令和３年度

新潟市「からだレポート（仮）
、野菜 de ちょいしおメニュー」
広報業務委託 受託者選定プロポーザル実施要領

新型コロナウイルス感染症の影響により身体活動が減少していることや、市民の健康意
識の向上をより一層図る必要があることから、健康づくりに取り組むきっかけづくりを目
的とした「からだレポート（仮）
、野菜 de ちょいしおメニュー」キャンペーンを実施する。
当該事業の効果的な広報業務遂行能力を有する受託者を選定するため、本要領に沿って公
募型プロポーザルを実施するもの。
１ 業務概要
（１） 業務名称 令和３年度 新潟市「からだレポート（仮）
、野菜 de ちょいしおメニュ
ー」広報業務
（２） 業務内容 別添『令和３年度 新潟市「からだレポート（仮）
、野菜 de ちょいしお
メニュー」広報業務委託仕様書』のとおりとする。ただし、契約前協議
によって、その一部を変更することがある。
（３） 履行場所 新潟市内
（４） 委託期間 委託契約締結日から令和４年３月３１日まで
（５） 委託費用 上限金額 ６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

２ 提案者の参加資格
次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
（１） 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札参加者の資格）に該当しない者で
あること。
（２） 新潟市内に本社、支社、支店又は営業所等があり、新潟市入札参加資格者名簿に登
録されている者であること。
（３） 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置等を受けて
いないこと。
（４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５
４号）に基づく再生又は更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
（５） 仕様書に基づく要件に対応できる者であること。
（６） 暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１条）第２条第１項第
２号に規定する暴力団をいう。
）
、又は暴力団員（同条第３号に規定する暴力団員を
いう。
）が経営、運営に関係している企業等ではないこと。
３ 提案事業者の選定
本企画提案は「公募型プロポーザル方式」とし、提案内容、見積金額等による総合評価
とする。なお、審査は書面審査とし、選定委員会にて行う。
４ スケジュール
（１）プロポーザル実施通知
（２）質問提出期限
（３）質問回答
（４）参加申請書提出期限
（５）提案書提出期限
（６）選定委員会
（７）審査結果通知

令和３年７月 ６日（火）
令和３年７月 ９日（金）午後５時必着
令和３年７月１３日（火）
令和３年７月１６日（金）午後５時必着
令和３年７月２８日（水）正午必着
令和３年８月 ３日（火）
令和３年８月 ４日（水）

５ 参加申請の手続き
本プロポーザルに参加を希望する場合は、「プロポーザル参加申請書」
（様式１）、
「暴力
団等の排除に関する誓約書兼同意書」
（様式２）を提出すること（様式１は代表者印要）
。
（１） 提出期限
令和３年７月１６日（金）午後５時まで（必着）
（２） 提出方法
上記書類を持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、提出期限までに必着
とすること。なお、提出期限までに提出しない者は、本プロポーザルに参加するこ
とができないものとする。
（３） 辞退
参加申請書提出後に参加を辞退する場合は、
「プロポーザル参加辞退届」
（様式３）
を提出すること。提出期限は７月２６日（月）午後５時までとする。
６ プロポーザルに係る質問・回答
本プロポーザルに係る質問については、質問書を提出することができる。ただし、電話
及び直接来庁による受付は行わない。
（１）質問書 ：質問書（様式４）による。質問内容は簡潔に記述すること。
（２）提出期限：令和３年７月９日（金） 午後５時必着
（３）提出方法：E-mail、FAX のいずれか
（４）回答方法：令和３年７月１３日（火）に新潟市ホームページで回答を公開する。
７ 提案書の提出について（見積書を含む）
（１）提案書 ：様式５～１０を使用すること。
（様式１０は代表者印要）
（２）提出部数：正１部、副１部
（３）提出期限：令和３年７月２８日（水） 正午必着
（４）提出方法：持参、書留郵便による郵送のいずれか。
（５）提案書提出に係る留意点
※ 電送による提出は受理しない。
※ 提出する提案は１社１案とし、提出後の追加及び変更は認めない。
８ 提案書の作成要領（見積書を含む）
（１） 各様式の説明に従い、必要事項を記入すること。
（２） 提案様式以外の書類については受理しない。ただし、課題についてサンプル等イメ
ージしやすい資料がある場合、資料がある旨を表面に記載した上で、補足資料とし
て添付することも可能とする。
（３） 見積書（様式１０）には、本業務委託に係る合計金額を記載した上で、内訳書を添
付すること。
（４） 客観的な評価を確保するため，様式７～９には社名及びそれを判断できる記述はし
ないこと。

９ 審査基準
評価項目

内容


配点（100 点）
５０点



広報手段は事業目的を考慮し、効果的で独創性のある提案と
なっているか
すべての提案を勘案し、総合的に優れているか

実施体制



業務の実施体制が充実しているか

２０点

業務実績



過去の類似業務の実績が豊富か

２０点

見積金額



見積金額が妥当であるか

１０点

提案内容

加点項目

健康経営を推進す
る取組

採点基準

確認書類

加点

新潟市健康経営認定企業に認定されている
（認定区分に応じて加点）

認定証の写し

ゴールド３点
シルバー２点
ブロンズ１点

新潟県のにいがた健康経営推進企業に登録
している

登録証の写し

１点

認定証の写し

１点

ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１等
環境配慮の取組

の環境マネジメントシステムの認証を取得
している
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事
業主行動計画について、策定義務のない企
業等（従業員 100 人以下）が策定し、労働

計画届の写し

局に提出している。
次世代育成支援対策推進法に基づく認定
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」 認定証の写し
を受けている
厚生労働省のポジティブ・アクション普及

ホームページ の宣

促進に賛同する企業として、女性活躍推進

言企業詳細画 面の

宣言している。

写し

新潟県のハッピー・パートナー企業に登録
ワーク・ライフ・
バランス等を推進
する取組

している

登録証の写し

過去 3 年間に育児休業を取得した男性従業

申請書及び許 可証

員が 1 名以上いる

の写しなど

役職者（係長相当職以上）に占める女性の
割合が 30％以上である
女性活躍推進法に基づく認定「えるぼし認
定」を受けている

確認できる書類
認定証の写し

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計
画について、策定義務のない企業等（常時
雇用する労働者の数が 300 人以下のもの）

計画届の写し

が策定し、労働局に提出している。
新潟市働きやすい職場づくり推進企業とし
て表彰されている

受賞決定通知 およ
び表彰状の写 しな
ど

いずれかに
該当する場合
１点

１０ 審査結果の通知について
各提案者に対して審査結果を文書にて通知する。なお、審査結果の説明については受け
付けない。
１１ 契約
（１）契約方法
ア 本市は、最優秀提案者と委託契約の締結交渉を行う。
イ 最優秀提案者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、若しくは、失格
事由又は不正と認められる行為が判明した場合は、順次、次の順位以降の者を繰り
上げて、その者と交渉する。
ウ 締結交渉の結果、合意に至った場合は委託業務契約を締結する。
エ 契約手続きは、
「新潟市契約規則」に定めるところによる。
オ 本市は、契約締結後においても、受託者が本提案における失格事由又は不正と認め
られる行為が判明した場合は、契約を解除することができるものとする。
（２）提案内容の実現と経費
提案内容の実現にかかる追加費用や別途費用は、全て受託者の負担で行うこと。
（３）再委託の禁止
受託者は、本委託業務の一部又は全部を第三者に再委託することはできない。ただし、
あらかじめ書面により市の承諾を得たときは、この限りではない。なお、再委託をす
る場合は、できるだけ市内事業者を活用するよう努めること。
（４）契約保証金
「新潟市契約規則」第３４条に定めるところとする。
（５）契約締結後の留意事項
契約時における仕様は、仕様書及び提案書に基づき決定するが、本市と最優秀提案者
との協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。
１２ 提案者の失格
次のいずれかに該当したものは、失格とする。
（１）
「２ 提案者の参加資格」に示す提案者の資格要件を満たさない者
（２）提案書提出期限に遅れた者
（３）参加申請書を提出した日から選定委員会において選定が終了するまでの間に選定委
員又は事務局に不正な接触を行った者
（４）提出書類に虚偽の記載をした者又は提案書の作成要領に違反する表現をした者
１３ その他
（１）提案書等の作成にかかる費用については提案者の負担とする。
（２）提出された提案書、デザイン等について、提案を行った者に無断で使用はしない。
（３）提出されたすべての提案書は返却しない。
（４）提出された提案書は複製を作成する場合がある。
１４ 各種資料提出先
新潟市保健所健康増進課
〒９５０－０９１４ 新潟市中央区紫竹山３丁目３－１１
新潟市総合保健医療センター２階
FAX：０２５－２４６－５６７１
E-mail：kenkozoshin@city.niigata.lg.jp

