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江東区渋沢栄一ゆかりの地説明板制作設置並びに AR 等コンテンツ及び 
まちあるきマップ制作等業務委託候補事業者選定プロポーザル実施要領 

 
１ 事業の趣旨・目的 
 渋沢栄一は、明治 9 年（1876 年）から 12 年間、江東区の深川福住町（現在の永代 2 丁
目）に居を構え、本区の前⾝である旧深川区の初代区会議⻑や深川区教育会会⻑を務めるな
ど本区と深いつながりがある。渋沢栄一宅跡を含め区内には約 30 か所のゆかりの地がある
が、現在そのゆかりの地には建物など形として残っているものは、ほとんどない。 

2023 年予定の旧渋沢家住宅の潮見移築や、2024 年予定の新一万円札の発行に向けて、ゆ
かりの地に、当時の写真や音声ガイダンス、当時の建物などを再現する AR 機能を導入した
説明板を設置する。また、ゆかりの地を紹介する「まちあるきマップ」も制作し、渋沢栄一
と区のつながりを発信していき、機運醸成を図る。 
 
２ 業務概要 
 （１）業務名 

江東区渋沢栄一ゆかりの地説明板制作設置並びに AR 等コンテンツ及びまちある
きマップ制作等業務委託 

 （２）業務場所 
    江東区指定場所 

（３）業務内容 
    別紙「仕様書」のとおり 

（４）契約期間 
    契約締結日の翌日〜令和５年３月３１日 
 （５）委託上限額 
    ６，１６２，０００円（税込） 
 
３ 参加資格 
 企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（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こ
と。 

（２）⺠事再⽣法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再⽣手続開始の申立てをした者で
あっては更⽣計画の認可がなされていない者、会社更⽣法（平成 14 年法律第 154 号）
に基づく再⽣手続開始の申立てをした者にあっては再⽣計画の認可がなされていな
い者でないこと。 

（３）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（27 江総経第 3281 号）による指名
停止を受けていないこと。 
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（４）江東区における競争入札参加資格を有すること（東京電子自治体共同運営「電子調
達サービス」による）。 

 （５）直近５年以内（平成 29 年度以降）に本業務と同種・類似業務実績があること。 
（６）暴力団（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）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある法人ではな
いこと。 

 
４ スケジュール 

内容 日程 
公募開始 令和４年６月６日（月） 
質問書の受付締め切り 令和４年６月１７日（金） 午後５時まで 
質問に対する回答終了 令和４年６月２２日（水） 
応募書類の提出期限 令和４年６月３０日（木） 午後５時まで 
第一次審査結果通知 令和４年７月８日（金） 
第二次審査（プレゼンテーション） 令和４年７月１９日（火） 
第二次審査結果通知 令和４年７月２２日（金） 
契約締結 令和４年８月中旬 

 
５ 参加手続き 

（１）実施要領の公表 
ア 公募期間 

令和４年６月６日（月）〜令和４年６月３０日（木） 午後５時まで 
イ 公募方法 

区ホームページにて公表 
（２）質疑・回答 

    ア 質問受付期間 
公募開始〜令和４年６月１７日（金） 午後５時まで 

    イ 質問方法 
質問書（様式５）を電子メールにより「１２ 問い合わせ先・提出先」に記載

の担当部署まで提出すること。上記以外の方法による問い合わせは受け付けな
い。 

    ウ 回答日時 
令和４年６月２２日（水） 

    エ 回答方法 
質問への回答は区ホームページに掲示し、個別の回答は行わない。 
回答日時は「ウ 回答日時」を最終日とし、それ以前にも都度回答する。 
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（３）応募書類の提出 
    ア 提出期限 

令和４年６月３０日（木） 午後５時まで   
※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

    イ 提出方法 
持参（平日の午前９時〜午後５時）又は郵送（必着） 
※持参及び郵送先は、下記担当部署まで。 
※持参の場合は事前に電話連絡すること。 

 
６ 提出書類及び部数 
 ※提出時に、提出物の一覧表を作成し添付すること。（様式任意） 

書類 部数 
参加表明書（様式１） １部 
企画提案書（様式任意） ９部 
価格提案書（様式２） 
※2 頁目の内訳については任意様式（見積書等）による提出
を可とする（2 頁目の「項目」欄に「別紙のとおり」と記
載）。 
※2 頁目の内訳を通常通り使用し、内訳が複数頁となる場合
は、割印すること。 

１部 

会社概要書（様式任意） ９部 
直近 5 年以内の本業務と同種・類似業務実績書（様式３） １部 
本業務の実施体制（様式４） ９部 

 
７ 企画提案書の作成要領 

（１）書式 
   ア A4 判縦（横書き）とし、表紙・目次・提案事項の順で作成すること。 
   イ 事業者名の記載は、表紙のみとすること。 
   ウ 片面印刷とすること。また、ページ番号を付けること。なお、ページ数は A4

で 40 ページ以内とする。 
（２）提案事項 

   ア 応募動機と抱負 
   イ 本業務の実施体制 

統括責任者、担当者の体制、本業務での役割や実務経験年数、緊急時対応の体制
について、本業務の実施体制（様式４）に記載すること。 

   ウ 業務の実施方法 
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別紙「仕様書」の「３ 委託内容」の（１）〜（３）を実施するにあたり、どの
ように実施していくか記載すること。特に、「（１）＜制作＞④、（３）④・⑤」に
ついては、具体的な提案内容を記載すること。「（２）」については、提案内容に最
も近い AR のサンプルデザインを記載すること。 

   エ 業務スケジュールと進行管理 
   オ 提案内容による令和 5 年度から令和 8 年度までの AR 等コンテンツ利用料のラ

ンニングコスト（年度ごとの税込月額費用） 
   カ その他特記事項 
    本業務に類似する制作物のサンプルデザイン等があれば記載すること。 
    提案書を補足する事項等で委託業務に関するものがあれば記載すること。 
 
８ 審査の実施 
（１）評価基準 
  別紙「評価基準」のとおり 
（２）第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等により書類選考を実施し、審査点の平均点が高い上位の３社
を第一次審査通過者とする。ただし、審査点の平均点が同点により３社を超える場合
は、同点の事業者のうち、価格提案書の金額が安価な者から順位付けした上で、上位 3
社を第一次審査通過者とする。審査結果は全ての応募事業者に電子メールにて通知す
る。なお、応募事業者が３社以下だった場合は、全社を第一次審査通過者とする。 

（３）第二次審査（プレゼンテーション） 
  提案事項のうち、制作物の制作力評価を行う。 

プレゼンテーション時間は１社あたり３０分程度（説明２０分、質疑応答１０分）と
し、参加人数は 3 人までとする。説明は、提案内容に最も近い過去の制作物または本プ
ロポーザルのためにデザインしたもの等をパワーポイントや現物を用いて説明する等、
事業者が最もアピールしやすい方法で行う。パワーポイントを使用する場合、パソコン
及びプロジェクターは参加者が用意する。（延⻑コード、スクリーンは区が用意する。
参加者によるプロジェクターの用意が困難な場合は、第一次審査通過後に「１２ 問い
合わせ先」担当まで申し出ること。） 

第一次審査通過者についてプレゼンテーションを実施し、第一次審査の審査点の平均
点と第二次審査の審査点の平均点の合計（最終審査点）が最も高い候補者を１社選定す
る。 

ただし、最終審査点が満点の６０％未満の場合は、候補者として選定しない。また、
最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者
として選定する。なお、最高点の者が複数で、価格提案書の金額が同額の場合は、再度
価格提案書の提出を求める。 
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（４）その他 
    次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 
   ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 
   イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 
   ウ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 
   オ 評価に関わる委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 
   カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
 
９ 選定結果の通知・公表 

（１）第一次審査 
   審査結果は、令和４年７月８日（金）に全参加事業者に対して電子メールで通知す

る。また、第一次審査通過者に対し、第二次審査の日程等を併せて通知する。 
（２）第二次審査 

   最終選定結果については、令和４年７月１９日（火）に予定の第二次審査終了後、
第二次審査においてプレゼンテーションを行った全事業者に対して、令和 4 年 7 月２
２日（金）に電子メールと郵送で通知する。 

  
なお、契約締結後速やかに、下記項目において区ホームページにおいて公表するととも

に、担当部署において閲覧に供するものとする。 
【公表事項】 

（１）候補者の名称、最終審査点及び選定理由 
（２）（１）以外の参加者の名称及び最終審査点 
   ※（１）以外の参加者の名称は、ABC 表記とし、最終審査点は点数順で表記す

る。 
   ※参加者が２社の場合、次点者の得点は公表しない。 

 
１０ 契約手続 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と江東区との間で、委託内容、経費、中止時の
費用負担等について再度協議を行った上で契約を締結するものとする。 

（２）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を
記載した辞退届（任意の様式）を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補
者とする。 

 
１１ その他 

（１）本プロポーザルに要する費用はすべて応募事業者の負担とする。 



6 
 

（２）企画提案書及び価格提案書については、1 社につき 1 提案に限る。 
（３）提出された書類等は、一切返却しない。なお、提出書類について情報公開請求が

あった場合は、江東区情報公開条例に基づき公開することがある。 
（４）企画提案書及び価格提案書を提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできな

い。ただし、江東区から指示があった場合を除く。 
（５）応募書類の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式６）により届け出るものとする。 
（６）応募書類を提出した後、江東区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める

ことがある。 
（７）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 
（８）参加資格を満たさなくなった場合、著しく信義に反する行為があった場合は失格

とする。 
（９）本プロポーザルにおいて入手した江東区の情報等を本プロポーザルの目的以外に

使用すること及び第三者に漏らすことを禁ずる。 
（１０）本プロポーザルにおいて、その公正な執行を妨げた者、虚偽の提案（参加表明

書を含む）を行った者または公正な価格の成立を阻害し、もしくは不正な利益を得
ようとした者は失格とする。 

 
１２ 問い合わせ先・提出先 
  江東区地域振興部文化観光課観光推進係（担当：加瀬、山岸） 

〒135-8383 江東区東陽 4−11−28 4 階 33 番窓口 
電話 ： 03-3647-3312（直通） 
FAX ： 03-3647-8470 
メール：103010r@city.koto.lg.jp 

mailto:103010r@city.koto.lg.jp

