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千葉市動物公園入園等に係るオンラインチケットシステム導入業務 

企画提案（プロポーザル）募集要項 

１ 趣旨  

千葉市（以下、「発注者」という。）においては現在、千葉市動物公園の使用料を徴収する

手段が窓口での収納のみとなっています。そのため、繁忙期には入園料等を支払うために 30

分を超える行列が窓口に発生しています。本プロポーザルにおいてオンラインでの使用料

の収納手段を整備することにより、来園者の利便性向上に寄与した運営管理ができるよう、

高い技術力と豊富な実績を有する事業者を募集します。 

 

２ 業務の概要 

千葉市動物公園入園等に係るオンラインチケットシステム導入業務 

① 業務内容   別紙仕様書のとおり 

② 履行期間   契約日から令和５年３月３１日まで 

③ 想定利用人数  約３８，０００人（年間） 

 

３ 参加資格 

応募をする者は、次のいずれにも該当する者であることとします。 

（１） 法人その他の団体であること（株式会社、任意団体等組織形態は問わない）。 

（２） 千葉市外郭団体指導要綱に定める市の外郭団体（株式会社を除く）でないこと。 

（３） 市の入札参加資格に関し、指名停止が行われていないこと（現に入札参加資格を有

するかは問わない）。 

（４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、一般

競争入札等への参加が制限されている者でないこと。 

（５） 千葉市税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（６） 千葉市税の特別徴収義務者にあっては、特別徴収を実施していること。 

（７） 債務超過でないこと。 

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが行われてい

ないこと。 

（９） 当該団体又はその役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代

表者又は管理人を含みます。）が、千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例

第３６号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等又は

第９条第１項に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（１０） 令和４年４月１日の時点で、過去５年間において他動物園、水族館、博物館等社

会教育施設またはレクリエーション施設（年間２０万人以上の利用実績をもつ）

において、本業務と同種のシステム（来園者等からオンライン上で使用料等を徴
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収・管理するシステム）の運用実績を有すること。 

 

４ 参加手続き 

（１）スケジュール  

 内容 日程 

① 募集要項の公表 令和４年９月１６日（金） 

② 質問書受付締切 令和４年９月２６日（月） 

③ 質問書への回答 令和４年９月２９日（木） 

④ 参加申込期限 令和４年１０月７日（金） 

⑤ 参加通知 令和４年１０月１１日（火） 

⑥ 提案書受付期限 令和４年１０月１２日（水） 

⑦ プレゼンテーション 令和４年１０月２７日（木） 

⑧ 選定結果通知 令和４年１０月下旬～１１月上旬 

⑨ 委託契約締結 令和４年１１月上旬頃 

 

（２）内容に関する質問 

   本募集要項及び仕様書の内容について不明な点が生じた場合は、下記により質問し

てください。 

 ア 受付期間 

   令和４年９月１６日（金）～令和４年９月２６日（月） 

 イ 質問方法 

   下記メールアドレスに電子メールで送信してください。なお、持参、郵送、FAX、

電話、口頭での質問は一切受け付けません。電子メールの件名は「企画提案質問書」

とします。 

 ウ 提出先 

   千葉市都市局公園緑地部動物公園 

   E-mail：dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 

 エ 提出書類 

   質問書（様式４号） 

 オ 質問に対する回答 

   質問及び回答については、令和４年９月２９日（木）午後５時までに市ホームペー

ジに公開します。なお、質問の回答内容については、本募集要項の追加又は修正とみ

なします。 

（３）参加申込 

  企画提案に参加を希望する者は、下記のとおり必要書類を提出してください。 

ア 提出期限 
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 令和４年１０月７日（金）午後５時まで（必着） 

 なお、郵送の場合は締切日に必着のこと 

イ 提出場所 

 〒２６４‐００３７ 千葉市若葉区源町２８０番地 

   千葉市都市局公園緑地部動物公園管理事務所（管理班） 

ウ 提出書類 

① 様式１号：企画提案参加申込書 

② 様式２号：会社概要（会社のパンフレットでの代用可） 

③ 様式３号：誓約書 

④ 直近１年間における貸借対照表 

エ 提出部数 

 正本１部 

（４） 企画提案書の提出 

ア 提出期限 

令和４年１０月１２日（水）午後５時必着 

イ 提出方法 

持参又は郵送とします。郵送の場合、提出期限までに必着のこと。事故等による未

着について当園では責任を負いません。 

ウ 提出先 

  〒２６４‐００３７ 千葉市若葉区源町２８０番地 

     千葉市都市局公園緑地部動物公園管理事務所（管理班） 

エ 提出書類 

① 企画提案書（以下 a.～ｄ.を除き書式は定めません。ただし、A4版、横書きにて

作成。下記の項目について、具体的に記述してください。） 

a. 同種業務等の実績（システム導入業務）※様式６に記入 

b. 統括責任者の業務実績（システム導入業務）※様式７に記入 

c. 業務従事者の業務実績（システム導入業務）※様式８に記入 

d. 業務の実施体制（システム導入業務）※様式９に記入 

e. 研修について 

f. スケジュール 

g. オンラインチケットシステム構成図 

h. 操作性 

i. 入園管理システムとの互換性 

j. バージョンアップへの対応 

k. データの確認、市へ提供しうるデータ内容（ただし仕様書（４（４）ウ

（ⅳ））のとおり、個人情報は特定できない形での提供とする） 
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l. サポート体制（来園者および職員それぞれについて） 

m. 機器調達の必要性（別紙：入園管理システム機器 のほかに調達が必要な

場合、機器の使用及び見積もりを記載） 

n. 手数料及び利用できる決済方法について(対応可能な決済方法、初期費用、

研修費用、月額固定費、システム利用料、キャンセル手数料等（市の都

合）、アカウントの維持にかかる費用など、必要となる諸経費については漏

れなく記載してください) 

o. 情報セキュリティ対策について 

p. 取得する個人情報の項目 

（チケット購入にあたり、会員登録が必須であるかどうか、また、取得す

る個人情報について全て記載してください。そのうち、決済行為を行う上

で必要最低限な個人情報については、必ず明示してください） 

q. 保守対応（同種業務の実績、統括責任者の実績、業務実施者の実績、業務

の実施体制、保守内容、操作方法の問い合わせ及び障害等への対応、バッ

クアップの取得については必ず記載してください） 

※様式６～９を活用してください。 

r. 消耗品に係る諸経費（想定される物があれば、メーカー、型番、単価を記

載してください。任意提案の内容も反映させてください） 

s. 購入者のデータを活用した、誘客に関する具体的な提案 

t. その他、任意の提案事項（仕様書に定める付加価値のほか自由提案） 

 

①  企画書の電子データの形式 

Microsoft Word形式、Microsoft Excel形式、Microsoft PowerPoint形式又は

PDF形式 

②  業務実施に係る見積書及び積算内訳書（金額は消費税抜き） 

積算内訳書は作業ごとの内訳を記載してください。 

オ 提出部数 

   正本１部（押印してください） 

   副本８部（押印無し、社名が特定できないようにしてください） 

   電子データは CD-R １枚 

（５）プレゼンテーション（選考委員会） 

 ア 日時 

   令和４年１０月２７日（木）午前１０時頃開始 

   ※参加申込の受付後に開始時刻をご案内します。 

 イ 場所 

   千葉市若葉区源町２８０番地 
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   動物公園管理事務所２階 

   又は 

   千葉市中央区千葉港１－１ 

   千葉市役所周辺 

   ※参加申込の受付後に場所をご案内します。 

 ウ 内容 

企画提案書の内容について、１社あたり１５分以内のプレゼンテーション及び１０

分程度の質疑応答により実施します。 

提案者が選考委員会に出席できる人数は３名までとし、提出した企画提案書一式の

データをパソコン、モニターを使用して説明してください。追加の資料は認めませ

ん。 

※イメージしやすくするため仮のシステム画面を映した下記４項目のデモンスト

レーションを必須とします。 

 １．来園者がチケットを購入し、使用する。 

（入園券のみ、入園券とベビーカーのセット券、無料券の最低３種） 

 ２．来園者が購入したチケットの日付を変更する。 

 ３．来園者が購入したチケットをキャンセルする。 

 ４．職員がチケットの購入数を確認する。 

※モニターと HDMIケーブルは市側で準備します。 

（６）選考結果の通知について 

 ア 通知日 

   令和４年１０月下旬～１１月上旬 

 イ 通知方法 

   企画提案書の提出者全員へ電子メールで結果を通知し、市ホームページで公表しま

す。 

 

５ 事業者選定 

（１）業務実施能力、企画提案内容を総合的に勘案し、順位付けを行い、上位の者から順

に予算額の範囲内で最大２者を締結先候補者として決定します。 

（２）選考方法 

 ア 審査員 

   市で設置する選考委員会 

 イ 審査方法 

   各選考委員が次の審査基準に基づいて、提出されたすべての企画提案書及び別途実

施するプレゼンテーションをもとに選考します。 

   なお、審査結果に関する異議の申立ては受け付けません。 
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（３）審査基準 

   選定に係る評価項目等は次のとおりとします。 

 

 

 

・ 委員全員の合計点が５割以上に達した者を選定の対象とします。参加申込者が１者の

みの場合も同様とします。 

・ 審査項目のうち、「任意提案」の項目を除き、委員のうち二人以上が０点をつけた項目

がある場合は失格も含めた協議の対象とし、委員全員が０点をつけた項目がある場合

は失格とします。 

・ 委員全員の合計点が最も高い提案者およびその次点の提案者を契約締結候補者としま

す。 

・ 審査の結果、合計総評価点が同点になった場合は、委員の合議により決定します。 

 

 

審査項目 審査項目 評価のポイント 配点

同種業務の実績 ・同種のシステムの構築、運用実績を有するか(様式6) 5

実施体制
・業務を円滑に行うための実施体制が整っているか(様式9)
・経験・実績がある者を配置しているか(様式7、8)
・操作研修の体制は整っているか

5

スケジュール ・無理のないスケジュールとなっているか 5

業務の理解度
・仕様の内容を十分に理解しているか
・動物公園の現状をよく理解しているか
・必要な機能をすべて満たしているか

5

操作性
・来園者が購入しやすく、使用しやすいものとなっているか
・有効期限など必要事項の記載が明確か
・職員が管理運営しやすく、導入前と比べて工数が多くかかるものではないか

20

拡張性 ・新たな券種の追加や料金改正、入園管理システムとの連携など拡張性を有しているか 5

データ利用
・購入者数などのデータを容易に呼び出すことが可能か
・誘客ミーティングのために提供できる、入園者傾向等の分析の基礎データ内容

10

サポート体制 ・来園者の問い合わせに対し、十分な体制を敷いているか 10

機器調達 ・入園管理システムの機器を利用可能で、新しい機器を調達する必要が無いか 15

25

情報セキュリティ
・機密性・安全性・可用性を確保するために十分な対策が取られているか
・個人情報の取得は最低限に抑えられているか

10

運用保守

・同種の保守実績を有するか、業務を円滑に行うための実施体制が整っているか、
　経験・実績がある者を配置しているか(様式6～9)
・障害時の即座の対応が可能か
・消耗品等のランニングコストが発生しないか

5

プロモーション ・購入者のデータを活用した、誘客に関する具体的な提案 10

任意提案 ・仕様書の付加価値について検討されているか 10

業務遂行の体制

具体的な業務内容

手数料の支払

・手数料の料率は妥当か
・月額固定費が低く抑えられているか
・来園者都合でのキャンセル料が発生するか、その料率
・初期費用は低く抑えられているか

その他
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６ 契約 

（１） 選考により最優秀提案者と決定した者を契約締結先候補とし、詳細な業務内容及び

契約条件について協議・合意した後に、契約を締結します。なお、協議の結果、企

画の一部を変更する場合があります。 

（２） 前項の交渉が不成立の場合には、次点以下の提案者と交渉を行い、契約締結します。 

（３） 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の金額とします。ただし、千葉市契

約規則第２９条各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部の納付を免除します。 

 

７ その他 

（１） 書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

（２） 提出書類の作成に係る費用は、すべて参加者の負担とします。なお、提出された書

類は返却しません。 

（３） 採択された企画提案書の著作権は市に帰属するものとします。 

（４） 企画提案書や選考結果（不採用となった参加者の名称、審査結果を含む）は、第三

者から公文書開示請求があった場合、原則として開示の対象とします。ただし、本

企画提案選考期間は、千葉市情報公開条例（平成１２年条例第５２号）第７条の規

定に基づき、開示の対象としません。 

（５） 本企画提案に関連し、知り得た情報については、市の承諾を得ることなく、第三者

に漏らしてはなりません。 

（６） 市は、提出書類及びその内容を本業務以外に無断で使用しません。 

（７） 企画提案書の提出後、市の判断により、ヒアリングによる内容の確認、補足資料の

提出を求めることがあります。 

（８） 企画提案書の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うこととします。 

（９） 本企画提案に関して、追加すべき情報があった場合には、市ホームページに記載す

るものとします。 

 

８ 問い合わせ先 

 千葉市都市局公園緑地部動物公園管理事務所（管理班） 

 〒２６４‐００３７ 千葉市若葉区源町２８０番地 

 TEL：０４３‐２５２‐７５６６ 

 FAX：０４３‐２５５‐７１１６ 

 E-mail：dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 


