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宮古市遊覧船の貸与に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、宮古市（以下「市」という。）が建造している遊覧船を貸与するにあたり、

乗船客を乗せて安全に運航する能力のほか、安定的な経営能力、企画力、集客力等を兼ね

備えた事業者を選定するために実施する公募型プロポーザルについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 

２ 貸与物品の概要 

⑴ 貸与物品 

  宮古市遊覧船 １艘 

⑵ 貸与物品詳細及び貸与内容 

 別紙「宮古市遊覧船の貸与に係る条件書」のとおり 

⑶ 使用場所 

原則、岩手県宮古市地内の海域（宮古港 出崎・浄土ヶ浜地区等） 

⑷ 貸与期間 

遊覧船の完成、市への引渡日（令和４年５月予定）から５年間 

 ⑸ 契約期間 

契約締結日（令和４年４月予定）から貸与期間満了日まで 

  ※貸与期間の延長及び契約の更新は、選定事業者の経営状況を考慮し、貸借期間の最終

年度に、５年ごとの更新をする。 

 

３ スケジュール（予定） 

内容 期間等 

第１回選定委員会 令和３年 12月 23日（木） 

公募開始（公告） 

令和３年 12月 27日（月） 

※第１回委員会後 

質問書の受付開始 

参加表明書の受付開始 

企画提案書の受付開始 

質問書の提出期限 令和４年 １月 13日（木）午後３時まで 

質問書への回答 令和４年 １月 17日（月） 

参加表明書の提出期限 令和４年 １月 20日（木）午後３時まで 

企画提案書の提出期限 令和４年 １月 25日（火）午後３時まで 

第２回選定委員会（プレゼンテーション

及び契約候補者の特定） 
令和４年 １月 28日（金）午後１時 30分 

契約候補者の特定通知 令和４年１月下旬 

契約の相手方の決定 令和４年１月下旬 

契約締結 令和４年４月 

物品の貸与 令和４年５月 
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４ 契約担当部署 

 〒027-8501 宮古市宮町一丁目１番 30号 本庁舎２階 

 宮古市産業振興部観光課もてなし観光係 

 電話 0193-68-9091（課直通）   ＦＡＸ 0193-63-9120 

 電子メール kanko@city.miyako.iwate.jp 

 

５ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

⑴ 岩手県内に本社を置く事業者であること（登記のみではなく、事業実体があること）。 

⑵ 海上運送法（昭和 24年法律第 187号）に基づく一般旅客定期航路事業及び旅客不定期

航路事業（以下「航路事業」という。）の許可申請を行う要件を満たしている、又は、本

プロポーザル結果及び契約後の同事業申請日までに、要件を満たすことが明らかである

こと。 

⑶ 海上運送法施行規則（昭和 24 年運輸省令第 49 号）に基づく、安全統括管理者及び運

行管理者の要件を満たす者が所属している、又は、航路事業の申請日までに、要件を満た

す者を配置することが明らかであること。 

⑷ 船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士

の操縦免許証を有し、かつ、免許証に「特定」が付与されている者が２名以上所属してい

る、又は、航路事業の申請日までに、要件を満たす者を配置することが明らかであるこ

と。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当していないこ

と。 

⑹ 会社更生法（平成 14 年法律 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）等に基

づき、更生又は再生手続きをしていないこと。 

⑺ 国税、地方税の滞納がないこと。 

⑻ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団でないこと。また、役員等が同法第２条第６号に規定する暴力団員で

ないこと。 

⑼ プロポーザル実施の公表日から契約候補者の特定まで、市の指名停止措置を受けてい

ないこと。 

 

６ 資格喪失に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、参加資格を失うことがある。 

⑴ 提出書類の提出期日、提出場所、提出方法等が本要領に適合しないとき。 

⑵ 提出書類の記載が作成要領に適合していないとき。 

⑶ 提出書類に記載するべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

⑷ 企画提案書に記載すべき事項以外の事項が記載されているとき。 

⑸ 提出書類に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

⑹ 応募者及びその関係者が最優秀提案者を特定するまでの間、選定委員に対する公正な

審査を妨げる行為をしたとき。 

⑺ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるとき。 
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７ 説明会 

  本プロポーザルに関する説明会は、開催しない。 

 

８ 質問及び回答 

 ⑴ 質問は、質問書（様式１）の提出により行い、電子メール以外での質問は受付しない。 

  ① 提出期限  令和４年１月 13日（木）午後３時まで 

② 提出先   ４に同じ 

⑵ 質問の回答 

   提出された質問内容に対する回答は、令和４年１月 17日（月）に質問者に対して電子

メールで回答するほか、宮古市公式ホームページに掲載する。 

 

９ 参加表明手続 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、下記の期限までに参加表明書及び必要書類を

提出するものとする。 

  なお、参加意思を表明した者であっても参加資格を満たしていないことが判明した場合

には、本プロポーザルに参加できないものとする。 

 ⑴ 提出期限  令和４年１月 20日（木）午後３時まで 

⑵ 提出部数  １部 

⑶ 提出書類  下表のとおり 

※令和元・２・３年度物品購入等指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない法人は、

次の書類を併せて提出すること。 

 ⑷ 提出方法  持参又は郵送による（郵送の場合は、封筒に「プロポーザル参加表明書

等在中」の旨を記載し、簡易書留及びレターパック等、受け取り日時及び配達されたこ

とが記録される方法とし、提出期限に必着とする。） 

⑸ 提出先   ４に同じ 

 

 

提出書類名 提出様式等 規格等 

参加表明書 様式２ Ａ４縦 １枚 

会社概要 任意 会社パンフレット等を想定 

提出書類名 提出様式等 規格等 

登記事項証明書（全部事項証

明書（現在事項））（写し可） 

法務局発行の

もの 

提出日以前の３か月以内に発行されたもの 

印鑑証明書（写し可） 法務局発行の

もの 

提出日以前の３か月以内に発行されたもの 

国税納税証明書（写し可） 官公庁発行 提出日以前の３か月以内に発行されたもの 

地方税の税納税証明書（写し

可） 

官公庁発行 提出日以前の３か月以内に発行されたもの 

財務諸表（直近のもの） 
－ 

・令和４年１月１日の直前の営業年度分 

・貸借対照表及び損益計算書の写し 
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10 企画提案書等の提出 

参加意思を表明した者（参加資格を満たしていない者を除く。）は、次に掲げる企画提案

書を、期限までに提出するものとする。 

 ⑴ 提出期限  令和４年１月 25日（火）午後３時まで 

 ⑵ 提出部数  企画提案書表紙…１部、その他…11部  

 ⑶ 提出書類  下表のとおり  

提出書類名 提出様式等 規格等 

企画提案書表紙 様式３  

企画提案書 任意様式 11のとおり 

事業計画書 任意様式 貸与期間分（令和４～９年度想定） 

収支計画書 任意様式 貸与期間分（令和４～９年度想定） 

   ※併せて、全提出書類の電子データ(PDF)を送付してください。 

 ⑷ 提出方法  ９ ⑷ と同様 

         電子データについては、持参又は郵送（CD-R等）のほか、電子メール添

付による提出も可能とします。 

 ⑸ 提出先   ４に同じ 

 

 

11 企画提案書の作成要領等 

  企画提案書は、次に定めるところにより作成し、提出するものとする。 

なお、企業名の記載、押印等は、正本のみに行い、副本については通知するプレゼンテー

ション用の呼称を記載し、企画提案者を特定することができる内容（具体的な会社名や記

号等）の記述は行わないこと。 

⑴ 企画提案書表紙（様式３） 

⑵ 企画提案書 

① 企画提案書は、評価基準に記載している各項目を、目次として作成すること。 

  ② 提案内容は、それぞれの項目に関する内容、ボリュームは提案者が設定すること。 

（全体の体裁は後段の注意事項を参照のこと。） 

  ③ 企画提案書を基にプレゼンテーション 20 分程度、ヒアリング 30 分程度を行うこと

から、時間内にプレゼンテーションが可能な構成及び内容とすること。 

⑶ 書類作成上の注意事項 

① 企画提案書の用紙は、全て A4版縦、横書き、左綴じを原則とする。 

② 図表等は、必要に応じて A4版横、若しくは A3版でも可とする。A3版は片面で A4版

2ページとして数える。 

③ 企画提案書は、20ページ程度（20ページは目安であり、企画提案書の量と評価は一

致しない。表紙、目次はページ数に含まない。）とし、必ずページ数を印字すること。 

④ 文字の大きさは 11～12ポイント程度を使用し、行間も読みやすい適切な間隔を維持

すること。 

⑤ 企画提案書の本文は、簡潔かつ明瞭に記載し、専門的な知識を有しない者でも理解

できるように配慮すること。 

⑥ 企画提案書で使用する文字・図表等への必要最低限の着色は認める。 
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12 プレゼンテーション及びヒアリング、審査 

  企画提案の内容確認や補足説明を受けるため、企画提案書（10の ⑶ に掲げる書類）の

提出者によるプレゼンテーション及び選定委員会によるヒアリング、審査を行う。 

 ⑴ 実施日 

   令和４年１月 28日（金）午後１時 30分から（予定） 

（正式日程や詳細は、別途参加者に通知する。） 

 ⑵ 場所 

   宮古市役所（詳細は、別途参加者に通知する。） 

 ⑶ 出席者 

  ① 出席者は３名以内とし、代表者又は担当者は必ず出席すること。 

  ② 代理人が出席する場合は、プレゼンテーション開始前までに委任状（様式４）を提

出すること。 

 ⑷ プレゼンテーションの持ち時間 

   プレゼンテーション 20分程度、ヒアリングを 30分程度の予定とする。 

 ⑸ その他 

  ① プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施するものとし、企画提案

書の差し替えや追加資料の提示等は認めない（企画提案書の要約やプレゼンテーショ

ンで使用するスライド資料の配布は可とする。）。 

  ② プレゼンテーションにおいて、パワーポイント等でパソコンを使用する場合は、提

案者が準備すること。プロジェクター及びスクリーンは、市が用意する。 

③ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施が不適切と判断した場合は、別途

連絡する。 

 

13 評価基準 

  各評価項目について、５段階で評価し、評価点を以下の割合で算定する。 

 

Ａ：市の条件を踏まえた具体的かつ独自の工夫が見られ、抜群の効果が見込まれるもの 

  …配点の 100％ 

Ｂ：市の条件を踏まえた具体的な工夫が見られ、高い効果が見込まれるもの 

  …配点の 75％ 

Ｃ：市の条件を踏まえた具体的な工夫が見られ、一定の効果が見込まれるもの 

  …配点の 50％ 

Ｄ：市の条件を踏まえた具体的な提案が見られ、若干の効果が見込まれるもの 

  …配点の 25％ 

Ｅ：市の条件は満たしているが、具体的な工夫が見られない又は効果が見込まれないもの 

  …配点の 0％ 

 

評価項目 提案項目（想定資料） 審査内容 評価点 

１ 実施体制 ・遊覧船運航の実施体制 

…組織図、説明等（船舶関

・船舶運航に必要な職員の資格、

人数、実績等、体制が整ってい
20点 
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係、陸上関係） 

 

 

ると認められるか。 

・企画・運営に必要な体制が整っ

ていると認められるか。 

・安全統括管理者及び運航管

理者の配置・体制等 

…配置職員経歴書又は配置

予定職員の条件等資料 

 

・担当者が決定している場合 

…経歴が十分な人物か。 

・担当者が決定していない場合 

…配置予定職員の条件は十分

な内容か。 

２ 運航に関

すること 

・遊覧船の運航に関する条件

等 

（条件書９⑴関係） 

・市の条件を踏まえた提案にな

っているか。 

・市の条件のほか、観光振興にも

つながる提案があるか。 

40点 

３ 管理に関

すること 

・保守・管理等の対応 

（条件書９⑵関係） 

 

・保険について 

（条件書９⑶関係） 

・市の条件を踏まえた提案にな

っているか。 

・運航しない時間・期間等も含

め、あらゆる場面を想定した

管理の計画を考えているか。 

30点 

４ 安全対策

等に関するこ

と 

・事故、災害等の対応 

（条件書９⑷関係） 

 

・市の条件を踏まえた提案にな

っているか。 

・市の条件のほか、乗客の安全に

配慮した提案があるか。 30点 

・バリアフリー対応について ・運営面のバリアフリーについ

て、どのような対応が提案さ

れているか。 

５ 遊覧船を

通じた観光振

興 

・遊覧船を活用した観光振興 

 

・遊覧船を有効活用した独自の

事業が提案されているか。 

20点 ・他施設等との連携 ・観光関連の近隣施設や関係組

織等と連携した企画等が提案

されているか。 

６ 過去事業

実績 

・過去事業の実績 ・同様の仕様の遊覧船を運航し

た実績があるか。 

・一般旅客定期航路事業及び旅

客不定期航路事業を実施した

実績があるか。 

20点 

７ 事業計画 ・事業計画（貸与期間分／令

和４～９年度想定） 

・貸与期間中、１年ごとに持続可

能な運営を考慮した段階的な

計画が検討されているか。 

20点 

８ 収支計画 ・収支計画（貸与期間分／令

和４～９年度想定） 

・事業計画に対して適正な収支

計画となっているか。 
20点 

合 計 200点 
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14 選定方法 

 ⑴ プレゼンテーションおよびヒアリング後、選定委員会で評価基準に基づき審査を実施

し、評価点の合計が一番高い者を、最優秀提案者（以下「契約候補者」という。）として

特定する。 

   評価点の合計が同点の者が２者以上いるときは、収支計画書が適正な者を、契約候補

者として特定する。 

   また、評価点の合計が同点で、かつ、収支計画書が同等の評価だった者が２者以上い

るときは、宮古市内に本店又は支店（営業所）を有する者を、契約候補者として特定す

る。 

 ⑵ 審査者は、本プロポーザル選定委員会の委員７名をもって構成する。 

 ⑶ 審査の結果、評価の合計点数が 120 点（満点の６割）未満である場合は、契約候補者

として選定しないことがある。 

 ⑷ 提案者が１者のみであった場合も、審査を行うこととする。 

 ⑸ 市は、契約候補者と遊覧船貸与に向けた協議を行い、これが整えば、地方自治法施行

令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約により、

遊覧船貸与の契約を締結することとする。 

 ⑹ 契約候補者との契約が締結できない何らかの事由が生じた場合又は協議が整わない場

合は、次点の提案者と交渉を行う。 

 

15 審査結果の通知及び公表 

 ⑴ 審査結果は、令和４年２月上旬に、全応募者に対して書面により通知する。 

 ⑵ 契約の相手方を選定した後に、当市のホームページにおいて、特定結果を公表する（特

定されなかった事業者については、会社名は公表しない。）。 

 

16 接触の禁止 

 ⑴ 本プロポーザルに参加した者は、契約候補者及び次点の提案者が特定されるまでの間、

宮古市産業振興部観光課職員及びその上位の職にある職員に対し、本プロポーザルの手

続き、その他業務上で必要な場合を除き、面談、電話等の接触をしてはならない。また、

本プロポーザル選定委員に対し、本プロポーザルに関する接触を求めてはならない。 

   なお、接触の禁止は参加者の代理人、支配人、その他の使用人又は代理人として使用

する者についても、また同様とする。 

 ⑵ 本プロポーザルに参加した者は、契約候補者及び次点の提案者が特定されるまでの間、

他のプロポーザル参加者に対して提案書を意図的に開示してはならない。 

 

17 その他 

 ⑴ 本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加希望者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類等は、返却しない。 

 ⑶ 提出された書類は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものと

する。 

 ⑷ 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しないこと。 

 ⑸ 企画提案書内に提案者独自の特許権等を有するビジネスモデルがあり、当該提案者が



 

8 

不採択となった場合、本市は一切これを使用及び公表しない。ただし、内容が周知の事

実であると認められる場合、並びに、提案者が事前にこのことを企画提案書に明記する

等の方法により本市に通知していない場合、本市は一切の責任を負わない。 

 ⑹ 企画提案書について情報公開請求があった場合は、前項前段に該当する事項以外につ

いては、宮古市情報公開条例に基づき、企画提案書等の提出書類を公開することがある。 

 ⑺ プロポーザルを公正に執行することができないと判断されるときは、プロポーザルの

執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 ⑻ 契約候補者は、遊覧船の貸与に係る契約にあたって知り得た秘密情報を本契約の目的

以外のために使用し、又は、第三者に漏洩してはいけない。 

 

 


