
（運用基準　様式３）

１　件名 東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるライブサイト企画運営業務委託

２　委託内容 ・運営計画書の策定
・競技中継、警備、会場等の調整
・大会パートナー企業、競技団体、飲食出店者等との調整
・警察、消防、保健所等関係機関と協議
・掲出個所に合わせた会場装飾、案内サイン等のデータ作成

３　契約の相手方

４　契約金額

５　契約日

株式会社横浜メディアアド共同企業体

17,537,500円

令和３年１月27日

６　評価結果　　

順位

1

2

８　評価基準

９　問い合わせ先　 市民局オリンピック・パラリンピック推進課　TEL：０４５－６７１－３６９０

「東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるライブサイト企画運営業務委託」契約結果

別紙のとおり

　東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるライブサイト企画運営業務委託について、公募型プロポーザル方
式で受託者を特定し、次のとおり契約しました。

７　評価委員会開催経過

令和２年12月23日　13時15分から15時20分まで

スカーフ会館ビル　７階　大会議室

評価点数

委員会開催日時

委員会開催場所

評価委員の出席状況

提案者

株式会社旭広告社共同企業体（㈱旭広告社、㈱神奈川新聞社、
㈱横浜アーチスト、㈱京急アドエンタープライズ、㈱tvkｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ）

株式会社横浜メディアアド共同企業体（㈱横浜メディアアド、㈱ペッ
ププランニング）

456

議事内容
・進行、ヒアリング、審査方法の確認
・提案者へのヒアリング
・提案書の評価、受託候補者の特定

414

事務局

７名中６名出席（６／７）

市民局オリンピック・パラリンピック推進課
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「東京 2020オリンピック・パラリンピックにおけるライブサイト企画運営業務委託」 

評価基準 

１ 基本的な評価事項 

受託候補者の特定にあたっては、本市にとって最適なプランを作成するため、公募型プロポーザ

ル方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。

２ 評価点 

評価委員一人あたりの評価点の満点は、105点とします。 

評価委員が提案書及びヒアリングの内容を、表１評価項目１～５については、A～D（０～５点）

の４段階で、表１評価項目６については、ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みについては

いずれか１つに該当していれば３点、障害者雇用に関する取り組み及び健康経営に関する取り組み

について該当していれば各１点をそれぞれ加算し、評価点を与えます。 

３ 評価点の最も高いものが２以上あるときの対応 

（１）表１評価項目のうち、評価項目１～６の合計点が高い者を受託候補者として特定します。

（２）（１）を比較してもなお、受託候補者が特定できない場合は、全ての評価項目において、Ａ（５

点）が多い者を受託候補者として特定します。 

（３）（１）及び（２）を行ってもなお、受託候補者が特定できない場合は、地方自治法施行令第 167

条の９に準じて、当該者にくじを引かせ受託候補者を特定します。受託候補者のうちくじを引か

ない者があるときは、これに代えて、当該プロポーザル事務に関係のない職員にくじを引かせる

ものとします。 

４ ヒアリングを欠席した評価委員の評価点の取扱い 

評価委員がヒアリングを欠席した場合、その評価委員の評価点は無効とします。 

５ 評価方法 

（１）配点

表１ 評価項目のとおり

（２）評価基準

表２ 基本的評価事項のとおり

（３）その他

ア 評価委員の持ち点の合計の 60％を基準点とします。（評価委員７人がヒアリングに出席した

場合の満点は 735点、基準点は 441点）基準点に達しない場合は不適格とします。

イ 評価項目１～５のいずれかのうち、評価委員の過半数がＤ（０点）と採点した場合は、その

提案者は不適格とします。
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１ 評価項目 

No. 評価項目 配点 

１ 提案者について １－１ 

業務実施体制・スケジュール 
５ 

１－２ 

類似業務実績 
10 

２ 全体概要 ２－１ 

テーマ・コンセプト 
10 

２－２ 

イベント概要 
15 

２－３ 

プロモーション 
５ 

３ 開催期間中の運営 ３－１ 

来場者対応 
10 

３－２ 

警備・危機管理等 
10 

４ コンテンツ ４－１ 

東京 2020大会の理解 
10 

４－２ 

横浜ならではの魅力創出 
15 

５ 提案内容の実現性 ５－１ 

課題の把握 
10 

６ 加算項目（次の項目について１つ以上該当していれば最大６点追加） 

ワーク・ 

ライフ・ 

バランスに

関する取組 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の

策定（従業員 101人未満の場合のみ加算） 

左記認定のいずれ

か１つ以上を取得

していれば 3点 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

一般事業主行動計画の策定（従業員 301人未満のみ加算） 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、

プラチナくるみんマーク）の取得 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

認定（えるぼし）の取得 

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール

認定の取得 

よこはまグッドバランス賞の認定の取得 

障害者雇用

に関する取

組 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.2％の達成（従業員

45.5 人以上）、又は障害者を１名以上雇用している（従業員

45.5人未満） 

該当すれば 1点 

健康経営に

関する取組 

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法

人）の取得、又は、横浜健康経営認証のクラス AAA 若しくは

クラス AAの認証の取得をしている。 

該当すれば 1点 

合計 105 
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表２ 基本的評価事項 

No 
評価項

目 
評価事項 

評価 
重

み 

評価 

／配点 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

５点 ３点 １点 ０点 

１ 提案者 

に つ い

て 

① 

業務実施体制・ 

スケジュール

・事業を実施するための、十分

な体制がとられているか。 

・スケジュールは適切か。

万全な体制が取られ、余裕を持った

スケジュールが提案されている。

必要水準を満たした体制とスケ

ジュールが提案されている。 

体制やスケジュールに改善の

余地がある。 

体制やスケジュールが整って

いない。または記載がない。 ×1 

/5 

② 

類似業務実績 

・本業務に類似した大規模イ

ベントの実施経験があるか。 

豊富な実績があり、イベントを盛り上

げるためのノウハウを有している。 

類似業務経験があり、問題なく履

行できる。 

類似業務経験はあるが、ノウハ

ウが不十分である。

類似業務経験が乏しく、ノウハ

ウがない。または記載がない。
×2 

/10 

２ 全 体 概

要 

① 

テーマ・コンセプ

ト

・業務目的を的確に理解し、

趣旨に沿ったテーマ・コン

セプトになっているか。

的確に理解し、趣旨に沿った魅力的

な提案がなされている。 

目的を理解している。 目的が不十分な提案が含まれ

ているが、改善の余地がある。 

理解していない。または記載が

ない。 ×2 

/10 

② 

イベント概要

・来場者の安全や新しい生活

様式に配慮しつつ、祝祭感

に溢れ、会場の立地を生か

した企画内容が盛り込ま

れているか。

必要な視点がすべて盛り込まれて

おり、魅力的な事業内容が提案され

ている。 

オリジナリティに乏しいが、必要

水準は満たしている。

視点が不十分な提案が含まれ

ているが、改善の余地がある。 

妥当でない。または記載がな

い。 

×3 

/15 

③ 

プロモーション 

・ターゲット設定が的確で、

それに応じたプロモーシ

ョンの計画が十分に検討

されているか。

ターゲットの設定とプロモーショ

ン計画が一致しており、効果が十分

に期待できる。

オリジナリティに乏しいが、必要

水準は満たしている。

計画が不十分な提案が含まれ

ているが、改善の余地がある。 

妥当でない。または記載がな

い。 
×1 

/5 

３ 開 催 期

間 中 の

運営 

① 

来場者対応 

・様々な来場者に配慮し、適切

なコロナ対策がとられてい

るか。 

アクセシビリティ対応やコロナ対

策が万全であり、スムーズに来場者

対応が行える提案がされている。

妥当な提案がされている。 対応が不十分な提案が含まれ

ているが、改善の余地がある。 

対応していない。または記載が

ない。 ×2 

/10 

② 

警備・危機管理等 

・危険物の持ち込み対策や混

雑対応及び緊急事案発生

時の体制は万全か。

万全な警備体制が取られ、安全で円

滑な運営が期待できる。 

必要水準は満たした提案がされ

ている。 

対策に改善の余地がある。 体制が整っていない。または記

載がない。 ×2 

/10 

４ コ ン テ

ンツ

① 

東京 2020 大会の

理解 

・競技日程等の大会概要や持

続可能性への取組、大会パ

ートナーの権利保護等の留

意事項を理解しているか。

的確に理解し、事業内容にも十分に

反映されている。 

概ね理解しており、最低限対応が

できている。 

理解が不十分な提案が含まれ

ているが、改善の余地がある。 

理解していない。または記載が

ない。 
×2 

/10 

② 

横浜ならではの

魅力創出 

・横浜ならではの魅力的でオ

リジナリティ豊かなコンテ

ンツが提案されているか。

十分に魅力的で実現性のある事業

内容であり、特色ある運営が期待で

きる。 

オリジナリティに乏しいが、必要

水準は満たしている。

提案に工夫がほしい。 提案されていない。または記載

がない。 ×3 

/15 

５ 提案内容

の実現性 

① 

課題の把握 

・提案内容を実施するための課題

を適正に把握できているか。 

課題を詳細に把握しており、今後の調

整を円滑に進めることが期待できる。 

課題を概ね把握している。 課題の把握が不十分な提案が含ま

れているが、改善の余地がある。 

課題が把握されていない。また

は記載がない。 ×2 
/10 

No. 評価項目 評価事項（評価基準） 配点 評価／配点 

６ 

ワーク・ライフ・バランスに

関する取組

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定（従業員 101人未満の場合のみ加算） 

左記のいずれか 

１つ以上に該当して 

いれば３点 
/3 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定（従業員 301人未満のみ加算） 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、プラチナくるみんマーク）の取得 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）の取得 

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得 

よこはまグッドバランス賞の認定の取得 

障害者雇用に関する取組 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.2％の達成（従業員 45.5人以上）、又は障害者を１名以上雇用している（従業員 45.5人未満） 該当すれば１点 /1 

健康経営に関する取組 健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人･中小規模法人)の取得、又は、横浜健康経営認証のクラス AAA若しくはクラス AAの認証の取得 該当すれば１点 /1 

合計 105点
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