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平成 29年度福岡県 NPO・ボランティアセンター委託事業 

企画提案応募要項 
 

１ 趣旨  

福岡県 NPO・ボランティアセンター（以下「県」という）が実施する「平成 29年度

福岡県 NPO・ボランティアセンター委託事業」について、県との協働委託により事業

を実施する団体を募集します。 

事業実施に当たっては、県から別に定める事業仕様書を提示した上で、NPO 等から

企画提案を募集し、公開プレゼンテーションを含む審査を経て、県との協働委託に係

る契約候補者を選定します。 

 

２ 企画提案を募集する事業 （平成 29年度福岡県 NPO・ボランティアセンター委託事業） 

（１）クラウドファンディング支援事業 

   クラウドファンディングの効果的かつ適正な活用を促す事業の企画、広報、実施

全般 

（２）NPOと企業の協働促進事業 

   協働事例創出のためのセミナー、マッチングの企画、広報、実施全般 

（３）協働推進・マッチング支援事業 

   行政とのマッチング及び民間資金を活用した協働事業の可能性について調査・検

証の実施 

（４）ふくおか“できる”マーケット 

   NPOへの寄附や商品購入等の機会提供のための県民向け催事の企画、広報、実施全

般 

 

※各事業の詳細は、別紙事業ごとの仕様書のとおり 

 

３－１ 応募資格（上記（１）の事業）  

応募できる団体は、県内に事務所を有し、事業の連絡責任者が特定できる特定非営

利活動法人又は任意団体（法人格を有さない非営利団体）とし、それぞれ以下の全て

の用件を満たすものとします。ただし、公益法人及び社会福祉法人等の特別法による

法人、営利企業は除くものとします。 

なお、複数の団体が構成メンバーとなり、連携・協働して応募することも可能です。

この場合、全ての構成メンバーが本応募資格を満たしている必要があります。 

 

（１）特定非営利活動法人 

県内において、応募の日までに 1年間以上の活動実績を有すること。又はそれと

同等の活動実績があると認められること。なお、法人格を取得する前の任意団体と

しての活動を含む。 

 

（２）任意団体 

ア 不特定かつ多数のものの利益（公益）の増進に寄与する活動を行っていること。 
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イ 県内において、応募の日までに 1年間以上の活動実績を有すること。又はそれと

同等の活動実績があると認められること。 

ウ 組織の運営に関する規則（会則等）を有していること。 

エ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

オ 特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、又は反対すること

を目的としていないこと。 

カ 暴力団、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する団体のいずれかに該当する団体ではないこと。 

 

３－２ 応募資格（上記（２）の事業）  

企業の視点も有効であると考えられることから、本事業においては、３－１の応募

資格に加え企業も参加可能とします。 

ただし、企業については以下の要件を満たすものとします。 

 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の 4（一般競争入札の参加

者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

イ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 14年 2月 22日 13

菅達第 66号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者。 

ウ 委託業務に係るノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤を有していること。 

エ 暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。 

 

３－３ 応募資格（上記（３）の事業）  

企業の視点も有効であると考えられることから、本事業においては、３－１の応募

資格に加え、複数の団体が構成メンバーとなり、連携・協働して応募する場合には、

３－１の応募資格を満たす団体と、３－２の要件を満たす企業での参加も可能としま

す。 

 

３－４ 応募資格（上記（４）の事業）  

応募できる団体は、県内に事務所を有し、イベント企画・広告宣伝等サービス業者

(企業)、特定非営利活動法人又は任意団体（法人格を有さない非営利団体）とし、そ

れぞれ以下の全ての要件を満たすものとします。 

なお、複数の団体が構成メンバーとなり、連携・協働して応募することも可能です。

この場合、全ての構成メンバーが本応募資格を満たしている必要があります。 

 

（１）企業 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の 4（一般競争入札の参加

者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

イ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 14年 2月 22日 13

菅達第 66号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者。 

ウ 委託業務に係るノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤を有していること。 
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エ 暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。 

 

（２）特定非営利活動法人 

県内において、応募の日までに 1年間以上の活動実績を有すること。又はそれと

同等の活動実績があると認められること。なお、法人格を取得する前の任意団体と

しての活動を含む。 

 

（３）任意団体 

ア 不特定かつ多数のものの利益（公益）の増進に寄与する活動を行っていること。 

イ 県内において、応募の日までに 1年間以上の活動実績を有すること。又はそれと

同等の活動実績があると認められること。 

ウ 組織の運営に関する規則（会則等）を有していること。 

エ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

オ 特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、又は反対すること

を目的としていないこと。 

カ 暴力団、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する団体のいずれかに該当する団体ではないこと。 

 

 ※上記「３－１」から「３－４」までに示した応募資格がない者及び提出書類に虚偽

の記載をした者の提出した企画提案書は無効とします。 

 

４ 委託期間及び委託費  

企画提案にあたっての各事業の委託費の額（消費税及び地方消費税を含む）及び委

託期間は、下記のとおりとします。 

企画提案の際は、この額の範囲内で予算をご提示ください。なお、企画提案書にお

いてご提示いただいた予算は、契約候補者の選考に資するためのものであり、選考後、

必ずしも同額で契約するものではありませんので御了承ください。 

また、非課税事業者については、消費税額を積算する必要はありません（物品等に

ついては税込価格での積算が必要です）。 

 

 

 ※(3)協働推進・マッチング支援事業については、地方創生推進交付金を活用した事

業となっており、契約締結は、交付決定後（５月下旬以降）となります。また、当

該事業が交付金対象事業として不採択となった場合は、委託費が半額となりますの

で、ご了承ください。 

事 業 名 委託費（税込） 委託期間 

(1)クラウドファンディング支援事業 330千円 
契約締結の日から 

平成 30年 3月 30日まで 

(2)NPOと企業の協働促進事業 1,200千円 
契約締結の日から 

平成 30年 2月 28日まで 

(3)協働推進・マッチング支援事業 2,854千円 
契約締結の日から 

平成 30年 3月 30日まで 

(4)ふくおか“できる”マーケット 3,999千円 
契約締結の日から 

平成 29年 12月 28日まで 



 
- 4 - 

 

５ 応書書類  

企画提案の応募書類は下記（１）から（８）までを一式とし、応募書類の大きさ及

び規格は、日本工業規格 A4縦型とします。 

複数の団体が構成メンバーとなり、連携・協働して応募する場合は、代表団体が（１）

及び（２）を、全ての構成メンバーが（３）から（８）までを提出してください。 

 

（１）事業応募書（様式１） 

（２）事業企画提案書（様式２） 

（３）団体調書（様式３） 

（４）定款又はこれに代わるものの写し 

（５）直近１年間の事業報告書の写し又はこれに代わるもの（活動実績がわかる書類）

の写し 

（６）直近１年間の活動計算書（収支計算書）及び貸借対照表若しくは財産目録の写し

又はこれに代わるもの（財務状況がわかる書類）の写し 

（７）団体の目的等についての誓約書（様式４） 

（８）成年被後見人等に該当しないことを確認した旨の書面（様式５） 

（任意団体のみ） 

 

※応募書類（様式１～５）は、福岡県 NPO・ボランティアセンターホームページ「ふく

おか協働・生涯学習ひろば」（http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp）からダウンロード

できます。 

 

６ 応募手続  

応募は、（１）の募集期間内に、（２）の提出場所へ、（３）の提出部数を揃え、「５ 

応募書類」を持参又は郵送（募集期間内必着の書留郵便による）してください。 

 

（１）募集期間 

平成 29年 4月 3日（月）から平成 29年 5月 10日（水）※17時必着 

（２）提出場所 

福岡県 NPO・ボランティアセンター 

〒812-0046 

福岡市博多区吉塚本町 13番 50号 福岡県吉塚合同庁舎 5階 

（３）提出部数 

正本 1部、副本（正本の写し）3部の計 4部 

（４）応募に係る留意事項 

ア 応募に係る経費は全て応募団体の負担となります。 

イ 提出された書類は返還しませんので御了承ください。 

ウ 開示請求がなされた場合、提出された書類は、福岡県情報公開条例に基づき開 

示することがあります。 

エ 1団体当たり、1提案に限ります。 

オ 応募書類に虚偽の記載をした場合には失格とします。 
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７ 事業説明会  

（１）日時 

平成 29年 4月 12日（水）10時 00分より 

 

（２）場所 

福岡県 NPO・ボランティアセンター会議室 

福岡市博多区吉塚本町 13番 50号 福岡県吉塚合同庁舎 ５F 

 

（３）参加方法 

応募要項別紙「平成 29 年度福岡県 NPO・ボランティアセンター委託事業説明会参

加申込書」に必要事項を記入の上、下記へお申し込みください。 

なお、当日の受付も可能です。 

（４）質疑 

企画提案に係るご質問やお問い合わせについては、事業説明会内で質疑応答の時

間を設けるほか、e-mail又は FAXにて 4月 17日（月）まで受け付けます。回答内容

については、福岡県 NPO・ボランティアセンターホームページ「ふくおか協働・生涯

学習ひろば」（http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp）に追って掲載します。 

 

〔申込先：福岡県 NPO・ボランティアセンター〕 

Fax: 092-631-4413 

e-mail: nvc@pref.fukuoka.lg.jp 

 

８ 委託先の選定  

募集した企画提案のうち、応募要件等を満たし、かつ、事業の目的を満たしている

企画提案について、別途設置する外部有識者等による審査会において、公開プレゼン

テーションを含む審査を行い、最も評価の高い企画提案を提出した団体を契約候補者

とします。 

選定にかかる審査基準は次のとおりです。 

審査対象項目 審査基準（着眼点） 

提案内容 

・事業実施のねらいや課題の把握は明確で適切であるか 

・NPO等の専門性等を生かした独創性があるか 

・計画性や具体性があり、実現可能な内容か 

・協働で事業を実施することにより、行政が単独で行うよりも高い

効果が期待できるか 

・事業の目的達成に効果的な企画提案や、その他評価できる優れた

点（加点要素）はあるか 

業務遂行体制 ・事業を適切かつ確実に実施できる人員、体制を有しているか 

所要経費 ・各所要経費の積算は妥当なものか 
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９ 審査結果  

  5月 26日（金）頃に、福岡県 NPO・ボランティアセンターホームページにてお知ら

せする予定です。 

 

10 契約  

（１）契約締結に向けた協議 

県は、審査によって選考された契約候補者と事業内容について協議の上、福岡県

財務規則（昭和 39年福岡県規則第 23号）に基づき協働委託契約を締結します。 

なお、審査の結果をふまえて、提案内容の一部変更を求めることがあります。 

また、協議が不調に終わった場合は、次点の評価を得た団体を契約候補者とする

ことがあります。 

（２）委託費の支払 

原則精算払とします。 

ただし、受託団体の事業遂行能力と財政状況によっては、事前に一定の金額につ

いて概算払を行う場合もあります。 

（３）契約保証金 

契約に当たっては、原則として福岡県財務規則第 169条の規定により、契約金額

の 100分の 10以上を契約保証金として福岡県に納めていただきます。 

ただし、福岡県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合又は県との契

約実績等により、契約保証金が減免される場合があります。 

（４）再委託の禁止 

受託者は、県の承認を得ることなく委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委

託し、又は請け負わせることはできません。 

（５）協働委託契約の対象となる経費 

事業に必要な人件費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借

料、募集広告費、計画策定費、委託費等が対象です。 

（６）協働委託契約の対象とならない経費 

ア 行政による他の補助金等に採択されている事業は対象外とします。 

イ 受託団体のメンバーによる会合等の飲食費や定期会報の発行のような、今回応

募された事業と直接関わりのない経費については対象となりません。 

ウ また、備品の購入など団体の財産取得となる経費も対象となりません。 

（７）著作権 

本事業に係る印刷物等の著作権は福岡県に帰属します。 

 

11 事業完了報告  

事業完了後、速やかに事業完了報告書を提出していただきます。 

なお、事業に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状

況を明確にしておいていただく必要があります。 
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12 スケジュール  

（１）募集期間 

平成 29年 4月 3日（月）から平成 29年 5月 10日（水）17時まで 

（２）事業説明会 

平成 29年 4月 12日（水）10時 00分より 

（３）公開プレゼンテーション審査会 

平成 29年 5月 22日（月）予定 

（４）契約締結、事業開始 

平成 29年 6月予定 

 

13 お問い合わせ先（提出先） 

福岡県 NPO・ボランティアセンター 

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 13番 50号 福岡県吉塚合同庁舎 5階 

電話：092-631-4415 FAX：092-631-4413 

e-mail：nvc@pref.fukuoka.lg.jp 

 


