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一人一花運動プロモーション企画運営業務委託に係る提案競技 公募要領 

 

１ 事業名称    

一人一花運動プロモーション企画運営業務委託 

 

２ 目的 

福岡市では，花によりまちに彩りや潤いを与え，人のつながりや心の豊かさを生み出す「一人 

一花運動 (※)」を，2018 年１月に開始し，市民や企業や団体，行政など様々な主体により，福岡都心部

や区役所・駅・公園などの身近な拠点，民有地等で，花や緑によるまちづくりが広がっています。 

今後は，各主体が，それぞれの立場で，自主的かつ継続的に取組みを進めることができる持続可能

な仕組みとして，一人一花運動の情報を知り，使いやすい支援メニューや参加しやすいきっかけの場な

どにより，花や緑をツールとした様々な形のまちづくりの定着を目指しています。 

このため，今回の提案競技は，一人一花運動の狙いや取組みについての効果的な発信と，花づくり

活動の裾野を広げつつ促進する制度や支援メニュー，花への関心を高める機会や場づくりなどを企画・

運営する 事業者を，広く募集し選定するものです。 

 

（※）一人一花運動 

市民・企業・行政の共働により，花づくりを通したおもてなし景観づくりや，地域コミュニ

ティの活性化などを進めることで，人の心や生活を豊かにし，人と人，人とまちの絆を深め，

まちの魅力や価値を高める「花による共創のまちづくり」を目指す取組み。 

  

３ 業務実施期間  

契約締結の日から令和 2 年 3 月 31 日(火)まで  

※契約は単年で行いますが，情報発信については継続実施する予定としています。 

このため，今年度の事業実績が企画に沿ったものであると認められる場合は，審査のうえ 長  

３年間を期限として再契約を行います。なお，事業の実施及び予算については，当該年度におけ

る当初予算の議決を条件とするため，契約に至らない場合があります。 

４ 履行場所 

福岡市 住宅都市局 花とみどりのまち推進部 一人一花推進課 

５ 総事業費 

20,000 千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※当該予算の範囲内での事業費以外に，協賛金等を財源とした事業を加算した提案も可能です。 

その場合は，協賛金等の見込み，実現可能性等について記載してください。 

（協賛金等を加算する場合も，市からの委託料支払額は上記の上限額を超えないものとします。） 

 

６ 委託内容 

   提案内容に基づく情報発信及び企画の運営等 
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７ 提案内容 

参考資料1-1，1-2，1-3，1-4により，一人一花運動に関する既存の制度や関連イベントなどの取組

み，今後の展開の方向性を十分に踏まえたうえで，一人一花運動の輪をさらに広げ，「花による共創のま

ちづくり」の定着につながるための持続可能な仕組みとなる情報発信や新たな企画などについて，以下

の7-（1）～（6）のとおり提案してください。 

また，参考資料 2 に記載の，市の事業や民間事業者による事業，イベント等とのコラボレーションや 

活用も積極的に提案してください（参考資料 2 に記載の事業はあくまで事業例であり，その他の事業の

活用等も可能です）。 

（１）提案の全体像 

提案内容のコンセプトや目的，狙い及び，7-（2），（3）で提案する情報発信や新たな企画などの

各プロジェクト（以下，「提案プロジェクト」という。）の構成や既存制度等との関係性などを示す全体

像を提案してください。 

また，提案プロジェクトの一覧表を，参考資料 1-4 を参考に，別紙 1 で提案してください。 

（２）情報発信についての提案 

一人一花運動の輪をさらに広げ，定着させるための効果的・戦略的な情報発信について提案  

してください。 

●WEB サイト等による発信 

発信内容（コンテンツ，デザイン等），発信媒体，方策，頻度等について提案してください。 

【発信対象】 

参考資料 1-3，1-4 及び 7-（3）の提案プロジェクトの各制度，仕組みの目的・狙いやその   

花づくりの取組み状況（ロールモデル）及び各種イベントの告知・実施状況等 

※SNS の発信については，福博花しるべ期間中の一人一花 SNS の投稿を参考にしてください。 

【発信媒体】 

・既存の一人一花ホームページや SNS，情報誌等を積極的に活用してください。 

（一人一花ホームページや SNS については，アカウントの使用が可能です。） 

・新たな WEB サイトなどの作成や，民間の発行誌の活用等の提案も可能です。 

【発信頻度】 

・発信（WEB 投稿など）は，週１回以上かつ１年間で 100 回以上のペースで実施してください。 

・発信（WEB 投稿など）を，５日以上空けないようにしてください。 

上記の発信と同様以上の効果のある提案とすることも可能です。その場合は，7-（2） 「●WEB

サイト等による発信」に関わらずご提案ください 

（３）提案プロジェクト 

・「花による共創のまちづくり」の定着につながる持続可能な仕組みづくりとして，上記 7-（2）の情 

報発信をより効果的に行うための「新たなメニュー（花づくりの活動などを無理なく続けていける 

ための支援メニュー等）」及び，「花への関心を高める機会・場（イベントなど）」等と，その企画・ 

運営方策などを提案してください。 

・「一人一花」及び「一企業一花壇」の観点から，今後，一人一花運動の輪の新たな広がり 

を生む層をターゲットにした市民向け，企業向けの提案プロジェクトについて，それぞれ必ず１ 

つ以上を提案してください。 

・既存制度や関連イベントなどを活用・連携した提案も可能とします。また，委託費用での実施だ 

けでなく，市や民間主催の既存の事業やイベント，園芸店をはじめ民間企業の取組み等とのコ 
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ラボレーションを積極的に活用してください。 

・共働・連携する企業団体等がある場合，また，新たなターゲットとして市民や企業・団体等を誘因 

する場合は，その相手方や手法について明確に記載してください。 

※企画の実施について，提案者と市との役割分担等があれば記載してください。 

※上記 7-（2）情報発信の補足・代替となるような提案プロジェクトも可能です。 

（４）収支計画 

事業費の総額及び，その内訳として，提案プロジェクトの企画費，運営費等を具体的に記載してく 

ださい。また，2 年目以降の情報発信についてのランニングコスト等を提案してください。 

（５）スケジュール 

準備期間や実施時期など，履行期間の全体スケジュールを具体的に提案してください。 

（６）実施体制 

当事業の実施にあたっての総括役や各提案プロジェクトのリーダー等を具体的に提案してくださ

い。（過去の類似事業の実績があれば実績を証明する資料等を添付してください。） 

また，情報発信や提案プロジェクトの企画・運営において連携する事業・事業者等を具体的に 

提案してください。 

            

８ 参加資格 

次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する者でなければこの提案競技に参加する 

ことができません。 

（１）法人格を有する団体であること。 

（２）日本国内に本店，または支店・営業所等を有していること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（４）この提案公募の開始の日から 優秀提案者決定の日までの間に，本市から福岡市競争入札参加 

停止等措置要領（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受け 

ている期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

（ｈttp://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html） 

（５）この提案公募の開始の日から 優秀提案者決定の日までの間に，措置要領別表第１，第２及び 

第３の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。 

（６）市町村税を滞納していない者であること。 

（７）消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（８）会社更生法に基づく更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がなされ，  

競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。），民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが 

なされている者（再生手続開始の決定がなされ，競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。），

破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立

てがなされている者，手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく  

不健全であると認められる者でないこと。 

（９）福岡市暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する  

ものでないこと。 

※なお， 優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に，措置要領別表第１，第２

及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した書類又は電子ファイル
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に虚偽の記載をし，若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は，契約

の相手方としないことがある。 

※複数の事業者で構成する共同企業体（以下「ＪＶ」という。）として参加する場合は，構成員の   

すべてが，その他の提案者及びＪＶの構成員となることはできない。 

※ＪＶとして参加する場合は，すべての構成員が参加資格を有する必要がある。 

 

９ スケジュール  

（１）募集開始        令和元年 5 月 31 日（金） 

（２）説 明 会        令和元年 6 月 10 日（月） 14 時～ 

               （申込締切：6 月 7 日（金） 15 時） 

（３）質問締切        令和元年 6 月 11 日（火） 17 時 

（４）申込締切        令和元年 6 月 17 日（月） 17 時 

（５）参加辞退        令和元年 6 月 24 日（月） 17 時  

（６）提案締切        令和元年 7 月 11 日（木） 17 時 

（７）プレゼンテーション  令和元年 7 月 17 日（水）（予定） 

（８） 優秀事業者決定  令和元年 7 月 18 日（木）（予定）  

（９）契約締結          令和元年 7 月中旬頃（予定） 

 

10 説明会  

下記のとおり提案競技の説明会を行いますので，参加希望者は必ず出席してください。 また， 

説明会の出席の際は，募集要領等の関係書類を持参してください。なお，出席者は 1 団体 2 名 

まででお願いします。 

（１）日時 令和元年 6 月 10 日（月）14 時～（１時間程度を予定）  

（２）場所 福岡市役所 1５階 1504 会議室（福岡市中央区天神１丁目８番１号）  

（３）説明会参加希望者は，「説明会参加申込書（様式１）」を，電子メールにて 6 月 7 日（金）  

15 時までに提出すること。（E メール：hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp） 

 

11 質疑  

提案を行うにあたり疑義が生じた場合は，令和元年 6 月 11 日（火） 17 時までに提案競技質問書  

（様式２）に記載の上，E メールで照会し，質問書を提出した旨を電話で連絡してください。  

質問に対する回答は，受付後３営業日以内に福岡市ホームページで回答します。  

（１）質問提出先 福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部一人一花推進課 担当：中本  

E メール：hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp  電話番号：092-711-4424  

（２）回答の掲載場所 

福岡市ホームページ＞創業・産業・ビジネス＞入札・契約・公募＞各所管課が公募する 

競争入札，提案競技等 

 

12 参加申込 

参加を希望される場合は，「８ 参加資格」を確認の上，下記のとおり提案競技参加申込書を提出して 

ください。 

（１）提出書類  
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以下，①～⑦の原本を１部提出すること。 

①提案競技参加申込書（様式３） 

②登記事項証明書 

注１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証明書でも可）。 

③市町村税を滞納していないことの証明書 

注１）福岡市内に本店又は支店・営業所等を有する者については，福岡市発行の納税証明のうち

「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの証明」がなされているものを提出

すること。 

注２）上記以外の者については，所在地市区町村発行の証明書で，直近２年分の市町村税の滞納

がないことが確認できるものを提出すること。 

④消費税及び地方消費税納税証明書 

注１）本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。 

注２）証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択すること（「その３の２」「その３の３」でも可）。 

⑤誓約書（様式４） 

注１）様式４に，代表者の所在地，商号又は名称，代表者役職名，氏名を記入し，印鑑は実印を使

用すること。 

⑥役員名簿（様式５） 

注１）様式５に，代表者及び役員の氏名，フリガナ，性別，生年月日（元号表記）を記入すること。 

注２）この情報は，福岡市の事務事業から暴力団を排除するために，福岡県警察本部へ照会するこ

とに使用する。 

注３）役員とは，株式会社，有限会社の取締役，合名会社の社員，合資会社の無限責任社員，  

公益法人，協同組合，協業組合の理事をいう。（監査役，監事，事務局長は含まない。） 

⑦直近の決算２年分の財務諸表の写し 

注１）直近決算２年分の貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書の写しを提出すること。 

（注意事項） 

※必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 

※②～④については，提出日前３か月以内に発行された原本を提出すること。 

※提出書類のうち，③，④及び⑦について，新たに設立された法人等であり，納税に関する証明書

等の提出ができない場合は，「申立書（様式不問）」に当該事実の記載及び押印のうえ提出するこ

と。 

※ＪＶとして参加する場合は，代表事業者を決定し，「共同企業体構成表（様式不問だが，参画事業

者名及び押印は必須とする）」を提出すること。なお，代表事業者以外の構成員については，  

①を除くすべての書類を提出すること。 

※「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・交通局特定調達契約

等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されている者であり，当該登載の有効期間内にこの提

案公募の開始の日又は提案競技参加申込期限日が含まれている者にあっては，②～⑦の提出

を免除する。 

（２）提出期限・提出方法  

令和元年 6 月 17 日（月） 17 時までに，郵送（必着）または持参してください。  

 ※提出期限以降の提出は，一切受け付けません。 

（3）郵送・持参先  
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〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 福岡市役所４階  

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部一人一花推進課  担当：中本 

 

13 参加辞退  

参加を辞退する場合は，下記のとおり参加辞退届を提出してください。  

（１）提出書類  

参加辞退届（様式６）  

（２）提出期限・提出方法  

令和元年 6 月 24 日（月） 17 時までに，郵送（必着）または持参してください。  

（３）郵送・持参先  

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 福岡市役所４階  

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部一人一花推進課  担当：中本  

（４）留意事項 

すでに受理した書類は返却いたしません。 

 

14 事業提案書等の提出  

本提案競技に参加する事業者は，以下の書類を提出してください。 

（１）提出書類及び提出部数 

書類は，下記①～③を一つにまとめて 10 部提出してください。 

提案書類は，参加事業者名が分からないようにしてください。 

①事業提案書 

７ 提案内容の（１）～（６）について，  

・書式自由，Ａ３サイズ，横版，横書き，片面印刷，フォントサイズは 11pt 以上とします。 

※ただし，提案プロジェクトの一覧は，別紙 1 にて提案してください。 

・提案枚数は総数２０ページ以内とし，ページ番号を記載してください。 

②見積書 

※①～③とまとめて提出する見積書とは別に事業者名を記載し，代表社員を押印したものを１部

提出してください。 

③過去の類似事業の実績 

当該事業と同種又は類似事業の実績があれば，同種又は類似業務の実績表（様式７）を提出  

してください。 

（２）提出期限・提出方法  

令和元年 7 月 11 日（木） 17 時までに，郵送（必着）または持参してください。  

（３）郵送・持参先  

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 福岡市役所４階  

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部一人一花推進課 担当：中本 

（4）留意事項 

・表紙には，市が事前に E メールでお知らせする社名（A 社，B 社など）を右上に記載してください。 

・提出期限以降の提出は，一切受け付けません。 

・委託業務内容を実施するために必要な経費は，すべて見積書に記載すること。 

・事業提案書にて提案した内容は，契約を締結した際に責任を持って履行できる内容とすること。 
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（5）提出書類の取り扱い 

①提案書類の提出後の内容変更は認めません。ただし，明らかな誤字・脱字の場合は，この限り 

ではありません。 

②提出書類は返却しません。なお，提出書類は，契約に至った場合に使用するほかは，提案審査以 

外の目的で無断使用しないものとします。ただし，福岡市情報公開条例第 7 条に定める非公開情報 

（個人情報や法人等の利益を害するおそれがある情報など）を除き，原則公開の対象となります。 

③提出書類は，提案審査の事務に必要な場合，複製することがあります。 

④選定された提案は，福岡市との協議により，内容の変更を求めることがあります。  

（6）その他 

プレゼンテーションは，提出された事業提案書をもとに行っていただきます。その際，スクリーン，プ 

ロジェクターが必要な場合は，事業提案書の提出時にお申し出ください。 

 

15 選考について 

提出された事業提案書等の内容について，総合的に評価し， 優秀提案者及び次点者を決定する

ため，選考委員会を開催し，プレゼンテーション及び質疑応答を実施します。 

（１）プレゼンテーション 

プレゼンテーションは，当該事業を主に実施する担当者が行うこと（なお，事前に提出した事業提 

案書をもとに行うため，当日の資料の追加・持ち込み等は認められません）。 

・日時：令和元年 7 月 17 日（水） 

・場所：福岡市役所市庁舎内会議室（福岡市中央区天神１丁目８番１号） 

※詳細の日時及び場所については，対象事業者に E メールで後日通知します。 

・説明：時間は 25 分（説明：15 分，質疑応答 10 分）（予定） 

（２）審査 

・審議に付する事項：別紙２「事業提案競技評価表」をもとに，総合的に審議し， 優秀提案者を 

決定します。 

・結果通知：令和元年 7 月 18 日（木）に，すべての提案者に電子メールで通知するとともに， 

優秀提案者名については，福岡市ホームページ上で公表します。 

（３）留意事項 

・プレゼンテーション審査に出席しなかった場合は，本提案競技を辞退したものとみなします。 

・出席者は１社につき３名までの参加とします。 

・提案競技参加申込者が多数の場合は，事業提案書による書類審査（１次審査）を実施し，プレゼン 

テーション審査対象者を決定する場合があります。 

・総合得点の満点の 6 割を 低基準とし， 低基準点に満たない提案については選定の対象としま 

せん。 低基準点を満たす提案者がいない場合は，再公募を行います。 

 

16 その他注意事項 

（１）提案にかかる費用は，すべて事業者が負担するものとします。 

（２）提案競技において使用する言語及び通貨は，商標及び固有名称を除き日本語並びに日本国 

通貨に限るものとし，使用する通貨単位は「円」とします。 

（３）提案内容に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標特権の日本国及び日本国以外の国の 

法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果，生じた一切の責任 
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は事業者が負うものとします。 

（４）審査結果に関する質問は一切受け付けません。 

(５)本資料を，他の目的のために使用することを禁止します。 

 

17 契約 

（１）選考委員会での選考に基づき，福岡市は 優秀提案者を決定し，当該提案を行った参加事業者と 

提案内容をもとに 終的な仕様等を決める協議を行い，業務委託契約手続きを行います。 

（2） 優秀提案者が失格，その他の理由により契約の相手方として決定されなかった場合，次点者と 

契約に向けた協議を行います。 

（3） 優秀提案者が契約の相手方として決定された場合は，次点者はその権利が消滅するものと 

します。 

（4）契約は単年で行いますが，情報発信については継続実施する予定であるため，事業実績が企画 

に沿ったものであると認められる場合は審査(※)のうえ 長 3 年間を期限とします（事業費は今回の 

1/4 程度を想定）。なお，事業の実施及び予算については，当該年度の予算編成により決定します。 

    ※令和２年２月頃に，実施報告書（案）及び発信情報等をまとめた動画（スライドショー形式等）を提

出していただき，その成果物をもとに審査します。 

 

18 失格要件  

条件を満たさない提案を行った場合，提出書類に虚偽があった場合，選考委員等に対する不正な行

為が認められた場合，または事業推進に必要な手続きを行わない場合は，失格とすることがあります。  
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19 添付資料  

（様式 1）説明会参加申込書 

（様式 2）提案競技質問書 

（様式 3）提案競技参加申込書 

（様式 4）誓約書 

（様式 5）役員名簿 

（様式 6）参加辞退届  

（様式 7）同種又は類似業務の実績表 

 

20 参考資料 

（参考資料 1-1）一人一花運動について（出前講座資料） 

（参考資料 1-2）一人一花運動の今後の方向性について 

（参考資料 1-3）これまでの一人一花運動の取組み（年表） 

（参考資料 1-4）これまでの一人一花運動の取組み（取組み一覧） 

（参考資料 2）共創のまちづくりとしてコラボレーションが可能な市の事業例 

（参考資料 3）これまでの取組み内容（記者配布資料 一覧） 

（参考資料 4）一人一花啓発グッズ 

 

21 関連リンク 

・一人一花運動 ホームページ  

http://hitori-hitohana.city.fukuoka.lg.jp/ 

・一人一花運動 Facebook  
https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E4%BA%BA%E4%B8%80%E8%8A%B1%E9%81%8B%E5%8B 

%95-2031568130461776 

・一人一花運動 Instagram     

https://www.instagram.com/hitori_hitohana/?hl=ja 

・一人一花運動 Twitter 

https://twitter.com/hitori_hitohana?lang=ja 

・公益財団法人 緑のまちづくり協会 ホームページ 

https://www.midorimachi.jp/ 

 

問い合わせ先・提出先 

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部一人一花推進課 担当：中本 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 福岡市役所４階 

ＴＥＬ：092-711-4424 ＦＡＸ：092-733-5590 

E-mail：hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 


