「第 9 回・第 10 回・第 11 回神戸マラソン」企画・準備・運営等開催業務及び
「第 12 回神戸マラソン」開催準備業務受託事業者の募集について
神戸マラソン実行委員会では、｢第９回神戸マラソン｣（平成 31 年 11 月 17 日(日)開催予定）、｢第 10
回神戸マラソン｣（平成 32 年 11 月 15 日(日)開催予定）、「第 11 回神戸マラソン」（平成 33 年 11 月
21 日（日）開催予定）に向けた開催業務及び「第 12 回神戸マラソン」開催準備業務を行う事業者を、
公募型プロポーザル方式により選定し、複数年（約３年）に渡って契約を締結するため、説明会を開催
します。
１

応募資格
次の（１）、
（２）をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体であること

（１） 平成 29・30 年度兵庫県又は神戸市の入札参加資格者名簿に登録がある者
（平成 30 年７月 13 日（金）までに同名簿に登録完了予定の者を含む）
ただし、入札除外措置の者、入札参加指名停止措置の者を除く。
（２）マラソンの企画・準備・運営等開催業務の受注実績がある者
２

応募手続き
電子メールにより会社名及び説明会への出席者を平成 30 年６月 14 日(木)17 時までに募集概要の

10 に記載の担当へ報告し、説明会に参加してください。
３

説明会

（１）日 時

平成 30 年６月 25 日(月) 午前 10 時～11 時

（２）場 所

神戸マラソン実行委員会事務局Ａ会議室
（神戸市中央区北長狭通 4-9-5

元町北会館７階）

（３）出席者

各社３名以内

（４）内 容

募集要項・仕様書等の配付及び説明

「第 9 回・第 10 回・第 11 回神戸マラソン」企画・準備・運営等開催業務及び
「第 12 回神戸マラソン」開催準備業務受託事業者 募集概要
１

委託業務名称
「第９回・第 10 回・第 11 回神戸マラソン」企画・準備・運営等開催業務及び「第 12 回神戸マラソ

ン」開催準備業務委託
２ 大会概要（予定） ※第 10 回・第 11 回神戸マラソンも同様の予定
（１）名 称 第９回神戸マラソン
（２）日 時 平成 31 年 11 月 17 日(日)開催予定（11 月第３日曜日） ９時スタート、16 時終了
（３）コース 神戸市役所前スタート → 明石海峡大橋の西方（垂水区西舞子）折り返し →ポートア
イランド（市民広場付近）フィニッシュ
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（４）種 目 マラソン（42.195 ㎞）
（５）定 員 ２万人
（６）ランナー受付・EXPO 平成 31 年 11 月 15 日(金)、16 日(土)開催予定
３

目的
平成 23 年に始まった神戸マラソンは、昨年の第７回大会終了後、国際陸上競技連盟（IAAF）によ
る世界の主要ロードレース格付けにおいて、第８回大会の「ブロンズラベル」を取得しました。これ
により、世界から注目される大会の１つとなり、①海外エリートランナーの招聘をはじめとするさら
なる競技性の向上、②海外からの参加者の獲得、③国内・海外・エリートランナー・一般ランナーを
問わない、すべてのランナーに対するホスピタリティの向上などが喫緊の課題となっています。
これらの課題を踏まえ、「これからの神戸マラソンの在り方」に係る提言を踏まえた「中期計画」
（別紙参照）が作成され、第 10 回大会までに達成すべき目標を実現するための具体的方策が示され
ました。
この中期計画を受け、第８回大会（平成 30 年 11 月 18 日(日)開催）では、ブロンズラベル取得大
会としてふさわしい大会運営を実施します。
また、第９回大会では、中長期的視点を踏まえた満足度や注目度を高め、節目となる第 10 回大会
では、第 10 回記念となる各種行事・取り組みを実施し、第 11 回大会では、10 回大会までの取り組み
をさらに発展させ、「『する・みる・ささえる』が一つになった『オンリーワン』の都市型マラソン」
を目指します。
将来に渡り、魅力的で持続性の高い大会とするため、中期計画を踏まえた創意・工夫に満ちた斬新
で魅力的な企画提案を募集し、提案内容が実現可能かつ最も優秀な事業者を選定し、業務委託契約を
締結します。

４

委託期間
契約締結日から平成 32 年３月 31 日まで
※

①今回の提案には、中長期的視点を踏まえた「する・みる・ささえる」人の満足度や注目度を
高める企画の検討など関係機関や沿道との調整に一定期間を要する内容が想定されるため、②複
数年契約による受託事業者の効率的な運営を可能にするため、平成 32 年４月１日から平成 33 年
３月 31 日、平成 33 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの契約についても、契約締結日から
2020 年３月 31 日までの受託事業者と締結します。ただし、当該受託事業者の責に帰さない場合
を除き、契約締結日から平成 32 年３月 31 日までの契約に係る企画提案の内容について、履行遅
滞がある場合又は契約内容の全部もしくは一部の不履行がある場合には、当該期間に引き続く委
託契約を締結しないことがあります。
※ 必要に応じて、平成 32 年４月１日から平成 33 年３月 31 日、平成 33 年４月１日から平成 34
年３月 31 日までの契約に係る仕様内容の見直しを行うことがあります。
※ 兵庫県、神戸市の平成 31 年度、平成 32 年度、平成 33 年度の予算措置状況や協賛の獲得状況
によっては、平成 31 年度以降の委託契約に係る委託期間については、本概要に定める限りでは
ありません。（以下の「契約金額」、「委託内容」についても同じ）
５

提案上限金額（仕様確定に伴い変更する場合あり）
430,000,000 円（契約締結時の消費税及び地方消費税を含む）
※ 「第 10 回・第 11 回神戸マラソン」企画・準備・運営等開催業務に係る金額も同程度を想定し、
協議により決定します。
※ 協賛金・物品・役務の獲得に係る成功報酬は、説明会参加業者に対し別途お知らせします。
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６

委託内容（概要）
第９回神戸マラソン企画･準備･運営等開催業務
※第 10 回・第 11 回神戸マラソンについても、第９回大会から連続・発展性のある企画･準備･運営
等開催業務として委託予定
① 中長期的視点を踏まえた「する・みる・ささえる」人の満足度や注目度を高める企画（仕掛け）
※ 大会テーマ「感謝と友情」を踏まえ、３つのコンセプト「チャレンジマインド」「ホスピタ
リティマインド」「ボランティアマインド」を具現化すること。
② 第９回神戸マラソンの開催に係る全体統括・調整に関すること
（受託事業者以外の事業者との調整を含む）
③ 大会の広報に関すること
④ 大会運営に関すること
⑤ 競技運営に関すること
⑥ 医事・救護に関すること
⑦ 安全対策に関すること
⑧ エントリー・記録処理に関すること
⑨ ボランティアの運営に関すること
⑩ 大会終了後のデータ収集に関すること
⑪ 協賛・スポンサーに関すること
⑫ ＥＸＰＯ・公式行事・関連イベントに関すること
⑬ その他

７ スケジュール
（１）説明会の開催
（２）質問の受付・回答
（３）参加表明書の提出
（４）企画提案書等の提出
（５）プレゼンテーション・審査
（６）受託候補者の決定
（７）契約の締結・業務開始

平成 30 年６月 25 日(月)
平成 30 年６月 25 日(月)～６月 29 日(金)〔随時回答〕
平成 30 年６月 25 日(月)～７月 13 日(金)
平成 30 年７月 13 日(金)～８月 20 日(月)正午
平成 30 年８月中・下旬
平成 30 年８月中・下旬
平成 31 年１月以降

８

プレゼンテーション・審査
企画提案書等の内容についてプレゼンテーションを実施し、神戸マラソン実行委員会が設置する
『「第９回･第 10 回・第 11 回神戸マラソン」企画･準備･運営等開催業務及び「第 12 回神戸マラソン」
開催準備業務受託事業者選定審査会』において審査の上、最優秀提案事業者の選定を行います。
（１）プレゼンテーション方法
各社 30 分程度のプレゼンテーションの後、30 分程度の質疑応答を行う予定で、詳細は、後日決
定します。
（２）審査方法
別表の審査基準に基づき、審査委員による審査を行い、評価最高得点者を最優秀提案事業者とし
て選定します。
９ 留意事項
（１）参加表明書及び企画提案書等（以下、「提出書類」という）の作成、提出及びプレゼンテーショ
ンに要する費用は、応募者の負担とします。ただし、プレゼンテーションに要するプロジェクター
及びスクリーンは、神戸マラソン実行委員会で準備します。
なお、提出書類は返却しません。
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（２）次の一つに該当する場合は、応募者は失格とし、その旨を公表することがあります。
① 受託事業者決定までの間に審査委員と接触した場合
② 企画提案内容について他の事業者と相談した場合
③ 提出書類に虚偽の記載があった場合
④ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合
（３）企画案の内容及び実施については、委託契約締結に際して双方協議の上、決定します。
10

問い合わせ・書類提出先
神戸マラソン実行委員会事務局（担当：蘆田・澤井）
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通４丁目９番５号 元町北会館７階
ＴＥＬ：078-325-1430
E-mail 蘆田
Yuuki_Ashida@pref.hyogo.lg.jp
澤井
ayako_sawai@office.city.kobe.lg.jp
※Ｅ－mailの場合は、蘆田・澤井ともに宛先としてください。
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