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１．事業目的 

新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」においては、安全・安心のニーズの高ま

りやデジタルプロモーションの重要性が高まる等、ウィズ・コロナ、アフター・コロナにおけ

る観光のあり方、観光客の志向や求められるプロモーション手法に変化が現れることが予想さ

れる。 

本事業では、近年普及しつつある会話形式による自動案内機能「チャットボット」により、

スマートフォンや Web サイト上で、旅行前の情報収集や、旅行中におけるタイムリーかつ効果

的な情報収集を可能とする観光案内システムを構築及び運用することで、観光客の利便性や満

足度を高め、安心・安全を担保しつつ奈良市内での周遊促進及び消費喚起を図ることを目的と

する。また、長期的に奈良市における観光情報データの整備と効率的なデータ更新手法の確立、

及びその利活用による観光情報提供サービスの拡充等も視野に入れている。 

 

２．委託業務概要 

（１）業務の名称 

多言語観光案内システム構築及び運用業務 

（２）業務の内容 

別紙仕様書のとおり。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和３年３月３１日までとする。 

（４）上限金額（消費税及び地方消費税を含む。） 

総額１７,０００,０００円 

 

３．委託事業者選定方式 

多言語観光案内システム構築及び運用業務委託に係るプロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）で書類選考、プレゼンテーション及び審査委員会からのヒアリング結果を

踏まえ、奈良市観光協会長が決定する。 

 

４．スケジュール 

別紙１のとおり。 

 

５．参加資格要件  

プロポーザル参加者（企画提案書提出者）は、多言語観光案内システム構築及び運用業務仕

様書の内容を理解し、契約期間において、安全かつ円滑に事業を実施できるものとする。また、

以下に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

プロポーザルの参加は単独に限らず共同提案でも可とする。共同提案の場合は共同企業体（Ｊ

Ｖ）を結成し、幹事者を決める必要がある。なお、共同提案者は、複数のＪＶに所属すること

ができない。また、ＪＶに所属しながら単独で提案を行うこともできない。共同提案の場合に

おいても、各企業や団体等が、以下に掲げるすべての要件を満たすものとする。なお、参加申
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込書提出期間後に幹事者及び共同提案者を変更することはできない。 

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

者であること。  

（２）奈良県または奈良市の物品購入等に係る競争入札の参加資格に関する規定による競争入

札参加資格者においては、入札参加停止の期間中でない者であること。 

（３）国税及び地方税を滞納していない者であること。  

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」という。）第１７条の規定による

更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更

生事件（以下「旧更正事件」という。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和２７年

法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含

む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更

生手続開始の決定（旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた

者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみ

なす。 

（５）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条によ

る廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申

立てをしていない者であること。  

（６）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続開始の申立てをしていない者

又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受

けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立て

をしなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。  

（７）次に掲げるいずれの要件にも該当しない者であること。  

（イ）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはそのも

の及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（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。以下「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

（ロ）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団を言う。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していないこと。 

（ハ）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。  

（ニ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、または関与していないこと。 

（ホ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。  

（８）銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。 

 

６．失格事項  

次のいずれかに該当する場合は失格とする。  
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（１）前記５「参加資格要件」を満たさなくなった場合  

（２）見積書の金額が提案上限金額を超える場合  

（３）参加申込書提出期限までに提出資料が提出されない場合  

（４）２案以上の企画提案をした場合  

（５）提出資料に虚偽の記載があった場合  

（６）著しく信義に反する行為があった場合  

（７）契約を履行することが困難と認められる場合  

（８）企画提案書の記載内容が法令違反等著しく不適当である場合  

（９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

（10）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く。）  

 

７．募集要項等配布  

令和２年９月１４日（月）から令和２年９月３０日（水）までの間に、奈良市観光協会ホー

ムページからダウンロードする。  

 

８．質問受付  

提案書の作成に必要な質問がある場合は、令和２年９月１４日（月）から令和２年９月２４

日（木）までの平日午前９時から午後５時までの間に、様式第４号（質問書）で電子メールに

より後記１６「担当者」に送付すること。なお、質問受付期間後の質問は受け付けない。  

 

９．質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和２年９月２９日（火）午後５時までに電子メールで参加申込書提

出者（共同提案については幹事者）に送信する。 

 

１０．企画提案書等の提出 

プロポーザル参加希望者は、以下の書類を正本１部及び副本７部を提出すること。なお、参

加申込書の提出により、前記５「参加資格要件」を満たすことを宣誓したものとみなす。 

（１）提出内容 

以下の、「ⅰ、参加申込書等」と「ⅱ、企画提案書等」を提出すること。 

ⅰ、参加申込書等（次表「（２）提出書類」①～②） 

正本１部 

ⅱ、企画提案書等（次表「（２）提出書類」③～⑦） 

正本１部及び副本７部（計８部）。なお、正本には表面に透けないよう裏面に会社名を記載

し、副本には会社名、社員名を記載しないこと。 

No 区 分 様 式 記入に関する留意事項 

① 
参加申込書 第１号 提出年月日及び事業者の住所、称号（名称）、代表者

名・担当者名を記載し押印する。 
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② 

事業者概要書 第２号 資料提出日現在の実態について漏れのないよう記載す

る。共同企業体（JV）の場合は、共同企業体を構成する

事業者毎に記載する。 

以下の書類も添付すること 

①法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書。発行後３か月以

内のもの。複写物でも可。） 

②印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの。） 

③納税証明書（発行後３か月以内のもの。） 

ア．奈良市内の事業者の場合（奈良市外の事業者で市内に

支店・営業所を有するものを含む。） 

令和元年度及び令和２年度（若しくは、直近２年度分）

の法人市民税及び固定資産税の納税証明書（奈良市市民

税課で証明。複写物でも可。） 

イ．奈良市外の事業者の場合 

納税証明書（その３の３）（税務署で証明。複写物でも可。） 

※外出自粛要請等によって期限までに取得が困難な場合

は、写しによる提出も認める。ただし、取得可能な状況に

なり次第、原本を提出すること。 

③ 

類似業務受注実績書 第３号 本委託業務と同種又は類似業務の受注実績について記載

する。記載内容が確認できる書面（契約書等の写し）も

添付すること。 

④ 
業務実施体制表 任意様式 本委託業務を実施するにあたっての計画や各業務に従事

する人員体制を記載すること。 

⑤ 事業工程表 任意様式 本委託業務を実施するに当たっての工程表 

⑥ 
見積書 任意様式 令和２年度の事業見積書と、翌年度以降のランニングコ

ストを明示すること。 

⑦ 

企画提案書 任意様式 本委託業務を実施するにあたって仕様書に基づき貴社が

提案するシステムの概要や具体的な提案内容について記

載すること。システムの機能要件のほかに、貴社において

独自提案可能な内容があれば、それを提示すること。な

お、以下の項目に留意して記載すること。 

・全体の画面構成や操作性 

・シナリオの構成や作成プロセスについて 

・AI の有効活用 

・回答精度の改善についての取り組み 

・管理者機能（シナリオ編集・ログデータの保存や解析） 

・保守管理体制 

・運用コスト 
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（２）提出先  

後記１４「担当者」まで  

（３）受付期間 

ⅰ、参加申込書等（①参加申込書、②事業者概要書） 

令和２年９月３０日（水）正午まで（必着） 

ⅱ、企画提案書等（③類似業務受注実績書～⑦企画提案書） 

令和２年１０月５日（月）正午まで（必着） 

（４）提出方法  

持参または郵送 

（５）参加承認 

本プロポーザルの参加承認の可否の連絡は、参加申請書を提出した全ての事業者に通知す

る。 

（６）提出資料等作成上の基本事項 

ア．本プロポーザルは、委託業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるもの

であり、成果の一部を求めるものではないので注意すること。 

イ．仕様書の内容を踏まえ、事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に

記載すること。 

ウ．仕様書に以上の業務項目・内容が盛り込まれている場合は、そのアピールポイントが容

易にわかるように記載すること。 

 

１１．審査委員会 

（１）審査委員会開催日時・場所 

日時：令和２年１０月上旬～中旬頃予定 

場所：奈良市観光センター〈NARANICLE（奈良市上三条町23-4）内〉多目的スペース  

（２）審査方法  

ア．企画提案書提出者が多数のときは、書類審査を行い、プレゼンテーション審査を受ける

提案者を選考する場合がある。 

イ．プレゼンテーションは事業者の統括責任者が行うこと。  

ウ．審査は、書類審査、プレゼンテーション審査（約２０分以内）、ヒアリング（約１０分

程度）により行う。なお、審査の開始時間等詳細については別途連絡する。 

エ．企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、単純合計点数が高い

事業者より順に、交渉権第１位及び第２位となる事業者各１社を選定する。  

オ．審査内容及び結果についての異議は認めない。 

（３）審査内容  

ア．審査は、企画提案書提出者が本業務をどう理解し、どのような方針で進めようとしてい

るのか、企画提案書等により行う。審査委員会の求める基準に達しないときは、いずれ

の提案者も選定しない場合がある。  

イ．審査委員の採点の合計点数が同点の場合は、次の順序で上位の提案をプロポーザルの上
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位者とする。 

  ①加重科目の合計得点が上位の者 

  ②評価項目に最低点数の評価がない者 

 

１２．契約の締結  

（１）契約者の決定  

ア．交渉権第１位に選定された事業者と奈良市観光協会が協議し、企画提案書による内容を

基本として、業務の委託に係る仕様を確定させたうえで契約を締結する。この場合、交渉

権第１位に選定された事業者は速やかに契約が締結できるよう手続きを進めなければなら

ない。  

イ．交渉権第１位に選定された事業者が本業務の委託契約締結までの間に、前記６「失格事

項」のいずれかに該当した場合または該当していることが判明した場合は、交渉権第１位

に選定された事業者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。  

ウ．交渉権第１位に選定された事業者との契約が成立しなかった場合は、交渉権第２位に選

定された事業者に対し交渉権を与え、その者との契約が成立した場合は、当該事業者を受

託者として決定し、契約締結を行うものとする。 

エ．なお、交渉権第１位に選定された事業者に帰する理由により契約が成立しなかった場合

において、その辞退理由が正当でないと観光協会が判断した場合または契約不成立により

観光協会に著しい損害が生じる場合は、交渉権第１位に選定された事業者である事業者に

対して入札参加停止措置等を行うことがある。  

（２）契約金額   

契約金額は、提出された見積書（任意様式）の金額の範囲内とする。  

 

１３．留意事項  

（１）提出資料は、いかなる理由を問わず返却しないものとし、奈良市観光協会の責において

処分するものとする。また、奈良市観光協会はこれを本業務における審査以外では使用しな

い。なお、提出資料や選定結果（不採用となった団体の名称、審査結果を含む）は、奈良市

情報公開条例（平成１９年 奈良市条例第４５号）により情報公開の対象となる場合があ

る。  

（２）提出資料は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。  

（３）企画提案書で表明する内容については、実現可能性が低いものであってはならず、交渉

権第１位に選定された事業者であっても、業務目的が達成できない、またはその恐れがある

と認められる相当の理由がある場合には契約を締結しない場合がある。それに伴う提案者が

被る損害について、奈良市観光協会は一切責任を負わず、賠償しない。 

（４）企画提案書の作成等、本プロポーザルへの参加に要する費用は、すべて企画提案書提出

者の負担とする。  

（５）契約を締結することとなった場合、提出資料に記載された統括責任者等は、特別の理由

があると奈良市観光協会が認めた場合を除き、原則として変更できないものとする。 
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（６）当該事業者が提案した内容は、仕様書に規定されたものとみなし、本業務の実施に当た

って生じた著作権等（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）のすべての権

利は奈良市観光協会に帰属する。 

 

１４．担当者  

〒６３０－８１２２ 奈良市三条本町８－１ シルキア奈良２階 

公益社団法人 奈良市観光協会  中村 

TEL 0742－30－0230  FAX 0742－30－0231 

E-mail：kanri@narashikanko.or.jp 


