は認めない。） 

  ※企業から協賛金を募ることを可とする。協賛金を充てた場合、当該夏

まつり事業の利益となる活動に充てることとし、要した経費から収入

分を引いた額を、主催者へ請求することとする。最終的な決算額が見

積限度額以内で収まる場合は、相談のうえ、当初計画していた見積内

容以外の企画を行なうことも可能とする。協賛金を依頼する見込みが

ある場合は、イベント企画書に概要を記載すること。 

なお、協賛金に限らず、当該事業に対する諸収入があった場合も同様

の扱いとする。 

    

 

３ 契約の相手方の選定方法 

    提出された企画提案書や見積書等を精査し、その後実施するプレゼ

ンテーションにより、運営力、企画力、実現性及び妥当性を総合的に

勘案して行ない、得点の高い者から順に随意契約の相手方となる候補

者と次点者を選定する。 

 

  ※ただし、委託業務の実施に際して、そのまま実施することを約束する

ものではない。選定後、主催者と業務の履行に必要な協議・調整を行

ない、交渉が整ったときには、契約の手続きに進む。令和２年５月１  

日までに交渉が整わない場合は、次点者に選定された者と交渉を行な

うこととする。 

  ※応募者が１社であったとしても、主催者の要求に応える提案であり、

かつ、採点者が採用を認め得る提案であれば、候補者として差し支え

ない。ただし、提案内容が、主催者の要求に応えるものでなかった場



合、 一社もしくは複数社から応募があった場合でも、すべて不採用

とすることもある。 

 

４ 企画提案条件 

   下記の条件を踏まえて企画提案すること。 

 （１）「１（２）事業の目的」に掲げた目的を十分に達成し得る提案である

こと。 

 （２）受託者となったうえは、主催者とは随時密に連絡を取り事業実施に

係る調整をすること。提案内容を最大限尊重するが、必要があれば企

画内容を変更することも了承すること。 

 （３）周知及び広報に関すること 

   ①ポスター（Ａ４片面カラー）を 60 部作成し、筑北村内公共施設や商

店等に掲示すること。 

   ②チラシ（Ａ３両面カラー）を 1800 部印刷し、筑北村内文書配布にて

全戸に配布すること。 

   ③新聞、ラジオ等可能であれば、様々な広告媒体を活用し、周知に努

めること。 

（４）会場の設営に関すること 

   ①会場は筑北村内の以下３箇所のうちから１箇所選定し提案すること。 

    ⅰ 筑北村役場本庁舎とその周辺（筑北村西条 4195 番地） 

    ⅱ 旧坂北小学校とその周辺（筑北村坂北 2267 番地） 

    ⅲ 旧坂井小学校（現筑北小学校）とその周辺（筑北村坂井 5685） 

   ※事前に現地の確認が必要な場合は、実施日の５日前までに８（３）

に記載してある問い合わせ先まで連絡すること。 

   ②テント・テーブル・椅子・資機材等の貸出・運搬・設置・運営・撤

去全般の実施と、人員を提供すること。 

   【屋根付きステージ（３×５間）１張、ＰＡ用テント（１．５×２間）

１張、出店者テント（２×３間）20 張、テント用ウエイト 80 個、テ

ーブル 450 幅 136 台、テーブル 600 幅 24 台、パイプいす 150 脚、丸

椅子 220 脚、ガーデンチェアセット（パラソル無）25 セット、ステー

ジ・会場音響１式、ステージ照明１式、トランシーバー必要数、子ど

も用遊具１式、入口エアアーチ１式、会場電気工事１式（会場照明が



必要な場合はそれを含む。）】 

   ※内容次第によって、増減する可能性あり。また、代替提案も可とす

る。 

   ③司会者や音響スタッフを手配すること。 

   ④強風対策等、会場内安全確保に努める。 

   ⑤ごみの処理、収集に関して工夫すること。 

   ⑥トイレの見回りを行なうこと。 

   ⑦熱中症対策に留意すること。 

   ⑧会場となる土地・建物の管理者と密に打ち合わせをし、その維持・

保全に努めること。打ち合わせの際は、主催者が同行する。 

（５）イベント・催し物・出店に関すること 

  ①花火は例年と同規模（開始号砲込、３号玉以下 500 発）程度で実施

すること。 

  ②飲食物等出店は必ず実施し、会場内出店者は、村内在住者から募集

すること。なお、出店者募集、出店者会議、保健所申請等は主催者側

で行なう。受託者は会議に同席すること。 

  ③ステージにおける催し物は、タレントを１組以上呼ぶこと。 

  ④ステージにおける催し物について、村民への募集をすること。 

  ⑤出店・ステージに限らず、夏まつりにおいてやりたいこと・できる

ことを、出店者等募集のタイミングに合わせて、筑北村内へ募集する

ことを検討しているので、了承すること。 

  ⑥ステージにおける催し物について、村内保育園児、小中学生の参加

の場を設けることを検討すること。例年、保育園児は絵の展示、小中

学生には合唱や金管バンド等のミニコンサートを行なっていただいて

いる。交渉は主催者が協力して行なう。 

  ⑦会場内受付にて、くじ引き・景品の用意を実施すること。 

  ⑧そのほか住民が盛り上がる企画を提案すること。 

（６）駐車場・案内看板・警備に関すること 

   ①会場周辺の施設の駐車場を利用して、夏まつり来場者用駐車場及び

来賓・出店者用等駐車場を一定数確保すること。土地の持ち主・管理

者には許可を得ること。また、なるべく公共交通機関を利用してもら

える方法を考案すること。総合して、より多くの住民に足を運んでも



らえる方法について検討すること。 

   ②駐車場周辺に警備員を配置し、事故防止に努めること。 

   ③会場周辺道路に夏まつり会場案内看板の設置、駐車場に注意事項等

を記載した看板の設置を行なうこと。 

 （７）協賛金に関しては、提案書を作成し、筑北村内外の団体に提案する

ことを可とする。集めた協賛金は、花火やくじ引き景品等夏まつりに

資する経費に広く充てることができ、その取扱いは、「２見積限度額」

に記載したとおりとする。 

    また、協賛いただいた団体の名前は、司会進行内で読み上げる、会

場内目立つ箇所に表示する等、広く来場者が知覚できるようにする。 

 （８）その他 

   ①受託者は、スタッフもしくは来場者の事故・傷病等を想定し、保険

をかけることとする。また、天災等の襲来に備え、必要な保険に加入

することとする。 

   ②受託発注物等の設置から撤去までの間における天災による破損及び

盗難については、受託者の責務とする。 

   ③事業完了後は、精算、書類準備等が整い次第、速やかに実績報告書

を提出すること。まつりの準備、実施時、片付け等を写真等記録に残

し、実績報告の際に併せて提出すること。委託契約金の支払いは実績

報告書の内容を審査したうえで金額の確定を行ない、その後一括して

支払う。 

   ④１社あたり１件の提案を限度とし、提案者が多数の場合は、書類選

考を行ないプレゼンテーションへの参加者を絞る場合がある。 

   ⑤虚偽の内容を記載した場合や公序良俗に反する提案をした場合、お

よび本募集要領から逸脱した提案をした場合は、提案を無効とする。 

   ⑥業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及

び期間満了後においても同様とする。個人情報については、本業務の

遂行に際し、筑北村個人情報保護条例を遵守すること。 

   ⑦受託者は、本業務における成果物の著作権を筑北村に譲渡するもの

とする。 

   ⑧本業務中に次の人身事故、物損事故等が発生した場合、その損害の

補償等については受注者が責任を負うこととする。 



    ⅰ第三者、来場者、職員その他関係者及び受注者における人身事故 

    ⅱ車両等によるすべての人身事故及び物損事故 

    ⅲ敷地内の構造物及び付随する設備に対する事故 

    ⅳその他受注者の管理責任及び過失に基づく事故 

   ⑨次の要件に該当する者は、提案審査対象から除外する。 

    ⅰ直近１年間に国税及び地方税を滞納している者 

    ⅱ宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

    ⅲ暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者 

    ⅳ地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に該当

するような者 

    ⅴその他主催者側が本業務を任せるにあたって不適当と判断した者 

 

５ 審査基準 

 

 審査項目 評価の観点 配点 

１ 運 営 力 

① 安全、安定的で確実に夏まつりを実施・運営できるだ

けの詳細な計画ができているか。 

② 必要十分な体制・人員計画が組まれているか。 

③ 緊急時の危機管理体制等が万全であるか 

15 

２ 企 画 力 

① 企画内容が事業の目的に沿ったものとなっているか。 

② 会場の選定及び会場内レイアウト等が、来場者や出

店・出演等まつり参加者のことを考え、魅力的なもの

となっているか。 

③ 来場者が安全かつ足を運びやすいように、駐車場の確

保や公共交通機関の利用について配慮されているか。 

④ 誘客計画及び広報宣伝(媒体、質、量、効率性等)が効

果的であるか。 

⑤ 村内の団体や住民が主役となって活躍できるような

企画内容になっているか。 

⑥ 住民も村外から来る者も、皆がワクワクし楽しめるよ

うな、斬新で魅力的な提案がなされているか。 

30 

３ そ の 他 
① 見積限度額内で、確実かつ効果的・効率的に事業を実

施するに足る予算配分ができているか。 
5 

 合   計 50 



 

６ 提出書類 

  以下の事項についてＡ４版サイズで資料を提出すること 

  （正１部、副７部）。ただし、Ａ４に入りきらない資料については、Ａ３

とする。 

（１）参加申込書（別紙様式１） 

（２）誓約書（別紙様式２） 

（３）過去３年間のイベント運営実績（委託額、事業内容等） 

（４）イベント企画書 

（５）会場及びステージ設営・運営・警備に関する書類（配置図、設備一覧） 

（６）概算見積書（収入の委託費や協賛金、事業に要する支出経費全般を詳

細な費目に分け作成すること。） 

（７）その他独自に必要と判断する書類 

※（３）～（７）の書類については自由様式とする。 

 

７ 質疑と回答 

     質疑は令和２年４月 10 日（金）17 時までに、任意様式にてＦＡＸ、電

子メールで受け付ける。送信後は電話により確認すること。 

     また、公平性を欠かない範囲で、会場候補となる筑北村内の案内や、最

低限事前に確認すべき事項への対応は行なうので、希望する場合は電話

等により連絡すること。 

 

８ 企画案提出期限 

（１）提出方法 

   持参または郵送 

（２）提出期限 

   令和２年４月 17 日（金）17 時必着 

（３）提出先 

   〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条 4195 番地 

   筑北村役場 企画財政課 

   （お問い合わせ先） 

   ＴＥＬ：0263-66-2212 



   ＦＡＸ：0263-66-3370 

   ＭＡＩＬ：kizai@vill.chikuhoku.lg.jp 

 

９ 企画提案のプレゼンテーションについて 

（１）日時：令和２年４月下旬（詳細は応募者に別途通知する。） 

   （説明時間 20 分、質疑応答 10 分） 

     ※スクリーン、プロジェクタ等の貸与を希望する場合は、あらかじめ

連絡すること 

（２）場所：筑北村役場（詳細は上記日時と同様に別途通知する。） 

 

10 審査結果について 

     ９．プレゼンテーションの実施後、審査結果を速やかに総括し、候補者を

決定次第連絡する。 

     なお、審査内容・審査経過について、公表及び問い合わせ対応はしない。 

     また、提出された提案書等の書類は返却しない。 

 

11 その他 

（１）提出期限後の追加及び修正、差し替えは認めない。 

（２）参加申し込み提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届 

    （様式任意）を提出すること。辞退することによって、次年度以降の契

約及びほか業務において不利益な取り扱いをすることはしない。 

（３）企画提案に要するすべての費用は、参加者の負担とする。 
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