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周遊型謎解きスタンプラリー企画運営業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１．事業の趣旨・目的 

本事業は、渋沢栄一ゆかりの地やその他区内観光スポット、公共施設など区

の魅力発信に資するスポットにヒントを散りばめ、そのヒントを頼りに答えを

探し出す「謎解きイベント」を実施する。また、謎解きのスポットに加え、区

内観光スポットや区内歴史施設等にスタンプを設置し、お得に入館、体験でき

るといった特典付きのパスポートを使った「スタンプラリー」も実施し、この

２つを合わせた「謎解きスタンプラリー」を通して区内周遊の促進と地域経済

の活性化に寄与することを目的とする。 

 

２．業務概要 

（１）業務名 周遊型謎解きスタンプラリー企画運営業務委託 

（２）業務内容 別紙「仕様書」のとおり 

（３）契約期間 令和５年４月上旬から令和６年３月３１日 

（４）委託上限額 ２３,０３２,０００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） 民事再生法（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） 

（４） 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。 

（５） 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。 

（６） 直近３年以内（令和２年度以降）に本業務のうち、謎解きイベントの

開催の実績があり、かつ都内で１件以上の実績があること。 

（７） 個人情報を取り扱う参加者はプライバシーマークを取得しているこ
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と。 

４．スケジュール 

（１）実施要領の公表期間 

令和５年２月３日（金）～令和５年２月 28 日（火） 

（２）質問受付期間 

令和５年２月３日（金）～令和５年２月 17 日（金）午後５時 

（３）質問回答日 

令和５年２月 21 日（火） 

（４）参加表明書・企画提案書提出期限 

令和５年２月 28 日（火）午後５時厳守 

（５）第１次審査 

令和５年３月１日（木）～令和５年３月３日（金） 

（６）第２次審査 

令和５年３月 14 日（火） 

（７）最終選定結果通知 

令和５年３月 17 日（金） 

５．参加手続き 

（１）実施要領の公表 

  ア 公募期間 

令和５年２月３日（金）～令和５年２月 28 日（火）午後５時まで 

  イ 公募方法 

区ＨＰ（https://www.city.koto.lg.jp/103010/nazotoki.html） 

にて公表 

（２）質疑・回答 

  ア 質問受付期間 

公募開始～令和５年２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「１３．担当」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５年２月 21 日（火） 

  エ 回答方法 

質問への回答は区ＨＰ

（https://www.city.koto.lg.jp/103010/nazotoki.html）に掲示し、

個別の回答は行わない。なお、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。 

https://www.city.koto.lg.jp/103010/nazotoki.html
https://www.city.koto.lg.jp/103010/nazotoki.html
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（３）応募書類の提出 

ア 提出期限 

令和５年２月 28 日（火）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、「１３．担当」まで。 

  ※持参の場合は、事前に電話連絡すること。 

 

６．提出書類 

※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） 

※副本には業者名やロゴマーク等、作成者が誰であるか分か

る表示は入れないこと。 

※真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推でき

るような事項を記載しないこと。 

※提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約相

手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。ただし、公

文書開示請求があった場合は、開示対象になることもある。 

９部 

(正本１部、 

副本８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

には、割印すること。 

１部 

会社概要書（様式任意） ９部 

直近３年以内の本業務のうち謎解きイベントの開催に係る同

種業務実績書（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。 
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 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 本業務の提案方針やテーマ、ポイント 

 ウ 業務の実施方法 

別紙「仕様書」の「５．業務内容」の（１）～（６）を実施するにあ

たり、それぞれどのように実施していくか記載すること。（下表参照） 

仕様書の項目 提案内容 

（１）イベント全体 

について 

・謎解きスタンプラリーにおけるスタンプの設置場

所やストーリー性及び、どのようにパスポートを活

用するか具体的に提案すること。 

・渋沢栄一ゆかりの地を絡めて提案すること。 

（２）スタンプについて 

・パスポートに押印するスタンプのサンプルデザイ

ンを３種類提案すること。 

・サンプルデザインは実際にパスポートを押印した

時のイメージが分かるよう掲載すること。 

（３）プレゼント企画 

「②賞品の種類」の（その他）で提示する「江東区

を再訪する動機付けとなるような賞品」を提案す

ること。ただし、賞品は以下の価格・当選人数の

設定で、各賞３点ずつ提案すること。 

 （Ａ賞）２０，０００円程度、当選人数２０名 

 （Ｂ賞）１０，０００円程度、当選人数５０名 

 （Ｃ賞） ５，０００円程度、当選人数１００名 

（４）謎解きにかかる 

ウェブサイトの開設 

・アンケートの回答や賞品の応募を簡潔に行うため

の工夫を記載すること。 

・アンケートの回収率を上げるための工夫を記載す

ること。 

（５）印刷物の製作 

・イベントで配布する謎解きスタンプラリーパンフ

レットについて、提案内容に最も近いサンプルデザ

イン（表紙のみ）を掲載すること。 

（６）イベントの周知 
区内外の多くの人に参加を促すような効果的なＰＲ

方法を提案すること。 
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  エ 業務スケジュールと進行管理 

オ 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掲載するこ 

と。また、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 

掲載すること。 

 

８．第２次審査における提案 

第１次審査を通過し、第２次審査対象者として選定された事業者は、別紙

「評価基準」に沿ったプレゼンテーションを行うこと。なお、下記については

必ず提案に盛り込むこと。 

【提案内容】 

 サンプルとして、下記の条件を満たした謎解きのコースを１つ示すこと。 

① 渋沢栄一ゆかりの地のうち、ＶＲが設置されている２か所（下記参照）

を含めたコースであること。 

② 必ず深川エリアの門前仲町・清澄白河・森下付近のエリアを１日で巡る

ことができるコースであること。 

③ 謎解きのゴール地点が深川東京モダン館（江東区門前仲町１-19-15）で

あること。 

（参考）ＶＲ設置場所 

  渋沢栄一宅跡付近（江東区永代２-37 付近） 

  アサノコンクリート深川工場付近（江東区清澄１-２付近） 

 

９．評価方法 

（１）評価基準 

  別紙「評価基準」のとおり 

（２）評価方法 

  企画提案書・価格提案書・プレゼンテーション及び質疑応答について、評

価基準に基づいて、評価する。 

（３）第１次審査（書類審査） 

  提出書類について「評価基準」に基づき採点を行い、審査点の平均点が高

い事業者から順に３者を第２次審査対象者として選定する。ただし、第１次

審査の審査点の平均点が満点の６０％未満の場合は、第２次審査対象者とし

て選定しない。また、審査点の平均点が同点により３者を超える場合は、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者を第２次審査対象者として選定する。   

第１次審査の結果は、令和５年３月７日（火）に全ての参加事業者に電子

メールにて通知し、併せて、第２次審査対象者には日時、場所等詳細を通知
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する。 

（４）第２次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

  本業務を受託した際に携わる担当者が出席し、企画提案書に沿って説明を

行うこと。 

  １事業者あたり４０分（プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分）程

度とし、参加人数は３名までとする。 

  説明者は、企画提案書等に基づきプレゼンテーションを行う。なお、パワ

ーポイントで説明することも可能とするが、利用するパソコン及びプロジェ

クターは参加者が用意すること。（延長コード、スクリーンは区が用意す

る。） 

第２次審査の結果は、令和５年３月 24 日（金）に第２次審査においてプレ

ゼンテーションを行った全て事業者に電子メールと郵送で通知する。 

（５）候補者の選定方法 

ア 失格者を除いたものの内、第１次審査の平均点と第２次審査の平均点

の合計（最終審査点）が最も高い候補者である１者を契約の相手方の候

補者として選定する。 

イ 最高点のものが複数の場合は、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、金額も同額の場合について

は、当該者は、当初提案の金額の範囲内で、価格提案書を再作成し、再

提出された価格提案書の金額が最も安価の者を契約の相手方の候補者と

して選定する。 

  ウ ア、イに関わらず、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。 

（６）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 

 

１０． 選定結果の通知・公表 

候補者選定後、第２次審査参加事業者に選定又は非選定の結果を通知する。



7 
 

また、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、担当課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者の場合、次点者の得点は公表しない。 

 

１１． 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、経費等

について再度調整を行った上で委託契約を締結する。 

（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。 

 

１２． その他 

（１）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面に辞退届（様式６）より届

け出るものとする。 

（２）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）すべての提出書類は提出した後の差替、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。 

（４）企画提案書を提出した後、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。 

（５）提出書類の作成、提出、質疑応答及びプレゼンテーション等に要する経

費は、提案者の負担とする。 

（６）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。 

（７）本業務の実施及び予算額については、令和５年第１回区議会定例会にお

ける令和５年度当初予算が可決された場合において有効とするため、中

止または変更となることがある。 

 

１３． 担当 

江東区地域振興部文化観光課観光推進係（担当：加瀬、松田） 

メール：103010r@city.koto.lg.jp 

電  話：03-3647-3312（直通） 

mailto:103010r@city.koto.lg.jp
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ＦＡＸ：03-3647-8470 

郵送先：〒135-8383 江東区東陽４-11-28（33 番窓口まで） 

 


