
－1－ 

令和４年度（2022年度）パラウェーブ NAGANO 推進業務受託者 公募要領 

 

パラウェーブ NAGANO 実行委員会 

 

第１ 目 的 

 パラスポーツを多くの県民に知っていただくとともに、障がいのあるなしにかか

わらず誰もが一緒にスポーツを楽しむ体験を通じて、県民の障がいに対する理解を

深め、お互いを尊重し合う共生社会の実現を目指す。 

 

第２ 事業の概要  

(1) 事業名称    令和４年度（2022 年度）パラウェーブ NAGANO 推進業務 

(2) 委託業務内容 

   別添「令和４年度（2022 年度）パラウェーブ NAGANO 推進業務委託仕様書」のと

おりとします。ただし、今後、提案内容等も踏まえて契約当事者間の協議に基づき変

更する可能性がありますので、ご了承ください。契約後の変更については、その都度

協議させていただきます。 

(3) 委託期間    契約締結日から令和５年３月 24 日(木) 

(4) 費用の上限額  12,892,000 円（税込） 

(5) 業務の実施場所 長野県内 

    

第３ 参加資格について 

    このプロポーザルに参加する者に必要な資格は次のとおりです。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項又は財務規則（昭和

42 年長野県規則第２号）第 120 条第１項の規定により入札に参加することができない

とされた者でないこと。 

(2) 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 23 年３月 25 日付け

22 管第 285 号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。 

(3) 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 23 年 3 月 18

日付け 22 健政技第 337 号）に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。 

（4） 長野県暴力団排除条例（平成 23 年長野県条例第 21 号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

（5） 法人にあっては県税、消費税及び地方消費税、個人にあっては県税、消費税、地方

消費税及び個人住民税（個人の市町村民税・県民税）を完納していること。 

（6） 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これら

に加入していること。 

(7) 過去 5 年以内に、同種又は類似の業務実績を有すること。 

（8） 県内に本店又は支店・営業所を有すること。 

(9) 長野県庁等で行う打ち合わせに参加できる者。 

 

第４ 受託候補者の選定方法について 

(1) 審査委員会を設置し、委託契約候補者を選定します。 
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(2) この事業の委託契約候補者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とします。受託

を希望する場合は、下記に定める企画提案書等により提案してください。 

(3) 企画提案書の提案者によるプレゼンテーションを行い、最も優れた企画・運営能力

を有すると認められる者を委託契約候補者とします。 

 

第５ スケジュール 

   別紙「令和４年度（2022 年度）パラウェーブ NAGANO 推進業務委託 受託者選定ス

ケジュール」のとおり。 

 

第６ 留意事項 

(1) 提案内容について 

      提案内容は、仕様書等を踏まえ、実施可能なものとしてください。 

また、見積金額は、企画提案書様式第 3 号 別紙に基づくものとしてください。 

(2) 失格又は無効 

   次のいずれかに該当するときは、失格又は無効となることがあります。 

  ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出されたとき。 

  イ 提出した書類に虚偽の内容を記載したとき。 

  ウ 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

  エ 本実施要領に違反すると認められるとき。 

  オ その他、担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

(3)  複数提案の禁止 

   プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできません。 

(4) 提出書類の変更等 

   提出期限後の提出書類の変更、差替え及び再提出は認めません（誤字・脱字等軽微 

なものを除きます。）。なお、採用の有無にかかわらず、提出いただいた書類は返却し 

ません。 

(5) 費用負担 

   プロポーザル参加に要する経費等は、参加者の負担とします。 

(6) その他 

   参加者は、参加申込書の提出をもって、本実施要領及び仕様書等の記載内容に同意

したものとします。 

 

 

第７ 参加申し込み 

 公募型プロポーザル方式に応募する者は、次に掲げる事項に留意の上、参加申込書を提出

するものとします。提出期限までに参加申込書を提出しない場合は、企画提案書を提出する

ことができません。 

(1)提出書類 公募型プロポーザル方式参加申込書(様式第 1 号-1) 

誓約書(様式第 1 号-2) 

(2)提出部数 １部ずつ 

(3)提出期限 令和４年３月２日(水)午後３時必着 
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(4)提出方法 郵送(必着)又は持参により以下へ提出 

       (郵送した場合は、電話にて必ず到達確認を行ってください。) 

(5)提出場所 事務局 長野県健康福祉部障がい者支援課 障がい者スポーツ支援係 

〒380-8570 長野市南長野字幅下 692-2 

(6)その他の留意事項 

  ①参加資格要件の非該当者以外の者への通知は行いません。 

  ②参加申込書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（様式第 4 号）を 

令和４年３月 16 日(水)午後３時までに提出してください。 

 

第８ 事前説明会 

  このプロポーザルに参加しようとする者を対象に説明会を実施します。 

(1) 日時   令和４年３月３日(木) 午前 10 時から 

（2）場所   長野合同庁舎 南庁舎 ６０１会議室 

（3）対象者  参加資格要件を満たし、参加申込手続きを行ったもの 

（4）留意事項 本説明会を欠席した場合、本プロポーザルへの参加を辞退したものとみな 

します。 

 

第９ 質問及び回答 

（1）質問様式 質問書（様式第２号） 

（2）受付期間 令和４年 3 月７日（月）午後３時まで 

（3）受付方法 メール又は FAX にて実施してください。 

    ※電話にて必ず到達確認を行ってください。 

（4）回答   令和４年３月９日（水）午後５時までに回答します。 

 

第 10 企画提案書について 

（1）様式 

令和４年度（2022年度）パラウェーブ NAGANO推進業務公募型プロポ―ザル方式企画提

案書（様式第３号） 

(2) 添付書類 

   ・令和４年度（2022年度）パラウェーブ NAGANO推進業務企画書（別紙様式第１） 

   ・概算見積書（別紙様式第２） 

   ・法人又は事業所の概要のわかる資料（パンフレット等） 

（3）提出期限 令和４年３月 17 日（木）午後３時まで 

（4）提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

（5）提出方法 郵送(必着)又は持参により以下へ提出 

（6）提出場所 事務局 長野県健康福祉部障がい者支援課 

〒380-8570 長野市南長野字幅下 692-2 

 

第 11 プレゼンテーション審査会の開催 

   企画提案書に基づいた、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施します。 

(1) 日時  令和４年３月 24 日（木） 午前 10 時 00 分から  
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       （時間は提案者ごと個別にご連絡します。） 

（2）場所  長野県庁 議会増築棟第２特別会議室 

(3) 実施方法   

    ア 審査委員会が審査を行います。 

    イ 審査時間は約 20 分（プレゼンテーション 15 分、ヒアリング質疑応答５分程度） 

ウ プレゼンテーション及びヒアリング審査への出席者は各社３人以内とします。 

エ 審査の結果については、審査終了後２週間以内に文書により通知します。 

  

第 12 審査基準 

別紙「令和４度年（2022 年度）パラウェーブ NAGANO 推進業務委託契約候補者選考

要領」のとおり。 

 

第 13 契約 

(1) 契約書 

別添契約書(案)のとおり 

    (契約書(案)の内容は現時点での予定であり、契約にあたって、当事者間の協議に基 

づき変更される場合がありますので、ご了承ください。) 

 (2) 契約金額 

 契約金額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に 

相当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 

金額）をもって採用価格とします。 

  (3) 契約保証金 

契約の際には、地方自治法施行令第 167 条の 16 及び財務規則第 142 条の規定により、 

原則として契約保証金(契約額の 100 分の 10 以上)を納付すること。ただし、過去 2 年以

内に同様の業務について、国、地方公共団体と 2 回以上誠実に履行した実績があり、か

つ、当該契約を確実に履行するものと認められるときは、契約保証金は免除する。 

 

 

第 14 問い合わせ先(参加申込書等提出場所) 

   パラウェーブ NAGANO 実行委員会 

（事務局 長野県健康福祉部障がい者支援課） 

担当 金井大地 

〒380-8570 長野市南長野字幅下 692-2 

電話：026-235-7108  FAX：026-234-2369 

   メール：parawave@pref.nagano.lg.jp 

 


