HOSPEX Japan 2020／香川県ブース装飾等業務に係る企画提案方式
（プロポーザル方式）による公募について（公告）
次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和２年９月 14 日
公益財団法人かがわ産業支援財団
理事長 大津 佳裕
１

公募に付する事項

(１) 委託業務名
HOSPEX Japan 2020／香川県ブース装飾等業務
(２) 委託期間
契約締結日～令和２年11月30日
(３) 契約限度額
1,200,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
(４) 委託業務の概要
別紙「HOSPEX Japan 2020／香川県ブース装飾等業務仕様書（以下「仕様書」という。）
のとおり
２

応募資格
次に掲げる要件を全て満たす者とします。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とす

る法人・団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人・団体は本業務の対象者と
しないものとする。
(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者
(２) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成11年香川県告示第787号）に基づ
く指名停止措置を現に受けていない者
(３) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成
11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、次に掲げる
者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者
② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。
）を受けた者
(４) 香川県税に滞納のない者（香川県会計規則（昭和39年香川県規則第19号）第180条第２項
の規定に基づく物品の買い入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、
香川県税の納税証明書（未納のない旨の証明）を提出すること。ただし、香川県税の納税
義務がない者（任意団体など）を除く。
）
(５) 本業務の遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要
な組織及び人員を有している者
(６) 直近３年間で、本業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者

３

応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知
(１) 応募期間
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令和２年９月14日（月）～令和２年９月23日（水）（土、日、祝日を除く。
）
（受付時間）8:30～12:00、13:00～17:15
(２) 提出方法
９に示した場所に持参するか、郵便又は信書便によるものとし、電話、電報、ＦＡＸ、
電子メール、宅配便等は不可とします（郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵
便における書留親展に相当する方法に限る。）。なお、郵便又は信書便により提出する
場合は、令和２年９月23日（水）17時15分までに必着すること。
(３) 提出書類
応募意思表明書（様式１）
、応募事業者概要書（様式２）及び添付書類
(４) 結果通知
上記(2)の提出書類を提出した者全員に対し、令和２年９月25日（金）までに応募資
格の確認結果を通知します。
なお、応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
４

質問の受付及び回答
応募意思表明書等を提出した者で、本公募に関して質問がある場合は、 質問書（様式３）

により、次の期間にＦＡＸ又は電子メールで問い合わせてください。
なお、受け付けた質問は、令和２年９月25日（金）までに応募資格要件に適合する者全員
にＦＡＸ又は電子メールで回答します。また、質問者の企画提案そのものに関わる質問に
ついては、質問者にのみ回答します。
（受付期間）令和２年９月14日（月）～令和２年９月23日（水）
５

企画提案について
(１) 企画提案書及び経費見積書の提出
参加資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した企画提案書等を次のとおり
提出してください。なお、提出する企画提案書は、１事業者につき１件とします。
① 提出期間
令和２年９月25日（金）～令和２年10月５日（月）（土、日を除く。）
（受付時間）8:30～12:00、13:00～17:15
② 提出方法
９に示した場所に持参するか、郵便又は信書便によるものとし、電話、電報、ＦＡＸ、
電子メール、宅配便等は不可とします（郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵
便における書留親展に相当する方法に限る。）。なお、郵便又は信書便により提出する
場合は、令和２年10月５日（月）17時15分までに必着すること。
③ 提出書類
企画提案書（様式４）、過去実績及び経費見積書（参考様式）
※企画提案書（様式４）には、ブースの装飾デザイン及びレイアウトが分かる図面（平
面図、立面図、パース図）を添付してください。
④ 提出部数
・企画提案書：正本１部（表紙に事業者名を記載）
副本６部（副本には、商号、商標、応募者名が判別可能な文字・記号等
は一切記載しないこと。
）
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・経費見積書：１部
⑤ 提出書類の体裁
原則Ａ４判（長辺とじ）とします。ただし、添付の図面で縮小が困難なものは、Ａ３
判で作成したものを、Ａ４サイズに２ツ折りにして提出してください。
(２) 企画提案書の説明
公益財団法人かがわ産業支援財団（以下「財団」という。）は、必要に応じて提出の
あった企画提案書について説明を求めることがあります。
(３) 契約候補者の選定等
①

契約候補者の選定は、別途設置する審査委員会において、提出された企画提案書の

内容と見積金額等を「HOSPEX Japan 2020／香川県ブース装飾等業務契約候補者選定に係
る審査基準」
（別添資料）に従い、書面による審査の上、選定します。

② 財団は、契約候補者決定後、審査結果を各応募者に文書で通知します。なお、審査経
過は公表しません。
(４) 契約の締結
① 財団は、契約候補者と企画提案書等の内容をもとに委託内容、条件、経費等につい
て協議・調整を行ったうえで、委託契約を締結します。
② 受託者は、契約の範囲内で本業務の実施について、財団の指示に従うものとします。
③ 委託業務で使用する資料や成果物に含まれる第三者の著作権その他の権利について
の交渉・処理は受託者が行うこととし、その経費は委託料に含まれるものとします。
６

失格事由
提出された企画提案書等が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったと

きは失格となります。
(１) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
(２)

提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど、企画提案書が公募公告で示し

た要件に適合しないとき。
(３) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(４) 提案の見積金額（消費税及び地方諸費税を含む。）が委託料上限額を上回るとき。
７

スケジュール
９月14日（月）公募開始
９月23日（水）公告終了、企画提案参加申請書等の提出締切、質問の受付締切
９月25日（金）参加資格の確認結果通知、質問への回答
10月５日（月）企画提案書等の提出締切
10月上旬以降 審査会開催、審査結果通知、契約締結

８

その他
(１) 企画提案に要した経費（企画提案書作成経費等）は応募者の負担とします。
(２) 提出された企画提案書等は返却しません。
(３) 企画提案書を受理した後の追加及び修正は認めません。

(４)

応募者は、今回の業務委託に関して知り得た事実について、その秘密を守らなけれ

ばなりません。ただし、財団の承認を得たときはこの限りではありません。
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(５)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、当該展示会が中止・延期される場合

又は香川県ブースの出展を中止する場合、当該業務の公募又は委託を中止することが
あります。
９

お問い合わせ・提出先
（公財）かがわ産業支援財団 技術振興部 健康産業プロジェクトチーム担当：石川
〒761-0301 香川県高松市林町2217-16
電話：087-840-0338 FAX：087-864-6303 Ｅ-mail：ksp@kagawa-isf.jp

-4-

（別添資料）
HOSPEX Japan 2020／香川県ブース装飾等業務契約候補者選定に係る審査基準
１ 契約候補者の選定方法
提出された企画提案書、経費見積書等をもとに、別途設置の審査委員会において、各審査委
員が２の審査項目について、採点基準に基づき採点し、すべての審査委員の採点結果を合計し
た得点が最も高い者を契約候補者として選定する。
ただし、各審査委員の合計点数の平均点が 60 点に満たない場合は、選定しない。
なお、合計得点が最も高い者が２者以上の場合は、出席の審査委員全員による協議を行い、
契約候補者を選定するものとする。
２ 審査項目、採点基準
【審査項目】
審査項目

審査内容

配点

・ 統一感のあるデザインとなっているか。
・ 香川県や香川県のものづくり企業の特色を全国にＰＲできる

①ブースデザイン

30 点

ようなデザインになっているか。
・展示スペースにおいては、来場者の目を引き、興味を持っても
らえるようなデザインとなっているか。
・来場者等の導線が考慮され、来場者を呼び込みやすく、効率的

②ブースレイアウト

に展示物を見られるレイアウトとなっているか。
・ 展示スペース、商談コーナー、バックヤード等は適切なサイズ・

30 点

配置となっているか。
・ 実施体制やスケジュールが適切であり、業務を円滑かつ効率的

③施工・管理体制

20 点

に遂行することが可能であるか。
・ かがわ産業支援財団や出展者との連携が十分に取れる体制か。

④過去の実績
⑤経費

・ 本業務と同種・同規模の業務について受託した実績があり、提
案内容の実施に信頼がおけるか。

10 点

・ 提案内容に対して、積算が妥当であるか。

合

10 点

計

100 点

【採点基準】

評
点
数
配
分

価

大変優れている

優れている

普通

やや劣る

劣る

10 点の場合

10 点

８点

６点

４点

２点

20 点の場合

20 点

16 点

12 点

８点

４点

30 点の場合

30 点

24 点

18 点

12 点

6点

