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ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務にかかる 

委託事業者募集要領 

 

1. 摘要 

この要領は、「ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務」を委託する事業者を選

定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものです。 

 

2. 一般事項 

(1) 委託業務名 

ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務委託 

(2) 事業目的 

奈良県大和高原地域（奈良市東部、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、東吉野村）の 

豊かな自然、起伏に富んだ地勢、良好な景観など、地域の観光資源を活用したサイクルイ

ベントを開催し、過疎化の進む同地域において、自転車を活用した滞在型観光と広域的な

周遊観光の促進による地域活性化を目指す。 

(3)委託内容 

① 会議開催及び準備物品等に関すること。 

② 会場設営に関すること。 

③ ツアーの運営に関すること。 

④ 事務局の運営支援に関すること。 

⑤ その他、ツアー・オブ・奈良・まほろば実行委員会（以下「実行委員会」という。）が

指示する業務に関すること。 

(4)委託期間 

契約締結の日から令和5年12月28日まで 

(5)委託料上限額 

3,331千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(6)企画提案書提出について 

公募型により実施します。 

参加者の企画力や具体的な事業実施に関する実行力等を「提案」を通して評価し、委託

託業者を選定するものです。事業の実施にあたっては、必ずしも委託業者の提案どおりに

実施するものではありません。 

(7)提案方法 

単独提案によるものとします。 

(8)担当部署 

ツアー・オブ・奈良・まほろば実行委員会事務局 

 

3. 募集する提案書の内容 

別紙仕様書を参照してください。 

 

4. 提案者の資格 
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本件委託業務の受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 

(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) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第１項又は第２項の規定による会社更生

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）第30条第１項

又は第２項の規定によ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日以後に民事再生法第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をなされなかった者とみなす。 

(6) 銀行の取引停止、又は差し押さえを受けていない者であること。 

(7) 役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の

刑に処され、その執行を終わり、又は執行受けることがなくなった日から２年を経過

しない者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団

体）でないこと。 

(8) 参加意向申出書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る指名停止等措

置要領による指名停止又は指名保留（以下「指名停止等」という。）の措置を受けて

いない者であること。  

(9) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年12月奈良県告示第

425号）による奈良県競争入札参加有資格者で、主たる営業種目を「Ｑ５（広告・イ

ベント業務）」で登録している者で、県内に事務所を置く者であること。（ただし、企

画提案書提出時点において登録が認められていれば可とする。） 

(10) 次のいずれにも該当しない者であること。 

(ア) 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。）である。 

(イ) 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。 

(ウ) 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

を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している。 

(エ) 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
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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、又は関与している。 

(オ) 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。 

(カ) 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。）にあたって、その相手方が上記（ア）から（オ）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。 

(キ) 本契約に係る下請け契約等にあたって、（ア）から（オ）のいずれかに該当する

ものをその相手方としていた場合（（カ）に該当する場合を除く。）において、実行

委員会が実行委員会との契約の相手方に対して請負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。 

 

なお、契約締結後、契約の相手方が（10）（ア）から（キ）のいずれかに該当すると認 

められるとき、または、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、遅滞なくその旨を実行委員会に報告せず、又は警察に届け出な 

かったと認められるときは契約を解除することがあります。この場合、契約の相手方に 

損害賠償義務が生じます。 

 

5.公契約条例に関する遵守事項 

本業務を受注しようとする者は、以下の遵守事項を理解した上で受注すること。 

(1) 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、

本業務を適正に履行すること。 

(2) 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

(ア) 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同

法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者につい

ては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法

第11条）に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。 

(イ) 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継

続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(ウ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用

される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(エ) 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定によ

る届出を行うこと。 

(オ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を

行うこと。 

（3） 本事業の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の 

者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事 

項を周知し、遵守するよう指導すること。 

 

6．参加方法 

参加を希望される場合は、参加意向申出書及び提案書をそれぞれの指定期限までに提出

してください。提出方法は、持参又は郵送によることとし、郵送による場合は、簡易書留

等の確実な方法により、提出期限必着とします。 

なお、提出された参加申込書等の内容、参加資格条件等について審査し、参加資格を満
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たさないと認められる場合等は非選定の通知を行います。 

(1)  参加意向申出書（様式１～３）の提出  

① 提出期間 

令和5年6月12日（月）まで。ただし、土・日・祝日を除く午前 

９時から正午まで、及び午後１時から午後５時までとします。 

② 提出場所 

2.一般事項 (8)担当部署 に同じ 

③ 提出書類 

・参加意向申出書（様式１） 

・参加資格調書（様式２） 

・誓約書（様式３） 

ただし、参加意向申出書の提出後に参加意向申出書の記載事項に変更が生じた場

合には、参加意向申出書を提出した者は、参加手続き期間内に参加意向申出書記載

事項変更届出書（様式１－２）を添えて、改めて参加意向申出書を提出しなければ

なりません。 

④ 参加意向申出書及び参加資格調書等にかかる選定結果の通知 

実行委員会は、③により選定した結果を提案資格確認結果通知書（様式５）によ

り、参加意向申出者に通知します。 

③により選定した結果、選定されなかった提案者は、その理由の説明を求めるこ

とができるものとします。説明を望む提案者は、非特定通知書の通知日から起算し

て５日（閉庁日を除く。）以内に、実行委員会へ書面により提出しなければなりませ

ん。実行委員会は、この書面の提出があった場合は、非選定・非特定理由説明書（様

式８）により提案者に回答するものとします。 

(2) 提案書の提出 

６．（1）.④により提案資格者と選定された旨の通知を受けた者は、提出期間内に必

要書類を提出してください。 

① 提出期間 

令和5年6月19日（月）まで。ただし、土・日・祝日を除く午前９時から正午まで、

及び午後１時から午後５時までとします。 

② 提出場所 

2.一般事項 (8)担当部署 に同じ 

③ 提出書類 

1) 提案書（様式４、４－１、４－２ ただし、添付資料は様式自由とし、社名およ

び社名を連想させるロゴ等は記載しないこと） ５部 

業務の提案事項 

１．事業のイベント

性を高める工夫につ

いて 

・ 出場者にとって記念になるような企画提案 

・ 大会を盛り上げるための企画提案 

２．事業を円滑に実

施する工夫について 

・ 適切な会場配置計画の提案 

・ 適切な大会運営の提案 
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2) 実施体制（様式自由） ５部 

（うち、４部は社名および社名を連想させるロゴ等を記載しないこと） 

責任者及び担当者を明記し、各人の過去の業務実績、業務上の資格を記載して

ください。 

3) 受注実績（様式自由） ５部 

（うち、４部は社名および社名を連想させるロゴ等を記載しないこと） 

本業務と類似した業務実績内容を記載し提出してください。 

4) 見積書（様式自由） ５部  

（うち、４部は社名および社名を連想させるロゴ等を記載しないこと） 

費用は委託者選定の評価項目とするとともに、契約の参考とします。 

5) 会社概要 ５部 

会社名、所在地、代表者、設立年月日、資本金、年間売上高、従業員数、主な

業務内容等の記載された会社概要書を提出してください。 

 

7．企画提案書の取り扱い 

(1) 企画提案書等の著作権は提案者に帰属し、実行委員会は(2)のただし書きの場合、企

画提案書等を無償で使用する権利を持つものとします。 

(2) 企画提案書等は、本業務委託業者の特定以外に提案者に無断で使用しないものとしま

す。ただし、委託業者として特定を行うために必要な範囲において、又は、公開等の際

に複製を作成することがあります。 

 

8．資料の配布について 

(1) 配布資料 

① ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務委託にかかる委託事業者募集要領（本

書） 

② ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務委託仕様書 

③ 各種様式 

(2) 配布期間 

令和5年5月25日（木）から6月12日（月）まで。ただし、担当部署における交付・閲

覧は、土・日・祝日を除く午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時までと

します。 

(3) 配布場所 

2.一般事項 (8)担当部署 に同じ 

 

9．質問及び回答 

(1) 受付期間 

令和5年6月1日（木）まで。ただし、土・日・祝日を除く午前９時から正午まで、及び

午後１時から午後５時までとします。 

(2) 質問方法 

質問書（様式９）に質問内容を記入し、事前連絡の上、ＦＡＸ又は電子メールにて送 

付してください。（審査の内容に関係しない簡易な質問内容を除き、電話又は口頭による 

質問は受け付けません。） 
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(3) 提出場所 

2.一般事項 (8)担当部署 に同じ 

(4) 質問内容に対する回答 

上記の受付期間内に受理した質問内容を全てまとめ、参加申込書の提出があった全事 

業者宛に、令和5年6月5日（月）午後５時までに（予定）ＦＡＸ又は電子メールで回答 

します。 

 

10．企画提案書の特定方法及び結果の発表について 

(1) 企画提案書の特定方法 

実行委員会が設置した審査会が評価を行います。 

(2) 企画提案書を特定するための審査基準 

(1)の審査会は、別紙１の「ツアー・オブ・奈良・まほろば2023運営等業務委託にかか 

る事業者選定基準」に基づき評価を行い、最も評価の高い一事業者を最優秀提案者とし 

て特定します。 

(3) ヒアリングの実施 

(1)の審査会は、企画提案書を評価するにあたり、提案者から企画提案内容にかかるヒ 

アリングを行います。提案者は、下記により提案内容のプレゼンテーションを行ってく 

ださい。 

① 実施日程 

令和５年６月２１日（水）午後予定（後日、提案者に対し詳細を連絡します。） 

②実施場所 

 未定 

③留意事項 

・ヒアリング時間は質疑応答を含めて30分程度を予定しています。 

（提案者からの説明15分、質疑応答15分） 

・ヒアリングの参加者は３名以内とします。 

(4) 審査結果について 

審査結果は、全提案者に通知します。 

9.(2)により特定された提案者に対して、実行委員会は特定通知書（様式６）により通 

知するとともに、特定されなかった提案者に対して、非特定通知書（様式７）により通 

知します。 

(5) 非特定理由の説明申請 

9.(2)の審査の結果、特定されなかった提案者は、その理由の説明を求めることができ 

るものとします。説明を望む提案者は、非特定通知書の通知日から起算して５日（閉庁 

日を除く。）以内に、実行委員会へ書面により提出しなければなりません。 

実行委員会は、この書面の提出があった場合は、非選定・非特定理由説明書（様式８） 

により提案者に回答するものとします。 

 

11．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、奈良県契約規則（昭和39年５月奈

良県規則第14号）に基づき業務委託契約を締結します。 

契約額は、提案書を参考に、最優秀提案者との協議により業務実施仕様書を確定した後
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に決定するものとし、契約に際しては、正式の見積書を提出していただくことになります。 

なお、この協議が不調に終わった場合には、原則、審査において次点となった参加者を

受託者として、同様の手続きを行うこととします。 

 

12．契約の不締結 

最優秀提案者の特定後、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

当すると認められるときは、契約を締結しないものとします。 

(1) 最優秀提案者の役員等（法人にあっては非常勤の者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の代表者をいう。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) 最優秀提案者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る 

目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認め 

られるとき。 

(4) 最優秀提案者の役員等が、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) 上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、最優秀提案者の役員等が、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) この契約に係る下請契約又は資材及び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) この契約に係る下請契約等に当たって、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、実行委員会 

が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 

 

13．契約の解除 

契約締結後、契約者について12の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由があると認

められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受け

たにも関わらず、遅滞なくその旨を実行委員会に報告せず、若しくは警察に届け出なかっ

たと認められるときは、契約を解除することがあります。この場合は、契約者は損害賠償

金を納付しなければなりません。 

なお、12の(1)、(3)、(4)及び(5)中「最優秀提案者」とあるのは、「契約者」と読み替え

るものとします。 

また、提案書等の提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、契約者に重大に瑕疵が

ある場合、業務遂行の意思が認められない場合又は業務遂行能力がないと認められる場合

は、契約を解除し、委託先を変更することを妨げないものとします。 
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14．留意事項 

(1) 募集要領の承諾 

参加申込者は、参加意向申出書の提出をもって、本募集要領の記載内容を承諾した

ものとみなします。 

(2)  一括再委託の禁止について 

特定された委託業者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせるこ

とは出来ません。 

(3)  提出書類の返却 

提出されたすべての書類は返却しません。 

なお、これらの書類については、本業務以外の目的では使用しません。 

(4)  提案書の追加、修正等 

提出された提案書の差替、追加、及び削除は、理由の如何に関わらず一切認めませ

ん。 

(5)  提案書にかかる費用負担 

提案書の作成、提出、ヒアリング等に要する費用は、各参加者の負担とします。 

(6)  提案者の失格 

参加意向申出書の提出後、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します。

また、該当する者が受託業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

行います。 

①上記4.提案者の資格に定めた資格が備わっていないとき。 

②複数の提案書を提出したとき。 

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、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その他不正な行為があったとき。 

(7)  入札参加停止措置の取扱い 

提出書類の提出後、契約締結までの手続期間中に参加者が入札参加停止措置の事由

に至った場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとします。また、

該当する者が受託業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いま

す。 

(8)  提案の辞退 

提出書類を提出した後に参加を辞退する場合は、速やかに「2.一般事項 (8)担当部

署」まで連絡するとともに、書面にて辞退の届出をしてください。 

(9)  知的所有権の帰属 

この委託業務の履行の過程で得られた資料、図表等の著作権その他の一切の知的所

有権は実行委員会に属するものとします。 

(10) 募集及び契約の中止について 

この事業の募集及び契約については、実行委員会の都合により中止することがあり

ます。この場合、実行委員会は損害賠償義務を負わないものとします。 

(11) 進捗状況の報告及び協議 
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委託業務の履行の際には、１ヶ月ごとに業務の進捗状況を実行委員会へ報告し、業務

上で実行委員会の判断が必要な場合は随時協議の上進めるものとします。 

(12) その他 

その他の定めのない事項については、地方自治法（昭和22年法律第67号）その他関係

法令並びに奈良県が制定する関係条例その他規則等に従うものとします。 
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ツアー・オブ・奈良・まほろば 2023 

運営等業務委託にかかる事業者選定基準 

 

審査対象内容 審査項目 配点 

事業のイベント性を高

める工夫について 

・出場者にとって記念になるような企画が提案されて

いる。 
２０ 

・大会を盛り上げるための企画が提案されている。 ２０ 

事業を円滑に運営する

工夫について 

・適切な会場配置が提案されている。 １０ 

・適切な大会運営が提案されている。 １０ 

業務スケジュール ・各業務の関連性を踏まえた提案 １０ 

業務実施体制 
・業務管理、進捗管理体制 

・業務を遂行する十分なスタッフ体制の整備 
１０ 

業務実績及び信頼性 
・業務遂行能力 

・信頼性 
１０ 

見積書 
・仕様書を参考に業務を受託した場合の見込み経費と 

その積算根拠 
１０ 

合計 １００ 

 

別紙１ 


