
令和４年度わかやま農産物安心プラス強化事業プロモーション業務委託実施要領 

 

１ 概要 

（１）業務名  「令和４年度わかやま農産物安心プラス強化事業プロモーション業務」 

（２）業務内容  別添仕様書のとおり 

（３）契約予定期間 契約締結日から令和５年３月３１日 

（４）委託限度額 金 2,554,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（５）契約 委託契約 

なお、本委託契約は和歌山県財務規則等の関係法令の規定に基づき行い、

令和４年２月和歌山県議会定例会において、令和４年度和歌山県当初予算

案が議決されなかった場合は、中止、延期、又は変更する場合がある。 

 

２ プロポーザル実施・契約方法 

 プロポーザル方式により委託事業受託者の選定を行うこととする。プロポーザルの実施について

は以下のとおり。 

（１）プロポーザル参加の資格要件 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない者。 

  イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第２項の規定により競争入札への

参加を排除されていない者。 

  ウ 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者。 

  エ 銀行取引停止処分を受けていない者。 

  オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

  カ 税金に未納がない者。  

  キ 和歌山県暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号）第２条第３号の暴力団員等若

しくは同条第１号の暴力団若しくは同条第２号の暴力団員と密接な関係を有する者（第 10 条

において「暴力団関係者等」という。）に該当しない者、又は禁錮以上の刑に処せられ、その

刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当しな

い者。 

  ク 過去５年間に、国、地方公共団体等と、産品や制度をＰＲする業務の契約を締結し、これら

をすべて誠実に履行した実績を有する者。 

（２）業務仕様および企画提案仕様  別添仕様書のとおり 

（３）スケジュール 

項目 日 程 

質問受付期限 令和４年２月２８日（月） 

応募申請書の受付期限 令和４年３月 ７日（月） 

提案書等の提出期限 令和４年３月１６日（水） 

プロポーザル選定委員会 令和４年３月下旬（予定） 



 

 

（４）質問 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式１）の提出により行うこと。 

なお、企画提案の内容及び評価基準に関するもの、ほかの応募者からの提案書提出状況に関す

るもの、公平性の確保及び公正な選考を妨げる恐れのある質問は受け付けない。 

  ア 受付期限 令和４年２月２８日（月） １７時まで 

  イ 送付先  「７ 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて 

  ウ 提出方法 E-メールによる。E-メールの件名は「令和４年度わかやま農産物安心プラス強化

事業プロモーション業務にかかる質問」とする。 

  エ 回答   質問に対する回答は、質問者に対し E-メールにより回答し、その内容について

は、和歌山県農業環境・鳥獣害対策室ホームページで公開する。 

（５）応募申請書の提出 

   本プロポーザルに応募する場合は、以下の書類を提出すること。 

  ア 提出書類 

① 「応募申請書」（様式２） 

② 「参加資格に反しない旨の宣誓書」（様式３） 

③ 「会社概要及び類似事業受注実績」（様式４） 

④ 定款（又は寄付行為）の写し （法人格を有しない団体は団体規約の写し等これに類する書

類） 

⑤ 法人の登記事項証明書 （提出日において、発行日から３か月以内のもの） 

⑥ 法人にあっては、直前一期分の財産目録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書及び利

益処分計算書又はこれに準ずる書類、法人以外の団体等の場合は個人事業主の青色申告書

又は白色申告書等税務署に提出している書類の写し 

⑦ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明（発行後３か

月以内のもの） 

⑧ 都道府県税について未納がない旨の証明書（発行後３か月以内のもの） 

※和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格を有する団体は④～⑧の書類を省略

することができる。（同決定通知書の写しを添付のこと。） 

  イ 提出部数 各１部 

  ウ 受付期限 令和４年３月 ７日（月） 午後５時まで 

  エ 提出先  「７ 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて 

  オ 提出方法 直接持参又は郵送にて提出すること 

         ・ＦＡＸ、E-メールでの提出は受理しない。 

         ・直接持参の場合の受付時間は、平日の９時から１７時４５分までとする。 

         ・郵送の場合は、書留必着とする。 

  カ その他  応募申請後、辞退する場合はプロポーザル応募辞退届（様式５）を上記提出先あ

てに提出すること。 

選定結果の通知 選定委員会の翌日以降速やかに行う。 



（６）企画提案書の提出 

   上記（５）の応募申請書を提出した者は、次に掲げる書類を作成し提出すること。 

  ア 提出書類 

① 企画提案書（様式自由）  

    別紙仕様書の内容を盛り込んだ提案書を作成する。用紙は日本産業企画Ａ４とする。 

② 見積書（様式自由）  

    委託業務仕様書に基づいた事業の実施に直接必要となる経費とすること。 

なお、見積書には積算内容を詳細かつ具体的に記載すること。 

併せて、宛名は「和歌山県知事」とすること。 

イ 提出部数 ６部（正本１部、副本５部） 

  ウ 受付期限 令和４年３月１６日（水） 午後５時まで 

エ 提出先  「７ 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて 

  オ 提出方法 直接持参又は郵送にて提出すること 

         ・ＦＡＸ、E-メールでの提出は受理しない。 

         ・直接持参の場合の受付時間は、平日の９時から１７時４５分までとする。 

         ・郵送の場合は、書留必着とする。 

カ 留意点 

・企画提案書の内容については、契約候補者を選定するためのものであり、提案書どおりに実

施するものではなく、県との協議により、実施内容を決定する。 

・審査会において、企画提案書等を使用してプレゼンテーションを実施すること。 

・企画提案書等の書類作成等に要する経費はプロポーザル参加者の負担とする。また、企画提

案書等提出された書類は返却しないものとする。 

 

３ 参加に際しての注意事項 

（１）失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効となる。 

ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 

イ 同一提案者が２件以上の提案をした場合。 

ウ 企画提案書類に虚偽の記載をした場合。 

エ 直接、間接を問わず、故意に選定委員に接触を求めた場合。 

オ 他の提案者と企画提案の内容又は提案の意志について相談を行った場合。 

カ 事業者選定が終了するまでの間に、他の提案者に対し提案の内容を意図的に開示した場合。 

キ 本実施要領に違反すると認められる場合。 

ク 本実施要領に示した委託料上限額を超えた見積額を提示した場合。 

（２）著作権・特許権等 

   提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結

果生じる事象に係る責任はすべて提出者が負うものとする。 



（３）その他 

   提案者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したものとする。 

 

４ 委託候補者の選定方法及び公表 

（１）選定方法 

事業者の選定は、県が別に定める「和歌山県農林水産部所管公募型プロポーザル方式等事業者

選定委員会」（以下「選定委員会」という。）の審査により行う。 

なお、選定委員会は、提案書類及びプレゼンテーションの内容により審査・評価を行い、競争

性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業実施能力等の最も優れた提案を

したものを委託候補者として選定する。 

（２）選定委員会 

ア 実施日：令和４年３月下旬（予定） 

イ 実施時間：別途通知する。 

  ウ プレゼンテーションの所要時間 

    各参加者３０分以内（プレゼンテーション２０分・質疑１０分程度） 

    なお、応募多数の場合は、プレゼンテーションの時間を短縮して調整することがある。 

  エ 注意事項 

・プレゼンテーションは原則対面で行うものとするが、新型コロナウイルスの感染拡大状況に

よっては Web 会議システム Microsoft teams を利用して行う場合がある。その場合、参加

ＩＤ、パスワードは別途通知する。 

・Web 会議システムによるプレゼンテーションの場合は、画面共有機能を利用することが可能。 

・プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできない。 

（３）審査項目及び評価内容 

①企画内容：本事業の趣旨を十分理解した提案内容となっているか、ＰＲ効果が期待できる

か、本取組や和歌山県産農産物に対する理解度 

②実施体制等：見積金額の妥当性、事業計画の実現性、事業の経験や実績、責任者や担当者

の配置等 

（４）委託候補者の決定 

上記の審査項目について、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容により審査を

行い、選定委員が評価・採点し、総評価点が最高点の者を委託候補者とする。 

最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を委託候補者とする。 

応募者が１名のみの場合、審査結果において基準点を満たすときは、当該応募者を委託候補者

とする。基準点に満たないときは、事業を実施する場合には再度公募する。 

（５）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、選定委員会終了後、委託候補者が決定してから、速やかに提案者に文書にて通知

するとともに、以下の項目を和歌山県農業環境・鳥獣害対策室ホームページ内にて委託候補者の

名称を公表する。 

① 委託候補者の名称 



 

５ 委託契約について 

  選定委員会で選定された委託候補者と条件等を協議の上、委託業務仕様書案の内容を確定し契

約を締結する。協議が整わなかった場合、もしくは委託候補者が契約を辞退した場合には､評価得

点が次点の者と協議するものとする。 

 

６ 業務の適正な実施に関する事項 

（１) 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一

部を委託することができる。 

（２）個人情報保護 

委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、漏えい、

滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（３）守秘義務 

委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用す

ることはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（４）財産権の取扱 

事業の実施により生じた著作権、特許権等の知的財産権の全部（著作権法第２７条及び台２８

条規定の権利を含む）は、原則として和歌山県に帰属することとなる。 

著作者人格権についてはこれを行使しないものとする。 

 

７ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

  ・和歌山県農林水産部農業生産局 果樹園芸課 農業環境・鳥獣害対策室 

生産環境班 （担当者：大谷、河里） 

・〒６４０―８５８５和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 県庁東別館４階 

・電話：０７３－４４１―２９０５ 

・E-メール：otani_y0005@pref.wakayama.lg.jp 

 


