「イランカラプテくしろさっぽろ国体」スケート競技会・アイスホッケー競技会
服飾製作に係る企画提案募集要項
１

目 的
第 74 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会釧路市実行委員会（以下、「市実行
委員会」という。
）が、第 74 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会（以下、
「イラ
ンカラプテくしろさっぽろ国体」という。
）の大会運営者が着用する服飾の製作事業者を選定するために必要
な事項を定めるものです。

２

業務名
「イランカラプテくしろさっぽろ国体」服飾製作業務

３

募集内容
「イランカラプテくしろさっぽろ国体」服飾製作に係る仕様等の企画提案
(1) 品目・数量（数量は、今後変更する場合があります。
）
品目
特記事項
数量
コート
大会役員、競技役員、実施本部員が着用 約７００着
するもので、複数の色分けが可能なデザ
イン
ショートコート
競技補助員が着用するもので、複数の色 約１３０着
分けが可能なデザイン
ウィンドブレーカー
実施本部補助員等が着用するもので、複 約２２０着
数の色分けが可能なデザイン
キャップ
スピード競技役員・補助員が着用するも 約２００個
ので、複数の色分けが可能なデザイン
(2) 共通仕様条件
ア 一般観覧者との識別が図られ、大会運営者であることが判別しやすい「イランカラプテくしろさっぽろ
国体」にふさわしいデザインであること。
イ 「イランカラプテくしろさっぽろ国体」のテーマ・スローガン・シンボルマークを使用した大会専用ワ
ッペンをデザインし、服飾に取り付けること。
（シンボルマーク等のデザイン素材データは市実行委員会
が提供する。
）
ウ 公益財団法人日本スポーツ振興センターが指定するロゴマーク（デザイン素材データは市実行委員会
が提供する。
）を、服飾に取り付けること。
エ 提案する服飾はオリジナル品とすること。
(3) 品目毎の仕様条件
ア コート、ショートコートは、会場地の気候や屋外での使用を鑑み、防寒・耐久・耐水（撥水）・保湿・
発熱・吸湿・速乾などの機能に優れていること。
イ コート、ショートコート、ウィンドブレーカーは、セーター等の上から着用できる長袖タイプとする
こと。
ウ コート、ショートコートは、競技の特性を理解し競技役員及び競技補助員が必要とする収納用ポケッ
ト等や、収納または取り外しが可能なフードを取り付けること。
エ キャップは、フリーサイズとし、耳当て付きとすること。
(4) 単価（税込）の上限額
ア コート
１２，０００円
イ ショートコート
６，０００円
ウ ウィンドブレーカー ３，０００円
エ キャップ
１，５００円

４

企画提案参加者の資格
参加者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。
(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申し立てをしている者、若しくはなさ
れている者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき民事再生手続開始の申し立てをしてい
る者、若しくはなされている者（更正手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者は除く。）でないこと。
(3) 釧路市暴力団排除条例（平成 24 年釧路市条例第 33 号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号
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に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(4) 釧路市内で業務遂行のために行う打合せに参加できる者であること。
(5) 過去に冬季スポーツ大会での同規模以上の納入実績があること。
５

企画提案の参加申込
本企画提案に参加を希望する場合は、次のとおり書類を提出してください。
(1) 提出書類
イランカラプテくしろさっぽろ国体服飾製作に係る企画提案参加申込書（様式第１号）
(2) 提出期限
平成30年８月13日（月）午後５時（必着）
(3) 提出場所
「12 提出先及び問い合わせ先」
(4) 提出方法
ＦＡＸまたは電子メールにて提出してください。なお、提出後は必ず提出先へ電話をし、ＦＡＸまたは
電子メールが受信されていることを確認してください。
(5) そ の 他
参加申込書の提出後に参加を辞退される際は、辞退届（様式任意）を提出してください。

６

企画提案書の作成
企画提案書は、別添「留意事項及び提案内容」を熟読の上、審査項目に沿って、次のとおり作成してくだ
さい。
(1) 企画提案書の用紙は、原則としてＡ４判用紙を使用することとし、Ａ３判用紙を使用する場合には、Ａ
４判サイズに折りたたんでください。なお、枚数に制限はありませんが、提案内容は簡潔・明瞭に記載し
てください。
(2) 企画提案書の様式は任意としますが、記載順序は「８ 服飾製作事業者の審査方法等」の審査項目ア～
カの順番で提案してください。また、
「第 74 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競
技会服飾製作委託業務に係る企画提案書」（様式第２号）を添付してください。
(3) それぞれの製品については、複数の提案も可能とします。

７

企画提案書の提出手続
次のとおり提出してください。
(1) 提出書類
ア 企画提案書の鑑（様式第２号）
イ 会社概要
ウ 企画提案書10部（正本１部、副本９部）
(2) 提出期間 平成30年８月16日（木）から８月27日（月）午後５時（必着）
(3) 提出場所 「12 提出先及び問い合わせ先」を参照
(4) 提出方法 郵送又は持参
(5) 費用負担 提出書類の作成、提出にかかる諸費用は、提案者の負担とします。

８

質問受付及び回答
(1) 本書について質問がある場合は質問書(様式任意)を作成し、平成 30 年８月 22 日（水）午後５時ま
でに市実行委員会事務局に電子メールにより提出してください。
（送信後は電話で報告すること）
(2) 質問は当該業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るものとし、他の事業者からの提案状況や企
画内容等にはお答えできません。
(3) 質問の回答は、企画提案参加者全員に質問内容を含め電子メールで送信します。
(4) 質疑応答内容は、本要項の追加及び更新とみなします。

９

服飾製作事業者の審査方法等
(1) 審査
提出された企画提案書の内容を次の審査項目に沿って公正な審議を行い、最も優れた提案を
行った者を服飾製作事業者（以下「選定メーカー」という。
）として選定します。
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審査項目
ア

過去の実績

イ

製作体制

審査の観点
①過去に同様の製作業務が円滑に遂行できていたか。

①受注後、確実に製作できる体制となっているか。
②計画通り納期までに納品できるか。（納期：平成31年1月上旬）

ウ

服飾の仕様
＜デザイン＞

①「イランカラプテくしろさっぽろ国体」にふさわしいデザインとなってい
るか。
②識別がしやすいデザインとなっているか。
③各品目が統一のとれたデザインとなっているか。
④服飾に取り付けるワッペンには、テーマやシンボルマーク等のデザイン
が配置されているか。

エ

服飾の仕様
＜機 能＞

①防寒・耐久・耐水（撥水）
・保湿・発熱・吸湿・速乾などの機能が優れて
いるか。
②収納ポケットなど使いやすさが工夫されているか。

オ

服飾の仕様
＜サイズ＞

カ

その他

①サイズの品揃えは豊富か。
①各品目の単価は、上限金額以下となっているか。

(2) プレゼンテーションの開催
ア 開催日時 平成30年９月５日（水）午後１時30分～
イ 開催場所 釧路市役所３階 大会議室
ウ 費
用 プレゼンテーション参加のための諸費用は、参加事業者の負担とします。
エ そ の 他 プレゼンテーションは企画提案書に沿って行うものとし、企画提案書とは別に
Microsoft PowerPoint等を用いた資料を使用する場合は、印刷した当該資料10部を審査委
員会当日までに提出してください。スクリーン、プロジェクターは当方で用意しますが、
パソコン等は参加者で用意してください。
なお、各事業者の説明時間は10分間とし、説明終了後に５分程度の質疑応答時間を設けま
す。
(3) 審査結果の通知
審査結果は、平成 30 年９月上旬（予定）
、企画提案書の提出者全員に書面で通知します。
企画提案書の提出者は、審査結果を通知した日から起算して７日以内に、釧路市実行委員会事務局に対し
て審査点数及び審査結果の開示を求めることができます。受付方法は電子メール（電話で確認すること）又
は郵送によることとします。
10

発注仕様書について
製品を発注する際、市実行委員会が作成する発注仕様書は、選定メーカーが提出した企画提案書をもとに
作成しますが、別途必要と認められる場合には、選定メーカーとの協議により最終的に決定します。
なお、協議が整わない場合は、審査結果において総合評価が次点の提案者と協議することとなります。

11

12

製品の発注
市実行委員会が、選定メーカーと協議して決定された発注仕様書に基づき、釧路市物品等入札参加資格者
名簿に登載された業者を対象とした競争（入札）により決定した業者を納入業者とし、選定メーカーが製作
する製品を発注することとします。
納
期：平成 31 年 1 月上旬（市実行委員会が指定した日）
納品場所：市実行委員会が指定した場所
提出先及び問い合わせ先
第 74 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会釧路市実行委員会事務局
担当：阿部 （釧路市教育委員会生涯学習部国体推進室内）
〒085-0037 北海道釧路市柳町 1 番 1 号
ＴＥＬ ０１５４－６５－１５８４
ＦＡＸ ０１５４－６５－１７４３
E-mail ko-kokutai@city.kushiro.lg.jp
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