
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年度 （様式１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立地球市民かながわプラザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラザホール運営管理業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　条件付き一般競争入札　入札参加申請書           2023年　 　　月　 　　日

公益社団法人　青年海外協力協会
代表理事　雄谷　良成　殿

住所

団体名
代表者

印

担当者連絡先（本入札業務のためのみに使用いたします。）
氏名
電話
Email
住所

2023年度神奈川県立地球市民かながわプラザ プラザホール運営管理業務委託条件付き一般指名競争入札に
参加を希望しますので、申請を致します。
なお、入札参加申請にあたっては、次のことを誓約し、いずれかに違背したときは、入札参加資格が認定され
ないこと又は認定を取り消されることになっても何等異存ありません。

１．入札参加申請書(添付書類を含む）の記載事項については、事実と相違ないこと。
２． 以下の入札参加資格要件を満たしていること。
 ① 神奈川県及び県内２８の市町村並びに神奈川県内広域水道企業団が共同で運営する「かながわ電子入札
    共同システム」の競争入札参加資格登録を済ませていること。
 ②「神奈川県指名停止等措置要領」に基づく指名停止等の措置を受けていないこと及び同要領別表に掲げる
    いずれの措置要件にも該当しないこと。
 ③ 労働保険加入事業所であること。
 ④ １者で受注し運営管理できること。業務の再委託を行わないこと。
 ⑤ 神奈川県内に本社、支社、営業所などの拠点を持つこと。
 ⑥ 本業務と同種業務の営業期間が１年以上であること（2023年1月1日現在）。ただし、営業譲渡、合併、
    会社分割により、営業を継承したと認められる者にあっては、同種の営業を引き続き１年以上継続して
    いる者と同様に扱われる場合があります。
３．入札参加申請書(添付書類を含む）の記載事項に変更が生じたときには、速やかに報告すること。
４．入札参加申請書(添付書類を含む）について、公益社団法人青年海外協力協会からの補正指示を受けた
　  ときには、定められた期限までに必要な補正を行うこと。
５． その他、「入札公告」や「入札心得」にしたがって本入札に関わる手続きを行うこと。

添付書類        様式２：団体概要
             　　    様式３：ホール運営実績
　 　                様式４ ： 技術者人選確認書



2023年度　神奈川県立地球市民かながわプラザ
プラザホール運営管理業務委託 一般競争入札 入札参加申請書

団体概要（2023年1月1日現在の情報を記入して下さい） （様式2）

１．神奈川県及び県内28の市町村並びに神奈川県内広域水道企業団が共同で運営する

　　「かながわ電子入札共同システム」県の入札資格登録ランク（註） （　　　　　　　）

２．営業年数 （　　　　　） 年 ★１年未満の期間は切捨て

３．本社（本店）の所在地 神奈川県内 　　神奈川県外 （○をつけて下さい）

４．労働保険番号 ‐ ‐ ‐ ‐

５．労災保険　保険関係成立年月日

（註）複数業種の登録をしていて、異なるランクを持つ団体は、高い方のランクを記入して下さい。
　　　　

団体名



2023年度　神奈川県立地球市民かながわプラザ
プラザホール運営管理業務委託　一般競争入札 入札参加申請書 （様式3）

ホール運営実績（2023年1月1日現在の情報を記入して下さい）

審査対象期間（2019年4月1日から2023年3月31日まで）に実績のあるホール運営の契約について記述して下さい。
1枚に書ききれない場合はこの様式をコピーして下さい。

①施設名称
②施設
所在地

③発注者名 ④契約期間 ⑥受注形態

　 　　　　  年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

　　　　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
　　　　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

②施設所在地は都道府県と市町村（政令指定都市の場合は市と区）を記入して下さい。
④審査対象期間を含む、全契約期間を記入して下さい。
⑥なお、複数のホールを有する施設にあたっては、その合計を記入して下さい。

団体名

席

席

席

席

席

席

⑦客席数

席



2023年度　神奈川県立地球市民かながわプラザ
プラザホール運営管理業務委託　一般競争入札 入札参加申請書 （様式3）

ホール運営実績（2023年1月1日現在の情報を記入して下さい）

審査対象期間（2019年4月1日から2023年3月31日まで）に実績のあるホール運営の契約について記述して下さい。
1枚に書ききれない場合はこの様式をコピーして下さい。

①施設名称
②施設
所在地

③発注者名 ④契約期間 ⑥受注形態

2018年　 12 月　　1 日　から 単体 / ＪＶ
2020年　  3 月　　31日　まで 出資比率　  50　%

2019年　  4 月　　 1 日　から 単体 / ＪＶ
2020年　  3 月　　31日　まで 出資比率　     　　%

2020年　  4 月　　 1 日　から 単体 / ＪＶ
2021年　  3 月　　31日　まで 出資比率　    80　%

平成　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
平成　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

平成　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
平成　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

平成　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
平成　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

平成　　   年　   　月　　　 日　から 単体 / ＪＶ
平成　　   年　   　月　　　 日　まで 出資比率　     　　%

②施設所在地は都道府県と市町村（政令指定都市の場合は市と区）を記入して下さい。
④審査対象期間を含む、全契約期間を記入して下さい。
⑥なお、複数のホールを有する施設にあたっては、その合計を記入して下さい。

団体名

席

席

席

席

△■劇場
●■県
○△市

（公財）○■協会 300 席

○○区民ホール
■■市
○○区

■■市 100 席

⑦客席数

●●会館
●●県
△△市

●●県 500 席

記 入 例



2023年度　神奈川県立地球市民かながわプラザ
プラザホール運営管理業務委託　一般競争入札 入札参加申請書

（様式4）

1.主任技術者について

A.配置予定者の現在の所属について１．自社で雇用していて、雇用年数は５年以上である。
２．自社で雇用していて、雇用年数は５年未満である。
３．自社で雇用していない

B.配置予定者のホール運営業務経験１．１０年以上の経験あり ２．５年以上１０年未満の経験あり
（期間）について ３．１年以上５年未満の経験あり ４．１年未満

C.配置予定者が当該業務でチーフ １．１０年以上の経験あり ２．５年以上１０年未満の経験あり
として業務を経験した期間について ３．１年以上５年未満の経験あり ４．１年未満

2.副主任技術者について

A.配置予定者の現在の所属について１．自社で雇用していて、雇用年数は５年以上である。
２．自社で雇用していて、雇用年数は５年未満である。
３．自社で雇用していない

B.配置予定者のホール運営業務経験１．１０年以上の経験あり ２．５年以上１０年未満の経験あり
（期間）について ３．１年以上５年未満の経験あり ４．１年未満

※１のＢおよび２のＢにある「ホール運営」とは、ホールや劇場の運営のことです。
　（イベントやコンサートの運営とは異なります。）
※１のＣにある「チーフ」とは、複数技術者を代表する役職のことです。　例：音響チーフなど
※１ヶ月未満の期間は切り上げて回答して下さい。

以上の内容で各技術者を選ぶことを前提に、本入札の事前審査を申請いたします。

2023　年　　　　月　　　　日

所在地

団体名

代表者名 印

　　技術者人選確認書
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