
おか実委第 50 号  

 

おかやまマラソン 2019大会開催準備業務公募要領 

（技術提案実施公告） 

 

 おかやまマラソン 2019 大会開催準備業務について、公募型プロポーザル方式により次

のとおり技術提案を募集する。 

 

 平成 30年 7月 6日  

おかやまマラソン実行委員会 

会 長  越 宗 孝 昌 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）業 務 名  おかやまマラソン 2019大会開催準備業務 

（２）業務内容  別添仕様書のとおり 

（３）契約期間  契約締結日から平成 31年 3月 31日まで 

 

２ 技術提案に参加できる者の資格 

（１）参加資格 

技術提案に参加できる者は、次の要件を全て満たしていること。 

  ア 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）に登載されている者であること。 

イ 入札参加資格者名簿における業務種目の大分類が「５企画・製作」、小分類が「６

イベント企画・運営」であり、格付区分がＡ又はＢであること。 

ウ 入札参加資格者名簿に登載された所在地が岡山県内であること又は入札参加資

格者名簿に岡山県内の支店若しくは営業所が登録されていること。 

エ 過去５年以内（平成 25年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までとする。）に開催

された定員が 5,000人以上のマラソン大会について、自ら開催し、又はその実施業

務を受託した実績があること。 

オ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当す

る者でないこと。 

カ 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成 19 年岡山県告示第

332号）に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

キ 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でない

こと。 



ク 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領（昭和 63年 2月 1日施行）に基づく

指名除外を受けている者でないこと。 

ケ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（２）共同企業体による応募について 

共同企業体（２者又は３者で構成するものに限る。）による応募も可能とし、共同企

業体による応募の場合は、次の要件を全て満たしていること。 

ア 共同企業体の代表構成員が、（１）アからウ及びオからケを全て満たしているこ

と。 

イ 共同企業体の構成員（代表構成員を除く。）が、（１）オからケを全て満たしてい

ること。 

ウ 共同企業体の構成員の少なくとも１者が、（１）エを満たしていること。 

エ 共同企業体の各構成員について、当該共同企業体への出資比率が、２者の場合に

あっては 30％以上、３者の場合にあっては 20％以上であること。 

オ 代表構成員の出資比率が、構成員中最大であること。 

（３）その他 

ア  応募者が２以上の応募者又は共同企業体の構成員となることは認めない。 

イ  応募者が複数の技術提案を行うことは認めない。 

 

３ 業務契約の事務を担当する所属の名称及び契約条項を示す場所 

おかやまマラソン実行委員会事務局 

〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目 5番 7号 丸の内会館 4階 

電 話（０８６）２２６－７９０７  ＦＡＸ（０８６）２２２－９６３５ 

 

４ 技術提案参加手続等 

（１）仕様書等の配付 

ア 配布期間  平成 30年 7月 6日(金）から平成 30年 7月 24日(火)まで（閉庁日

を除く。）の午前 9時から午後 5時まで 

  イ 配布場所   上記３の場所に同じ 

なお、おかやまマラソンホームページからダウンロードできる。 

          http://www.okayamamarathon.jp/ 

 

（２）提出書類（用紙サイズはＡ４を基本とすること。） 



ア 参加申込書（様式第 1-1号又は第 1-2号若しくは第 1-3号） 

イ 法人等の概要報告書（様式第 2号） 

ウ マラソン大会開催等実績申告書（様式第 3号） 

応募者が、過去５年以内（平成 25 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までとす

る。）に、開催又は運営に関与した定員が 5,000人以上のマラソン大会の概要及び当

該大会における応募者の業務内容等を記載すること。 

エ 実施計画、実施詳細計画及び諸運営マニュアルの策定に係る取組方針(案)及びス

ケジュール(案) 

実施計画、実施詳細計画及び諸運営マニュアルの策定に係る取組方針(案)及び大

会開催までの業務スケジュール(案)を作成すること。 

取組方針(案)及びスケジュール(案)には、別紙「おかやまマラソン 2019の概要」

の７に掲げる要検討事項への対応(案)も盛り込むこと。 

オ 協賛募集に係る取組方針(案)等及びスポンサー管理業務手法(案) 

協賛募集に係る取組方針(案)及びスケジュール(案)並びにスポンサーへ付与する

権利項目の調整及び管理手法(案)を作成すること。 

なお、現段階における収支計画上の協賛金等の目標額は 1億 8000万円とし、目標

達成及びその額の上乗せに向けて、実施主体及び受託者においてどのような取組が

可能か、具体的に記載すること。また、新たな企画の検討に資するため、平成 30年

11 月末を目途として新規スポンサー等より 1500 万円以上の協賛金獲得増を目標と

すること。 

  カ おかやまマラソンが将来にわたって持続的に発展していくための計画策定に係る

取組方針(案) 

おかやまマラソンが将来にわたって持続的に発展していくための新たな計画策定

に係る取組方針(案)を作成すること。 

取組方針(案)では、地域活性化や情報発信力の強化、地元業者の受注機会確保な

どを通じた効率的な業務執行の観点を踏まえること。 

キ ランナー及びボランティア募集準備業務の取組方針(案)等 

ランナー及びボランティアの募集に係る取組方針(案)及びスケジュール(案)をそ

れぞれ作成すること。 

ク 本業務を行うための人員体制（様式第 4号） 

具体的な従事者の配置計画や当該従事者のこれまでの業務実績、協議・調整のた

め来庁が可能な日数等を記載すること。 

ケ 法令等の遵守状況（様式第 5号） 

コ 見積書（様式第 6-1号又は第 6-2号若しくは第 6-3号） 

  見積書には、見積金額の積算内訳を添付すること。 

サ 法人の登記事項証明書（発行日から 3ヵ月以内の現在事項全部証明書） 

シ 共同企業体協定書の写し（共同企業体による応募の場合のみ） 



※エ～キの書類は、任意様式とし、カラー印刷も可とする。 

（３）提出部数 

正本１部、写し 10部（法人の登記事項証明書及び共同企業体協定書の写しは１部） 

（４）受付期間 

平成 30年 7月 13日（金）から平成 30年 7月 24日（火）まで（閉庁日を除く。）

の午前 9時から午後 5時まで 

（５）提出場所 

上記３の場所に同じ 

（６）提出方法 

持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。上記４（４）

の期間に必着） 

（７）その他 

共同企業体協定書又はこれに基づく覚書等において、当該共同企業体の構成員ごと

の出資比率を明示すること。覚書等でこれらを明示する場合は、当該覚書等について

も、共同企業体協定書の一部として写しを提出すること。 
 

５ 仕様等に対する質問の受付 

（１）受付期間 

平成 30年 7月 6日(金）から平成 30年 7月 20日(金)まで（閉庁日を除く。）の午

前 9時から午後 5時まで 

（２）方 法 

「仕様等に対する質問・回答書」（様式第 7号）によりＦＡＸすること。（送付した旨

を連絡し、受け取りの確認をすること。） 

（３）宛 先 

おかやまマラソン実行委員会事務局 

ＦＡＸ（０８６）２２２－９６３５ 

（４）その他 

技術提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。 
 

６ 技術提案の審査 

（１）参加資格の確認 

応募書類の提出後、おかやまマラソン実行委員会事務局において、参加資格の適否

について確認を行う。資格がないと認められる応募者に対しては、その旨及び（２）

の審査を行わないことを通知する。 

（２）審査方法 



おかやまマラソン実行委員会幹事会において、別添審査基準に基づき、提出書類及

び応募者のプレゼンテーションにより審査を行い、契約の相手方を選定する。なお、

プレゼンテーションに出席できない応募者は失格とする。 

（３）審査結果の通知方法 

審査結果については、審査後、速やかに書面により通知するとともに、おかやまマ

ラソンホームページにおいて公表する。 

 

７ 契約の締結 

（１）契約時期 

平成 30年 8月上旬（予定) 

（２）契約に当たっての主な留意事項 

ア 契約保証金 

契約保証金として、契約金額の 100 分の 10 以上を徴する。ただし、岡山県財務

規則第 155条各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。 

イ 暴力団の排除に係る誓約書 

契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書

を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒

んだものとみなす。 

ウ 契約締結に係る費用 

契約締結に係る費用は、全て受託者の負担とする。 

 

８ その他 

（１）提出された応募書類は、返却しない。 

（２）提出された応募書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、おかやまマラソン実

行委員会は、受託者の公表など必要な場合には、応募書類の一部又は全部を応募者の

許可なく無償で使用できるものとする。 

（３）応募及び審査に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

（４）応募書類の提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（５）提出された書類に虚偽又は不正があった場合、その他応募者及びその関係者におい

て不法又は不正な行為があった場合は、応募を無効とする。 

 


