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江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事業寄附金収納代行業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名  

江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事業寄附金収納代行業務 

（２）目的 

本事業は、新型コロナウイルスの影響により疲弊した市内経済回復の起爆剤と

するため、歴史的な価値を持つ江の島サムエル・コッキング苑を、より魅力ある

施設にリニューアル整備するにあたり、クラウドファンディングを活用して寄附

を募り、整備費用に充てることを目的に、民間の情報網や知識、経験等を活用し、

複数の事業者から企画提案を求めるものです。 

（３）業務内容 

   江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事業費用の資金調達として、

クラウドファンディングを実施して寄附を募るもの。 

（４）委託期間（予定） 

契約締結日 2022年（令和 4年）7月～2022年（令和 4年）10月 28日（金） 

（５）クラウドファンディング実施期間（予定） 

   2022年（令和 4年）8月 15日（月）～2022年（令和 4年）9月 30日（金） 

（６）発注者及び提案募集事務局 

ア 発注者 

藤沢市長  鈴木 恒夫 

イ 提案募集事務局 

藤沢市 経済部 観光課（担当：祖慶
そ け い

・寺谷
て ら や

・小島・渡邉） 

住所：〒251-8601 藤沢市朝日町 1番地の 1  

電話：0466-50-3531（直通） 

メールアドレス：fj-kankou@city.fujisawa.lg.jp 

 

２ 提案者に要求される資格要件 

（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（同令第 167

条の 11第 1項において準用する場合も含む）の規定に該当する者でないこと。 

（２）納付すべき地方税を滞納していないこと。 

（３）公募日以後に藤沢市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止を

受けている者並びに指名停止の措置要件に該当する者でないこと。 

（４）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 77 号）第 3

条又は第4条の規程に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、

役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない者。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがな

されている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開

始の申し立てがなされている者でないこと等、経営状態が著しく不健全であるも
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のでないこと。ただし、会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法

にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除くものとします。 

（６）官公庁が発注するクラウドファンディング業務にかかる実績を過去５年以内に 

有すること。なお、現在進行中の事業も含むものとします。 

（7）受託する事業所全体、又は本業務におけるデータ管理を直接行う部署が ISMS認

証を受けていること。又は ISO27001若しくは JISQ27001に適合し、国が定める

「情報システム安全基準」を満たしていること。 

 

３ スケジュール 

事業者選定までの事務手順は次のとおりとします。 

なお、審査日等の日程が変更になる場合は、提案募集事務局から提案事業者に連

絡をします。 

１．公募期間 2022年 5月 27日（金）～6月 27日（月） 

２．実施要領等への質問期

間 
2022年 5月 27日（金）～6月 10日（金）午後５時 

３．２で提出された質問に

対する回答 

2022年 6月 17日（金）までに市公式ホームページ上

で随時回答。 

４．参加表明の締め切り 2022年 6月 27日（月）午後 5時 

５．企画提案書の提出 2022年 6月 27日（月）午後 5時 

６．選考結果の通知 2022年 7月 13日（水）までに通知 

 

４ 参加表明 

本事業に参加を希望される方は、「２．提案者に要求される資格要件」を確認の

上、次のとおり各 1部ずつ提出してください。ただし、2021年（令和 3年）8月 27

日告示「江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事業寄附金収納代行業務

委託公募型プロポーザル」において、書類提出をしている事業者は、イ、エ～カに

限り提出を省略することができるものとします。その際は、提出済書類をもって事

務局において資格要件の確認を行います。なお、ウについても、提出済書類から記

載内容に変更ない場合は、提出を省略できるものとします。 

（１）提出書類 ※各１部ずつ 

ア 参加申込書（様式 1） 

イ 会社の事業概要がわかる案内等の資料 

ウ 寄附金収納代行業務受託実績書（様式 2） 

※地方公共団体が発注する寄附金収納代行業務を受託した実績を優先してご記 

入ください。 

エ 法人登記簿謄本の写し 

オ 決算書の写し 

直近１年度決算書（貸借対照表及び損益計算書等）の写し 
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カ 地方税の滞納がないことの証明書（参加申込書提出日前１年以内に発行された

もの。） 

キ ISMS認証を受けていること。又は ISO27001若しくは JISQ27001に適合し、国

が定める「情報システム安全基準」を満たしていることを証明するもの。 

（２）提出方法   

提案募集事務局へ持参又は郵送により提出してください。なお、郵送での提出

の場合は、封筒等の表面に「江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事

業寄附金収納代行業務委託公募型プロポーザル書類在中」と朱書きし、必ず「書

留」「簡易書留」「特定記録」のいずれかを指定してください。 

（３）受付期間 

2022年（令和 4年）5月 27日（金）から 

2022年（令和 4年）6月 27日（月）まで 

※上記日程のうち、持参の場合は、開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで（正午

から午後１時を除く）なお、郵送の場合は同年 6月 27日（月）必着としますの

で、余裕をもって提出してください。 

 

５ 質疑 

本事業に関わる質問がある場合には質問書（様式 3）を提出してください。 

（１）提出方法 

提案募集事務局へＥメールにより提出してください。メールのタイトルを「江

の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事業寄附金収納代行業務質問書」

とし、Ｅメール送信後には提案募集事務局へ電話で連絡をしてください。 

（２）受付期間 

   2022年（令和 4年）5月 27日（金）から 

2022年（令和 4年）6月 10日（金）午後 5時まで 

（３）質問への回答 

   2022 年（令和 4 年）6 月 17 日（金）までに市公式ホームページ上で随時回答

します。 

 【藤沢市公式ホームページ】 

（ホーム/教育・文化・スポーツ/レジャー・スポーツ/観光情報/観光施設） 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kyoiku/leisure/kanko/kankoshisetsu

/index.html 

 

６ 企画提案書等の提出 

「４．参加表明」により期日までに参加申込書（様式 1）等を提出した事業者は、

企画提案書作成要領（別紙 1）に基づき作成した企画提案書、見積書・内訳書（様

式 4-1・様式 4-2）を次のとおり各 1部ずつ提出してください。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書  

   企画提案書作成要領（別紙１）に基づき作成したもの。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kyoiku/leisure/kanko/kankoshisetsu/index.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kyoiku/leisure/kanko/kankoshisetsu/index.html
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イ 見積書（様式 4-1） 

   ※「9 予算金額」に記載の金額を超えた場合は失格となります。 

ウ 内訳書（様式 4-2） 

※値引き表示は行わないでください。 

（２）提出方法 

   提案募集事務局へ持参又は郵送により提出してください。なお、郵送での提出

の場合は、封筒等の表面に「江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整備事

業寄附金収納代行業務委託公募型プロポーザル書類在中」と朱書きし、必ず「書

留」「簡易書留」「特定記録」のいずれかを指定してください。 

（３）受付期間 

   2022年（令和 4年）5月 27日（金）から 

2022年（令和 4年）6月 27日（月）まで   

   ※上記日程のうち、開庁日の午前 9時から午後 5時まで（正午から午後 1時を 

除く）なお、郵送の場合は同年 6 月 27 日（月）必着としますので、余裕をも   

って提出してください。 

 

７ 選考方法 

（１）事業者の選考・審査方法 

   公募型プロポーザル方式とし、江の島サムエル・コッキング苑リニューアル整 

備事業寄附金収納代行業務事業者選考委員会（以下「選考委員会」という）の委

員が、（２）の審査項目に基づき、提出された企画提案書等の内容について審査し

点数化します。評価項目ごとの点数の合計を評価点とし、各選考委員の評価点の

合計点において最も高い者を優先交渉事業者とし、２番目に高い事業者を第 2 位

優先交渉事業者とします。この場合において、評価点の合計点の同じ者が２者あ

るときは、評価項目のうち、プロジェクトの実施力の合計点が高い者を優先交渉

事業者とすることとします。 

なお、各選考委員の評価点の合計点が満点の５０％に満たない場合は、失格と

します。 

   評価をする上で、委員から質問がある場合、事務局を通して企画提案者に対し、 

メールにて期日を提示して質問をいたしますので、メールにて提示した期日まで 

に回答をしてください。質問をした後、回答期日までに連絡がない場合は、無回 

答とみなします。 

※各選考委員の評価点の合計点は事業者ごとに公開（事業者名は優先交渉事業者及

び第 2位優先交渉事業者のみ公開）しますが、個別の点数は公開しません。 
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（２）審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）選考結果通知 

   選考結果については順位に関わらず、参加申込書記載の所在地に、2022年（令

和 4年）7月 13日（水）までに文書で発送します。 

 

８ 契約の締結について 

委託事業者として決定された者は、江の島サムエル・コッキング苑リニューアル

整備事業寄附金収納代行業務に関わる契約書を市と締結するものとします。 

（１）契約期間（予定） 

   2022年（令和 4年）7月～2022年（令和 4年）10月 28日（金） 

（２）仕様の決定 

仕様は、選考結果通知後、優先交渉事業者と仕様等の再調整をした上で、決定

します。なお、仕様の調整が不調となった場合は第 2 位優先交渉事業者と調整を

行います。 
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９ 予算金額 

1,590,000円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とします。 

 

１０ 提案の無効に関する事項 

次の各号に該当するときは、その者の提案は無効とします。 

（１）提出物に虚偽の記載があるとき 

（２）優先交渉事業者の選考時点において本実施要領の「２．提案者に要求される資

格要件」に掲げる資格のない者が提案したとき 

（３）その他、当市が指示した事項及び本提案に関する条件に違反したとき 

 

１１ その他 

（１）この事業に応募するために掛かる費用は、すべて参加者の負担とします。 

（２）提出された書類及びデータは返却しません。 

（３）提案募集に参加する者は、優先交渉事業者決定後において、この実施要領等の

内容について、不明または錯誤等を理由に異議を申し立てることはできません。 

（４）提出された提案書の著作権は、提案の採否に係らず、提案書を提出した事業者

に帰属します。ただし、当市が公表等に必要と判断した場合は無償で使用及び修

正する権利を持つものとし、提案書を提出した事業者は著作者人格権を主張しな

いものとします。なお、提出書類は本業務以外の目的で使用することはありませ

んが、提案書は「藤沢市情報公開条例」に基づき情報公開の対象となります。 

 

 

 

以 上   


