
商品プロモーション事業（特産品開発及びプロモーション支援事業） 

提案募集要綱 

１ 募集の趣旨 

市産品、特産品等を生産している市内事業者に対し、商品開発や既存商品のブラッシュアップ支援、新たな

販路構築への取り組み方など専門的見地から支援することで市内事業者の意識改革、経営スキルの向上、商品

開発意欲の促進等を図り、また、支援した事業者の商品や新たな市産品のプロモーションを併せて展開するこ

とで、うるま市の物産の魅力を発信し、本市への誘客並びに市産品の消費拡大による地域産業の活性化を目的

とする。 

 

２ 参加資格 

 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

 (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項の規定に該当しない者であること。 

 

 

 
 
 (２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する者でないこと。 

(３) うるま市の地域資源や特産品の現状を熟知し、また商品開発や販路開拓等に関してこれまでに支援実

績がある等、本事業の遂行に必要な関連知識を十分理解しているともに、事業を的確に遂行するに足る

能力、組織、人員等を有していること。 

 (４) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有して

いること。 

 (５) うるま市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

(６) 法人税、市県民税、消費税及び地方消費税を滞納しない者であること。 

(７) 沖縄県内に本社又は支店等を設置し、委託業務の実施にあたっては、正副２名以上の担当者を配置し

必要時に事務局と速やかに連携を行うなど、本業務を円滑に遂行することができる運営体制が整備され

ていること。 

(８) 応募は単独に限らず共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

① 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

② 共同企業体を構成する全ての事業者は、応募資格(１)、(２)、(４)、(５)、(６)の要件を満たす者

であること。 

③ 共同企業体を構成する事業者のいずれかが、応募資格 (３)、 (７)の要件を満たす者であること。 

 

３ 提案内容の要件 

 別添「商品プロモーション事業（特産品開発及びプロモーション支援事業）仕様書」を参照すること 

 

４ 募集要綱等の配布 

(１) 配布期間  令和元年 5月 8 日（水）～ 令和元年 5 月 21 日（火） 

(２) 配布場所  うるま市経済部商工労政課 

   ○※  ［うるま市ホームページ］－［各課の案内］－［商工労政課］からも入手可。 

 

５ 提出物 

 (１) 応募申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式１】 

(２) 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式２】 

○参  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 

普通公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能

力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 



(３) 会社概要表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式３】 

(４) 積算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式４】 

  ① 直接人 件費 

   ○※  原則として、応募者の給与規定等に基づく給与単価（日額又は時給）を基準として積算すること。 

  ② 直 接 経 費（旅費、謝金、使用料及び賃借料、印刷製本費、消耗品費用等） 

  ③ 一般管 理費（「(直接人件費＋直接経費)× 一般管理費率」で算出すること） 

   ○※  一般管理費率は、１０％もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とする

こと。ただし、特殊要因等がある場合は、協議のうえ一般管理費率を決定するものとする。 

   一般管理費率＝（『販売費及び一般管理費』-『販売費』）÷『売上原価』×100 

【特殊要因の具体例】 

・ 業種特有の理由により、当該業種において相対的に一般管理費率が１０％よりも高い場合 

・ 一事業者における一般管理費率が過去複数年にわたり１０％よりも高い場合（３カ年を一つの目安とする。） 

○※  損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算をおこなう。 

ただし、『販売費（販売促進のために使用した経費（例：広告宣伝費、交際費等））については、決

算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売

費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』

を採用する。 

  ④ 消費税相当額 

   ○※  旅費、使用料等の単価に既に消費税が含まれている場合には、消費税相当額を除いた上で経費を

計上すること。 

(５) 実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式５】 

(６) 委託事業のスケジュール表 ・・・・・・・・・・・・・・ 【様式６】 

(７) 実績書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式７】 

 (８) 添付書類 

① 定款（法人のみ） 

② 全部事項証明書又は登記簿謄本 

③ 所在する市町村の納税証明書（完納証明書） 

④ 財務諸表（直近 1カ年の貸借対照表及び損益計算書） 

○※  各種証明書は 3カ月以内に発行されたものを提出すること。 

 

６ 提出物の提出方法 

 提出物は、次により持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合には提出期限内に到着すること。 

 (１) 提出期限  令和元年 5月 24 日（金）午後 3 時迄（期限厳守） 

 (２) 提出場所  うるま市経済部商工労政課（〒904-2292 うるま市みどり町 1丁目 1番１号） 

 (３) 提出部数  

提 出 物 名 称 提出部数 留 意 事 項 

(１) 応募申請書 ・・・・・・・・・・・・・ 【様式１】 

(２) 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・ 【様式２】 

(３) 会社概要表 ・・・・・・・・・・・・・ 【様式３】 

(４) 積算書 ・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式４】 

(５) 実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・ 【様式５】 

(６) 委託事業のスケジュール表 ・・・・・・ 【様式６】 

(７) 実績書 ・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式７】 

各 10 部 

(1)【様式１】は、1 部のみ原本を提出

し、残りの 9 部はコピーでの提出も可

とする。 

(2) A4 版で印刷製本し、提出すること。 

(3) カラー等の企画書を提出する場合、

うち 3 部はモノクロでの提出も可と

する。 

(８) 添付書類 

  ① 定款（法人のみ） 

  ② 履歴事項全部証明書 

  ③ 所在する市町村の納税証明書（完納証明書） 

  ④ 財務諸表（直近 1カ年の貸借対照表及び損益計算書） 

各 1部 

(1) 共同企業体の応募の場合、構成する

全ての事業者について提出するこ

と。 

(2) ①及び④は、原本証明を行うこと。 

(3) ②及び③は、原本を提出すること。 

 



(４) 応募に係る質問 

   委託仕様書等に関して疑義がある場合には、質問書【様式８】に記入し、電子メールにより提出するこ

と。 

① 受付期限  令和元年 5月 21 日（火）午後 3時（期限厳守） 

② 提出場所  うるま市経済部商工労政課（メールアドレス iori-n@city.uruma.lg.jp） 

   ③ 提出方法  電子メールのみで受付致します。（※電話等での受付は致しません。） 

      ④ 回答方法  質問に対する回答は、速やかに質問相手方にメールで回答します。 

 

７ 審査 

 (１) 審査の方法 

   ア うるま市が設置する企画提案選定委員会において、各提案内容を審査し、優先順位を決定する。 

   イ 審査は、提出された５(１)～(８)の書類審査（第１次審査）及びプレゼンテーション（第２次審査）

によるものとする。 

   ウ 第１次審査通過者は最大３者までとし、その結果は令和元年 5月 31 日(金)頃に全応募者に対して文

書で通知する。 

エ 第２次審査の日程等は、令和元年 5月 31 日(金)頃に第１次審査通過者に対して文書で通知する。 

オ 第２次審査は、６(１)の提出期限までに提出された書類を基に行うものとし、提出期限後に提出さ

れた図や関係書類等は、審査の対象外とする。 

   カ 選定委員会は非公開で行い、審査経過及び審査結果に関する問い合わせ・異議等には一切応じない

ものとする。 

キ 第２次審査の結果は、第２次審査実施日から 10日以内に、第２次審査対象者に対して文書で通知す

る。 

ク 第２次審査において選定委員会が選定した者（以下「委託先候補者」という。）が辞退した場合、又

は市との委託に関する協議が整わなかった場合は、次順位の応募者を委託先候補者とする。 

   ケ 一定水準を満たした提案がない場合、該当者なしとする場合がある。 

 (２) 審査基準 

   選定委員会は、審査にあたっては主に以下の事項等について評価する。 

   ア 企画・運営・調整が適正に実施され、かつ予算や期限を遵守し、事業を確実に履行できる体制を有

しているか。 

   イ 提案内容が本事業の趣旨・目的に沿ったものであり、かつ計画性のある内容となっているか。 

ウ これまでうるま市または沖縄県内で特産品開発や販路開拓、プロモーションに関して支援実績があ

るかどうか。 

   エ 提案内容が、次年度以降の展開を見据えたものとなっているか。 

   オ 事業の効果が十分期待できる内容となっているか。 

    

 

８ 禁則事項 

応募者が、次のいずれかに該当するときは、その者は失格とする。 

(１) 参加する資格のない者が申請したとき 

(２) 所定の日時及び場所に書類を提出しなかったとき 

(３) 事実に反する申請や申請に関する不正行為があったとき 

(４) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(５) 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

(６) 虚偽の内容が記載されているもの 

(７) その他、予め指示した事項に違反したとき、及び応募者に求められる義務を履行しなかったとき 

 

 



９ 委託契約について 

 本事業は、国の沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であり、企画公募の効力は沖縄振興特別推進交付金

の交付決定後となる。また、国との協議の過程において、予算の変更・廃止等に伴う事業の中止・変更等が

生じる可能性がある。 

 

10 知的財産権の取り扱い 

受託者が、この委託業務の遂行により取得した報告書等に関する著作権は、原則としてうるま市に帰属する

ものとする。また当該事業の実施により得られた特許権等の知的財産権または著作権は、委託元である「うる

ま市」に帰属するものとする。 

 

11 その他 

その他詳細は、別添「商品プロモーション事業（特産品開発及びプロモーション支援事業）仕様書」による。 

 

12 問合先 

うるま市経済部商工労政課    担当：仲村 

 〒904-2292 うるま市みどり町 1 丁目 1 番 1号 

Tel 098-923-7634／Fax 098-923-7627／Mail  iori-n@city.uruma.lg.jp 


