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この提案競技実施要項は，食品ロス等削減広報啓発業務委託契約の相手方候補を選

考するための提案について，留意すべき事項を定めたものです。  
提案競技への参加を希望する事業者（以下「提案者」という。）は，以下の事項を十

分踏まえた上で，提案を行ってください。  
 

１ 名称 

「Fukuoka いーとプロジェクト」広報啓発等業務委託  
 

２ 趣旨・目的 

近年全国的な課題になっている「食品ロス」について，日本の食品ロスは年間約 646

万トンであり，そのうちの約半分が家庭から排出されています。５月には「食品ロス

の削減の推進に関する法律」が成立し，国民各層がそれぞれの立場において主体的に

この課題に取り組み，社会全体として対応していくよう，食べ物を無駄にしない意識

の醸成とその定着を図っていくこと，まだ食べることができる食品については，廃棄

することなく，できるだけ食品として活用するようにしていくことが必要となってい

ます。 

家庭からの食品ロスを削減するためには，市民一人ひとりが取り組んでいくことが

重要であるため，福岡市においても平成 29 年度から家庭での食品ロス削減意識の定着

及び家庭で食品ロスを削減するための実践行動を促進することを目的とする「Fukuoka

いーとプロジェクト」を実施しています。この「Fukuoka いーとプロジェクト」をさら

に周知拡大し，定着させ，家庭における食品ロス削減行動に誘導していくため，本年

度も引き続き実施します。 

また，食品ロスを含めた家庭からの生ごみはその重量の約８０％が水分とされてお

り，家庭系ごみの減量のため，水切りなどの実践行動が市民に周知啓発され，定着し

ていくことが必要となります。 

上記目的を達成するため，実施事業者を公募し，提案競技によって選考するもので

す。 

 

３ 履行場所 

  福岡市中央区天神１丁目８番１号 

福岡市環境局循環型社会推進部家庭ごみ減量推進課  外  
 

４ 履行期間  

契約締結の日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

 
５ 総事業費 

６，３３６千円（上限額，消費税相当額含む。） 

   ※提案価格が総事業費の上限金額を超える場合は失格となります。 

 
６ 委託内容 

資料２ 「基本仕様書」のとおり。 
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７ 提案内容 

委託内容をよく確認し，以下の項目について「事業提案書」に記載してください。  

事業の展開案，動画の内容について特に重視します。 

(1) 「食品ロス削減啓発キャンペーン（仮称）」による，食品ロス問題，食品ロス削

減行動に関する広報・啓発プラン 

 (2) 環境フェスティバルにおけるブース・ステージ使用，動画放映による広報・啓

発プラン 

(3) 食品ロスの削減，生ごみの減量（水切り）動画に関する構成案 

 (4) その他の提案 

その他，本事業目的の達成のため効果的な業務（独自提案） 

(5) 業務推進体制及び作業スケジュール 

 

８ 特記事項 

(1) 「６ 委託内容」を実施するために必要な経費は，すべて「５ 総事業費」に含

まれるものとして見積書に記載してください。 

(2) 本事業で利用する人物等の著作権や肖像権等の権利関係に関することは，提案

者において処理することを前提に提案してください。 

(3) １事業者１提案とし，複数の提案は認めません。 

 

９ スケジュール 

(1)  募集開始       令和元年７月 17 日（水） 

(2)  説 明 会       令和元年７月 19 日（金） 14 時 30 分～ 

(3)  質問締切       令和元年７月 26 日（金） 15 時 

(4)  申込締切       令和元年７月 31 日（水） 17 時 

(5)  参加辞退       令和元年８月 14 日（水） 15 時 

(6)  提案締切       令和元年８月 19 日（月） 15 時 

(7)  一次審査結果通知   令和元年８月 21 日（水）（予定） 

※６社以上の応募があった際には，一次審査として書類審査を実施します。 

(8)  二次審査（プレゼン） 令和元年８月 23 日（金）（予定） 

(9)  二次審査結果通知   令和元年８月 27 日（火）(予定) 

(10) 契約締結       令和元年９月上旬（予定） 

 

10 この提案競技に参加する者に必要な資格 

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) 地方自治法施行令第 167 条の 4 に該当する者でないこと。 

(2) この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったと

きは，この提案競技の終了を宣言した日）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  

(3) この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったと
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きは，この提案競技の終了を宣言した日）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。 

(4) 市町村税を滞納していない者であること。 

(5) 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

(6) 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。 

 ※   なお，最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

提出した書類若しくは電子ファイルに虚偽の記載をし，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。 
 

11 説明会 

(1) 日時 令和元年７月 19 日（金）14 時 30 分～（1 時間程度を予定） 

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

 ※会場へは公共交通機関をご利用ください。 

(3) 注意事項 

① 説明会での質疑応答については，福岡市ホームページに掲載します。 

② 実施要項等は持参してください。 

③ 説明会への出席は，１提案者２名までとします。 

④ 説明会不参加でも提案競技への参加は可能 です。 

 ※説明会に参加する場合は，７月 19 日（金）12 時までに以下のとおり E メールで 

申し込んでください。 説明会への参加が提案競技参加の必須条件ではありません

が，できるだけ説明会への参加をお願いします。 

  【件名】「Fukuoka いーとプロジェクト」広報啓発等業務委託説明会・参加希望 

  【本文】「会社名，会社所在地，出席者氏名，連絡先」 

  【送付先】 kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp   

 

12 質疑 

提案を行うにあたり疑義が生じた場合は，令和元年７月 26 日（金）15 時までに「提

案競技に関する質問書」（様式３）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，原則３営業日以内に福岡市ホームページに掲載します。 

(1) 質問提出先 

福岡市環境局循環型社会推進部家庭ごみ減量推進課 担当：鈴川 

E メールアドレス：kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp 

電話番号：092-711-4039 

(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

mailto:kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp
mailto:kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp
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公募する競争入札，提案競技等 

 
 
13 参加申込 

本提案競技に参加を希望する場合は，参加資格を確認し，以下のとおり申込みを 

行ってください。 

申し込まれた順番にプレゼンテーションを実施します（辞退があった場合は繰り 

上げる場合があります。）。 

(1) 提出期限・提出方法 

令和元年７月 31 日（水）17 時までに郵送(必着）又は持参してください。 

(2) 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 13 階 

福岡市環境局循環型社会推進部家庭ごみ減量推進課 担当：鈴川 

(3) 提出書類 

以下の書類のうち，③～⑥については，提出日前３か月以内に発行された原本を 

提出してください。 

なお，「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募集の公示日又は提案競技参加申請期限日が含

まれている者にあっては，③～⑩の提出を免除します。 

① 様式１－１「提案参加申込書」 

② 会社概要（様式任意，事業概要が分かるパンフレットでも可） 

③ 登記事項証明書（法人の場合） 

 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）。 

④ 身分証明書及び登記されていないことの証明書（個人の場合） 

 注１）本籍地の市区町村発行の身分証明書（市区町村によっては「身元証明書」 

という名称で取り扱っているところもある。）を提出すること。なお， 

身分証明書とは，後見登記，破産等の通知を受けていないことを証明す 

るものである。 

注２）法務局又は地方法務局発行の登記されていないことの証明書を提出す

ること。なお，登記されていないことの証明書とは，成年被後見人，

被保佐人等の登記がされていないことを証明するものである。 

注３）身分証明書と登記されていないことの証明書は両方提出が必要である。 

  ⑤ 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。  

⑥ 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
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２」「その３の３」でも可）。 

⑦ 委任状（様式１－２） 

注）この提案競技の案件に係る本市との取引を代理人（支店長，営業所長等）

に行わせる場合は，様式１－２により委任状を作成して提出すること。 

  ⑧ 誓約書（様式１－３） 

注）様式１－３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。 

  ⑨ 役員名簿（様式１－４） 

注１）様式１－４に，代表者及び役員（⑥の委任状を提出する場合は代理人

（支店長，営業所長等）を含む。）の，氏名，フリガナ，生年月日，性 

別を記入すること。 

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。） 

  ⑩ 直近の決算２年分の財務諸表の写し 

注１）法人の場合は，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２）個人の場合は，様式１－５をもとに作成のうえ提出すること。 

(4) 提出部数 

各 1 部 

 (5) 留意事項 

  ① 提出期限以降の提出は受付しませんので，ご注意ください。 

  ② 参加申込受付後に，提案者番号（Ａ社，Ｂ社など）をお知らせします。 

 

14 参加辞退 

参加を辞退する場合は，以下のとおり手続きを行ってください。 

(1) 提出期限・提出方法 

令和元年８月 14 日（水）15 時までに，郵送（必着）又は持参してください。 

(2) 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 13 階 

福岡市環境局循環型社会推進部家庭ごみ減量推進課 担当：鈴川 

(3) 提出書類 

「提案参加辞退届」（様式２） 

 
15 事業提案書等の提出 

(1) 提出期限・提出方法 

令和元年８月 19 日（月）15 時までに，郵送（必着）又は持参してください。 

 (2) 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 13 階 

福岡市環境局循環型社会推進部家庭ごみ減量推進課 担当：鈴川 

 (3) 提出書類 
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①  事業提案書 

   ②  見積書 

    ・本業務期間内に実施する提案内容の一切を含んだ額とします。 

    ・経費の内訳については，できる限り詳細に分けて記載してください。 

   ③  本委託業務と同種又は類似の実績があり，業務に関するノウハウを有して

いることを示す資料（現物添付可） 

 (4) 提出部数 

正本 1 部，副本 8 部 

ただし，(3)③の実績を示す現物資料については１部で可 

 (5) その他 

① 事業提案書の作成については，「事業提案書作成要領」（資料１）に従ってく

ださい。 

② 事業者名が分からないようにし，事前にお知らせする提案者番号（Ａ社，Ｂ

社など）を記載してください。 

③ 提出書類に不備がある場合は受付できないことがあります。 

④ 提出期限以降の提出は受付しませんので，ご注意ください。 

 

16 一次審査 

(1) 審査対象 

   提出されたすべての書類 

(2) 審査 

   事務局の審査により，提案者の中から優秀な提案を行った者を５社程度選考し

ます。 

  ※一次審査については８月１９日の申し込み締め切りの時点で６社以上の申し

込みがなされた場合にのみ実施します。  

  (3) 審査項目 

    資料３「提案・評価項目表」のとおり 

(4) 結果通知 

   審査後速やかに全提案者に通知します。 

 

17 二次審査 

 (1) 審査対象 

   一次審査によって選出された提案者 

 (2) 提案説明（プレゼンテーション）及び質疑 

提案審査委員会の審査委員に対して，事業提案書等をもとに，プレゼンテーシ

ョン及び質疑応答を実施します。 

  一次審査によって選出された提案者は必ず出席してください。出席されない場

合は失格となります。 

①   日時 

    令和元年８月 23 日（金）（予定） 

      ※プレゼンテーションの詳細な時間・場所は，後日，対象提案者に E メールで

通知します。 

② 場所 



8 / 9 

福岡市役所本庁舎内会議室（予定） 

③ その他 

ア 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ください。 

イ プレゼンテーションは，契約を締結した場合に当該事業を主に担当する方が

行ってください。 

ウ 時間は 25 分（説明 15 分･質疑応答 10 分）出席者は１団体２名までとします。 

エ プレゼンテーションの際，機材が必要な場合は，提案者側で用意してくださ

い(スクリーン及びプロジェクターは当方で準備します。)。 

 

18 審査及び事業者の決定 

  福岡市が設置する提案審査委員会で提案内容について「提案・評価項目表」（資料

３）に基づき審査を行い，最も得点の高い提案を最も優秀な提案として決定し，当

該提案の提案者を契約相手方候補とします。  

 

19 結果の通知とその後の手続き 

 (1) 結果通知 

   令和元年８月 27 日（火）17 時までに E メールで通知する予定です。 

 (2) その後の手続き 

   契約相手方候補と福岡市との間で協議を行い，仕様の詳細を確定し，委託業務

の契約を締結します。 

なお，契約に至らない場合は次点の事業者と協議を行います。 

 

20 提出書類の取扱い 

(1) 提案書等の提出後の内容変更は認めません。ただし，明らかな誤字・脱字等の

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。 

提出書類は，契約に至った場合に使用するほかは，審査以外の目的で提案者に 

無断で使用することはありません。 

(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) 選考された提案は，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。 

 

21 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，審査委員等 

に対する不正な行為が認められた場合又は事業推進に必要な手続きを行わない場合

は失格となります。 

 
22 著作権等について 

(1) この委託で製作されたもの（以下「製作物」という。）に係る著作権，複製権， 
公衆送信権，送信可能化権，展示権，頒布権，譲渡権及び貸与権は，福岡市に帰

属するものとします。  
(2) 福岡市は，製作物の一部について差し替え，削除及び追加の必要が生じた場合  

には，受託者又は受託者以外の事業者に委託し，その改変を行うことができる  
ものとします。  
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(3) 福岡市は，製作物を他の広報物に使用できるものとします。  
(4)（３）の場合において，受託者以外の著作者の許諾が必要な場合には，受託者が  

その手続きを行うものとします。  
(5) 製作にあたって利用する人物等の著作権や肖像権等の権利関係に関することは， 

受託者において処理するものとします。  
(6) デザイン・レイアウト等についてはユニバーサルデザインに配慮したものとし 

ます。 

 
23 その他留意事項 

(1) 提案にかかる費用は提案者の負担とします。 

(2) 審査結果に関する質問には一切回答しません。 

(3) この資料を他の目的のために使用することは禁止します。 

(4) 事業提案書の内容は，契約を締結した際に提案者が責任を持って必ず履行 

できる内容としてください。 

(5) 本委託業務の全部又は主な部分を第三者に再委託することは禁止します。 

 

 

 【問合せ先】 福岡市環境局家庭ごみ減量推進課  
   〒810-8620  福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所 13 階 

   電話 092-711-4039   Fax 092-733-5907 

   E メール kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp 
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