
岡山市ふるさと納税業務委託企画競争実施の公示 

  

岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱第７条第１項を準用し、次のとおり公示 

します。 

 

令和３年１２月２８日 

岡山市長 大森 雅夫  

 

１ 目的 

岡山市ふるさと納税業務において、インターネットを利用した受付サイトの運営及び

お礼品の選定、発注、配送に関する業務等を民間事業者に業務委託することで業務の効率

的な運営を図るとともに、寄附者の増加、市の魅力発信を図ることを目的とするものです。 

 

２ 業務委託の概要 

（１）業務名   岡山市ふるさと納税業務委託 

（２）業務内容  別紙「岡山市ふるさと納税業務委託仕様書（案）」のとおり 

（３）委託期間  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）概算予算額 ２９０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内 

（５）支払条件  実績報告書提出後、毎月払いとします。 

（６）契約保証  契約保証金（契約金額の１０／１００以上の額） 

本契約に係る契約保証金の種類は、①契約保証金の納付、②有価証

券の提供、③銀行等の金融機関の保証、④履行保証保険による保証の

いずれかとします。 

ただし、岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号。以下「契約規

則」という。）第３２条のいずれかの号に該当する場合は、契約保証

金の納付を免除します。 

契約保証人 免除 

 

３ 参加条件 

  ポータルサイトを通じた寄附の受付、入金管理、お礼品協力事業者との連携、お礼品の

集荷配送、寄附者からの問い合わせ等のふるさと納税に係る業務について、保有するポー

タルサイト（以下「設定サイト」という。）を利用して一体的に履行できる、又は岡山市

が別途契約する設定サイト（本企画競争により契約者から提案された設定サイト）を運営

する事業者のシステムと連携可能な仕組みを保有することにより一体的に履行できる事

業者を契約相手方候補者として選定します。 

  自社の保有する設定サイト以外の設定サイトと連携して業務を行う場合にあっては、

設定サイトは最大５者までとします。 

 

 



４ 参加資格 

参加を希望する者は次のすべての要件を満たしていることとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 及び契約規則第 2 条

第 1 項に掲げる者でないこと。 

（２）国税、岡山県税及び岡山市税を滞納していないこと。 

（３）役員等が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６号に規定する暴力団員でないこと。 

（４）会社更生法による更生手続き開始の申し立て、民事再生法による再生手続き開始の

申し立て又は破産法による破産の申し立てがなされていないこと。 

（５）企画提案書の提出期限において、岡山市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名

留保期間中でないこと。 

（６）岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和 61 年市告示 120

号）に基づき岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格

者名簿」という。）に登載され、「役務」部門に登録があること。ただし、登録されて

いない場合であっても、参加申込書提出の際に、有資格者名簿登載要件に準じて次に

掲げる書類を提出し適正と認められるときは、この企画競争に限り、登録されている

者と同等に扱うこととします。 

①商業登記事項証明書（写し可）（３ヵ月以内に発行されたもの） 

②財務諸表（写し） 

③使用印鑑届 

④印鑑証明書 

⑤納税証明書（国税、岡山県税） 

⑥滞納無証明書（岡山市税）、滞納無証明書（代表者の岡山市税） 

⑦法人の社会保険料納入証明書（市内業者のみ） 

⑧暴力団排除に関する誓約書（兼同意書） 

※⑤、⑥については、該当のある証明のみ提出してください。 

 

５ 企画競争審査にかかるスケジュール 

実施内容 日 時 

仕様書（案）等の交付 令和 ３年１２月２８日（火） 

～令和 ４年１月２４日（月） 

質問の受付 令和 ４年 １月１４日（金）午後５時まで 

質問の回答 令和 ４年 １月１８日（火）午後３時頃掲載 

企画提案書等の提出 令和 ４年 １月２８日（金）午後５時必着 

参加資格の確認通知 令和 ４年 １月３１日（月）頃 

ヒアリングの実施 令和 ４年 ２月 ３日（木）頃 

審査結果の通知 令和 ４年 ２月 ４日（金）頃 



６ 参加申込 

（１）参加申込書、仕様書（案）等の交付方法 

岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・そ

の他）からダウンロードしてください。 

●ホームページアドレス 

：https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/5-3-13-1-13-0-0-0-0-0.html 

（２）提出書類 

①企画競争参加申込書（様式第１号） 

②企業概要（様式第３号） 

※岡山市の有資格者名簿「役務」部門に登録されていない場合は、上記①②及び下

記③の書類を提出してください。 

③上記「４ 参加資格（６）」の①～⑧ 

（３）提出期限  

令和４年１月２８日（金）午後５時まで 

（４）提出方法 

提出書類を岡山市財政局税務部税制課に郵送又は宅配便で提出してください（提

出期限必着。持参不可）。なお、郵送の場合は一般書留又は簡易書留としてください。 

（５）辞退の場合 

企画競争参加申込書を提出後、参加を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式第２

号）を提出してください。 

 

７ 仕様書（案）等に関する質問の受付及び回答 

仕様書（案）等に関する質問を受け付けます。ただし、評価基準の配点等、審査に支障

をきたす質問については受け付けません。 

（１）受付方法 

「企画競争質問書」に質問事項を記載の上、電子メールで岡山市財政局税務部税制課

へ提出してください。 

●電子メール：zeisei@city.okayama.lg.jp 

（２）回答方法 

岡山市ホームページ（事業者情報>入札・契約>その他の入札情報>企画競争・その

他）へ掲載します。 

●ホームページアドレス 

：https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/5-3-13-1-13-0-0-0-0-0.html 

 

８ 企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出方法 

    郵送又は宅配便で「岡山市ふるさと納税業務委託 企画提案書在中」と朱書きの上、

岡山市財政局税務部税制課あてに提出してください。なお、郵送の場合は一般書留又



は簡易書留としてください。 

（２）提出書類 

提出書類 留意点等 

①企画提案書 

（任意様式） 

・Ａ４用紙両面印刷を基本とし、文字サイズは１０．５ポ

イント以上、カラー・白黒・縦横は自由とし、枚数は１０

枚（２０ページ）以内とします。Ａ３用紙を使用する場合

は、「A4」２枚（４ページ）として計算してください。 

・設定サイトのＰＲ内容（画面イメージ、利便性等）も記

載してください。 

②業務工程計画書 

（任意様式） 

 

・Ａ４用紙両面印刷１枚以内又はＡ３用紙片面印刷１枚

以内で作成してください。 

・工程を具体的かつ詳細に記載してください。 

③業務実績書 

（任意様式） 

 

・Ａ４用紙両面印刷１枚以内又はＡ３用紙片面印刷１枚 

以内で作成してください。 

・提案者の契約している地方自治体数を記入してくださ

い。 

・提案者が岡山県内で契約している地方自治体があれば

記入してください。 

・提案者が設定サイトを複数提案する場合は、提案する設

定サイトごとの契約自治体数を記入してください。 

④企画競争評価基準に対す

る提案内容（様式第４号） 

・提案内容を評価基準ごとに記入してください。 

・設定サイトが複数ある場合は、それぞれの設定サイトご

とに 1 枚提出してください。 

・評価基準の内容が企画提案書等の提出書類に記載され

ている場合はどの書類の何ページに記載があるかを記入

してください。 

・Ａ３用紙片面印刷３枚以内で作成してください。 

 （用紙は A３以外でも可） 

⑤見積書（消費税込み） 

（別紙見積書のひな型を参

考にしてください） 

 

・Ａ４用紙片面印刷１枚で作成してください。 

・提案者の提案する設定サイトから６，０００件（１億２，

０００万円）の寄附があったものとして積算してくださ

い。（１件あたり２０，０００円の寄附とします。） 

・他社の設定サイトと連携する場合で、設定サイトが４つ

である場合にはそれぞれの設定サイトから１，５００件ず

つ、設定サイトが５つである場合にはそれぞれの設定サイ

トから１，２００件ずつの寄附があったものとして、いず

れかで積算してください。 



・ポータルサイト使用料、クレジット決済手数料（含まな

い場合はその旨を記入）等の項目ごとに内訳及び単価等を

記載してください。 

・お礼品の購入金額及び送料を除いたものとしてくださ

い。＊送料については１個当たりの単価を記入してくださ

い。（中国～関東５ｋｇ、陸路） 

・ポータルサイト使用料については自社で行う場合は見

積金額を、他社と連携して行う場合に設定サイトが複数あ

る場合はそれぞれについて見積金額（参考見積）を記載し

てください。 

・上記以外の内容で、本業務の遂行にあたり必要となる費

用がある場合、具体的に記載してください。 

（例）ホームページの作成費用等 

（３）企画提案書等の作成 

提案内容は、仕様書（案）の業務内容及び評価基準を基に作成し、その内容の実施

にあたっての取組み、手法、体制等について提案してください。 

※提出書類は仕様書（案）の業務内容及び評価基準の項目について網羅して提案して

ください。 

（４）提出期限 

令和４年１月２８日（金）午後５時必着（持参不可） 

（５）提出部数 

正本１部（社名・代表者印（使用印鑑届の印）のあるもの）、副本１０部（社名・

代表者印のないもの） 

 

９ 特定方法等 

（１）審査体制 

岡山市の財政局事務事業委託審査委員会（以下「委員会」という。）で審査を行い

ます。 

設定サイトが複数ある場合は、それぞれの設定サイトごとに採点します。 

契約相手方候補者は複数になる場合があります。 

（２）審査方法 

委員会は、提出書類及び提案者へのヒアリングにより、別紙「企画競争評価基準」

に沿って審査を行います。評価基準をもとに１００点満点で審査し、得点により契

約相手方候補として決定します。ただし、設定サイトが全く同じ場合は、点数の高

い事業者を契約相手方として優先します。 

本市が契約するポータルサイトは最大６者までとします。 

また、次順位の提案者（次点）を決定します。 

 



（３）ヒアリングの実施 

発表時間は１提案者につき４０分程度（内容説明３０分、質疑応答１０分程度を予

定。なお、発表時間については変更する場合があります。）。詳細な日時、場所につい

ては後日、電子メールでお知らせします。 

審査会場への入場は１提案者あたり３人までとし、ヒアリングに用いる資料は、事

前に提出された企画提案書等及び見積書に限ります。なお、提案者の設定サイトをプ

ロジェクターを使用し、紹介することもできます。（プロジェクター、スクリーンは

岡山市で用意します。） 

審査における使用機器（ＰＣ等）は提案者が用意してください。 

なお、提案者が１者の場合でもヒアリングを実施します。 

（４）評価基準 

別紙「岡山市ふるさと納税業務委託 企画競争評価基準」のとおり。 

（５）提案者の失格 

契約の相手方として決定するまでに提案者が、次のいずれかに該当する場合には

失格とします。 

① 前記「４ 参加資格」を満たさなくなった場合 

②提出書類に虚偽又は重大な不備があった場合 

③契約の履行が困難と認められるに至った場合 

④提案者が個別に委員会の委員と接触を持つことなど、審査の公平性を害する行

為があった場合 

⑤提案者がヒアリングに出席しない場合 

⑥見積額が概算予算額を超過している場合 

⑦提案内容に不備がある場合 

⑧評価基準を 1 項目でも満たさない場合 

⑨その他、委員会で本事業の遂行にふさわしくない明白な事情が認められた場合 

（６）特定結果の通知 

契約相手方候補者に対しては、提案書を特定したことを書面で通知します。特定さ

れなかった提案者へは、特定しなかったこと及び特定しなかった理由を書面で通知

します。 

（７）結果の公表 

提案者ごとの総合評価点の合計点は、岡山市ホームページにおいて公表します。 

 

１０ 契約手続等 

契約相手方候補者は、企画競争を実施した結果、適当な者として特定しただけであり、

契約を締結するまでは契約関係を生じません。 

委員会で選定された契約相手方候補者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調

整の上、地方自治法第２３４条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとし

ます。 



 

１１ その他の留意事項 

（１）企画提案書の作成・提出及びヒアリング出席等、本企画競争への参加に要する費用

は、すべて提案者の負担とします。 

（２）提出された提案書等は、審査以外には使用しません。 

（３）提出書類の著作権は提案者に帰属します。ただし、岡山市が本件の報告、説明等の

ために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

（４）特定しなかった提案書は返却します。返却が不要な場合は、提案時にその旨をお知

らせください。 

（５）提案書に虚偽の記載を行った場合、当該提案書を無効とするとともに、提案者に対

しては指名停止を行うことがあります。 

（６）提案書は、岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号）の規定に基づき開示

請求されたときは、開示することにより当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、開示の対象となり

ます。ただし、提案書特定期間中は、同条例第５条第１項第４号イの規定により、開

示の対象としません。 

（７）この企画競争の概算予算額は、この業務の契約締結に係る許容（予定）価格ではあ

りません。 

（８）この企画競争において使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び

円とします。 

（９）その他この企画競争の実施及び契約の締結については、本公示で定めるもののほか、

「岡山市契約規則」及び「岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱」に定めるとこ

ろによります。 

 

【提出先・問い合わせ先】 

岡山市財政局税務部税制課（分庁舎３階）担当：河本、結城 

〒700-8554 岡山市北区大供一丁目２番３号 

電話：(086)803-1166 

FAX：(086)803-1748 

電子メール：zeisei@city.okayama.lg.jp 


