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農福連携推進事業委託募集要項 

 

１ 趣旨 

農福連携推進事業について、事業者に業務委託するにあたり、その事業者を公募型プロポーザ

ルにより選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 事業目的 

農業分野での障害のある人の就労を支援し、障害のある人の職域拡大や工賃向上及び農業の支

え手の拡大を図るため、障害者就労施設等を対象に農業の専門家派遣や販路拡大に向けた「農福

連携マルシェ」を開催し、農福連携事業を推進する。 

 

３ 事業内容 

  農福連携推進事業委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和２年３月２０日まで 

 

５ 委託料 

委託金額の上限は１，４５３千円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

※会場使用料２００千円（消費税及び地方消費税除く。）含む。 

 

６ 公募に参加する者に必要な資格 

本事業の受託者募集に参加できる者は、事業の目的を十分に理解し、事業を円滑に遂行でき、

かつ、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（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である

こと。 

（２）企画提案書の提出期限までの期間において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等

措置要領による入札参加停止の措置の期間中でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」と

いう。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」とい

う。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされ

ていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に

基づく更生手続き開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなか

った者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをし

ていない者であること。 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしてい
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ない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を

受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てを

しなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。 

（６）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並

びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

（７）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していないこと。 

（８）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

（９）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（11）公告日から過去５年間における障害者福祉関連のイベント又は農業の専門家派遣等同種の業

務を受託し、かつ、これを誠実に履行した実績があること。 

 

７ 担当部局 

奈良県福祉医療部障害福祉課 障害者雇用促進係 

〒630-8501 奈良市登大路町 30番地 

TEL：0742-27-8514  FAX：0742-22-1814  

 

８ 提案書等の提出 

（１）提出書類 

提案書は様式１（正・副）を使用すること。 

企画提案の内容については、以下の①から⑦までを踏まえて具体的に記載すること。 

① 本事業に係る実施方針 

本事業の目的や仕様を踏まえ、本事業の目的を達成するための実施方針を記載すること。 

② 農福連携マルシェ開催運営業務 

・マルシェの開催時期、開催会場の設定とその選定理由について具体的に記載すること。 

・出店施設の募集・選定方法、出店施設へのアドバイス、事前説明会について具体的に記載

すること。 

・販売会の周知、販売促進に向けた広報の方法について具体的に記載すること。 

・農福連携の普及啓発につながるような集客イベントの企画内容、当日の運営方針について

具体的に記載すること。 

③ 専門家派遣業務 

・派遣する障害者就労施設等の募集や専門家の派遣、障害者就労施設等への支援について、

実施概要（実施する内容、時期、方法等）を具体的に記載すること。 
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・想定される専門家の選定や関係機関との連携について、具体的に記載すること。 

・専門家派遣による事業目標や事業効果の検証方法について具体的に記載すること。 

④ 実施体制（様式３） 

本事業の統括責任者、マルシェ開催及び専門家派遣業務の担当者の氏名と実施体制図を

記載すること。 

⑤ 実施スケジュール（様式４） 

    本事業の実施スケジュールについて、具体的かつ詳細に記載すること。 

    マルシェの開催については、出店施設の募集・決定時期やマルシェ開催会場との打合せ、

説明会の開催時期等を記載すること。 

⑥ 業務実績（様式５） 

    平成２６年度から３０年度までの過去５年間における同種及び類似業務の受注実績を記

載すること。 

⑦ 経費見積書（様式６） 

本事業の経費とその内訳を記載し、「一式」計上はしないこと。          

（２）提出期限  

令和元年８月５日（月）午後５時必着 

（３）提出先 

７の担当部局に同じ 

（４）提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合の受付は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）とし、県の休

日を除く。郵送の場合は簡易書留等受け渡しが確実な方法によるものとし、提出期限必着。 

（５）提出部数 

提案書（様式１）及び添付資料  正１部 副５部 

   ※副５部については、事業所名など参加者を特定できる記載及び用紙の使用を行わないこと。 

（６）その他 

   １事業者につき１提案とし、再提出は認めない。 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１）質問受付期限 

   令和元年７月２２日（月）午後５時必着 

（２）質問方法 

提案に係る質問がある場合は「７ 担当部局」までＦＡＸ又は、奈良県障害福祉課ホームペー

ジの下部にある「障害福祉課へのお問い合わせフォーム」にて質問を提出し、電話にて受信確

認を行うこと（様式任意。法人名、代表者名、メールアドレス及び電話番号を記載すること。）。

なお、審査の内容に関係しない軽易な質問を除き、電話又は口頭による質問は受け付けない。 

（３）質問に対する回答 

各者からの質問は、公正な競争を妨げる質問を除き、すべてまとめて令和元年７月２４日（水）

までに奈良県障害福祉課ホームページに掲載する（質問者の名称は非掲載）。 
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10 プレゼンテーション 

農福連携推進事業委託事業者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、提案書

に係るプレゼンテーションを実施予定。プレゼンテーションは以下を予定しているが、詳細につ

いては提案書提出者に別途通知する。 

実施日：令和元年８月１３日（火） 

場 所：奈良県庁内会議室など（予定） 

時 間：プレゼンテーション１０分、質疑応答１０分 

参加者：２名以内 

 

11 最優秀提案者の選定と通知 

（１）特定について 

提案書は、奈良県が設置する審査委員会において審査を行い、各委員の合計得点の総計が満

点の６割以上の者のうち最も高い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認めら

れた者を最優秀提案者として選定する。ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満

点の５割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業者として選定の対象にしない。 

提案者が１者の場合は、各委員の合計得点が満点の６割以上で、かつ審査委員会の合議によ

り認められた者を最優秀提案者として特定する。ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の

平均が満点の５割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業者として選定の対象にしない。 

（２）審査基準 

審査は、審査委員会において、別記審査基準に基づき、公正に実施する。 

（３）審査結果 

提案書提出者には、令和元年８月１５日（木）を目途に、書面により通知する。 

なお、審査結果に対して、異議を申し立てることはできない。 

 

12 事業委託契約の締結 

審査の結果、特定された最優秀提案者を受託者として、奈良県契約規則に基づき、双方協議の

うえ、速やかに事業委託契約を締結する。 

 

13 契約保証金 

  契約保証金は奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条に定めるところ

による。 

 

14 契約の不締結 

  最優秀提案者特定後、契約締結までの間に、最優秀提案者について次のいずれかに該当する事

由があると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

（１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並

びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為
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の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与しているとき。 

（３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若し

くは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（６）県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下

「下請契約等」という。）に当たり、その相手方が上記（１）から（５）までのいずれかに該当

することを知りながら当該者と契約を締結したとき。 

（７）下請契約等に当たり上記（１）から（５）までのいずれかに該当する者をその相手方として

いた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）において、契約担当者が契約の相手方に対して

当該下請契約等の解除を求め契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

（８）県が発注する物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受

けたにも関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せずまたは警察に届けなかったとき。 

 

15 契約の解除 

契約締結後であっても、次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を解除

することがある。また、契約が解除された場合は、受託者は契約金額の１００分の１０に相当す

る額（契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額）を

損害賠償金として納付しなければならない。 

（１）契約者について１４の（１）から（８）までのいずれかに該当する事由があると認められる

とき。 

（２）本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」という。）

に当たって、その相手方が１４の（１）から（８）までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したとき。 

（３）本契約に係る下請契約等に当たって、１４の（１）から（８）までのいずれかに該当する者

をその相手方としていた場合（（２）に該当する場合を除く。）において、奈良県が奈良県との

契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、それに従わなかったとき。 

（４）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞

なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

（５）正当な理由なく、契約に定める義務を履行しないとき。 

（６）受託者の責めに帰する理由により、委託期間内に業務を完了する見込がないことが明らかに

なったと認めるとき。 

（７）受託者に本業務への参加資格がないことが判明したとき。 

（８）提出書類に虚偽又は不正があったとき。 
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16 その他 

（１）本公募に関して要した費用は、参加者の負担とする。 

（２）特定された提案者の書類は返却しない。しかし、特定されなかった提案者の企画提案書は返却す

るものとする。 

（３）参加申込書の提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいずれかに該当することが判明した場合

は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また、該当する者が受託者として特定

されている場合は、次の順位の者と手続きを行う。ただし、その場合も 11 の選定基準に該当する者

であることとする。 

  ① ６の参加資格に定めた資格が備わっていないとき。 

  ② 複数の提案書等の提出があったとき。 

  ③ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、県が定める期日

までにその補正に応じないとき。 

  ④ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

  ⑤ 提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。 

  ⑥ 提案書類における審査項目にかかる箇所に記載がないとき。 

  ⑦ 本プロポーザルにかかるプレゼンテーションに参加しないとき。 

  ⑧ 本募集要項の「５ 委託料」に記載する上限額を超える金額の見積書が提出されたとき。 

  ⑨ その他不正な行為があったとき。 

（４）提出された提案書等は、複製、活用を行う場合がある。 

（５）選定結果として提案書等を提出した者の名称、審査結果概要及び提案書等の情報開示を行う場合が

ある。 

（６）委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、奈良県障害福祉課の指示に従うこと。 

（７）事業実施による成果物の一切の著作権については委託者である奈良県に帰属するものとする。 

（８）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに奈

良県個人情報保護条例、奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係条例、規則等に従

うものとする。 
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（別記） 

農福連携推進事業委託審査基準 

審査項目 評価基準 配点

実施方針
（共通）

本事業の目的や仕様を理解して、本事業の目的を達成する上で有効な実施
方針となっているか。

10

開催時期、会場規模が適切であり、多くの出店施設、来場者が見込める会
場設定となっているか。

5

出店施設の募集・選定方法、出店施設へのアドバイスについて、具体的に
記載されており、内容が適切であるか。

5

マルシェの広報の方法について、具体的に記載されており、内容が適切
で、効果的であるか。

10

集客イベント等の企画、当日の運営について、具体的に記載されており、
内容が適切であるか。

10

実施内容、実施方法について、具体的に記載されており、内容が適切であ
るか。

5

想定されている専門家、関係機関との連携が適切であるか。 5

専門家派遣による効果検証の方法について、具体的に記載されており、内
容が適切であるか。

10

実施体制
（共通）

提案内容を的確に実施できる体制となっているか。 10

実施スケジュール
（共通）

具体的かつ実現可能な内容となっているか。 10

業務実績
（共通）

本事業の適切な遂行が期待できる業務実績を有しているか。 10

経費見積
（共通）

評価点数は、次の式により求める。
　評価点数＝10点×（最も安価な見積額÷当該提案者が提示する見積額）
（小数点以下切り捨て）

10

合　　　　　計 100

マルシェ開催運営

専門家派遣

※審査会審査方法

・採点方法は、上記項目ごとに合計１００点満点で評価を実施する。

・提案が複数ある場合は、各委員の合計得点の総計が満点（１００点×評価する委員数）の６割以上の者のうち最も高い得点

を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最優秀提案者として選定する。ただし、評価項目のうち全

審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業者として選定の対象にしない。

・提案が１者の場合は、各委員の合計得点が満点の６割以上で、かつ審査委員会の合議により認められた者を、最優秀提案者

として選定する。ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業者

として選定の対象にしない。

5点満点 10点満点

極めて優れている 5点 極めて優れている 10点

優れている 4点 優れている 8点

普通 3点 普通 6点

やや不十分 2点 やや不十分 4点

不十分 1点 不十分 2点
 


