
 

東京高円寺阿波おどり演劇公演業務 

公募型プロポーザル実施要領 

  

１ 目的 

杉並区（以下「区」という。）では、令和４年 10月１日に区制施行 90周年を迎えるに当たり、

90周年の節目を区と区民が一体となって祝うとともに、その先の 100周年を見据え、次世代に区

のこれまでの歩みを継承し、区民の愛郷心を醸成するため、令和４年度に各種の記念事業を実施

することとしています。 

この記念事業の一環として、今や毎年約１万人の踊り手と約 100万人の観客が参加する区内の

一大イベントである「東京高円寺阿波おどり」の史実を分かりやすく伝える演劇を実施すること

としており、本実施要領に基づき、当該公演業務全般を円滑かつ適切に受託・実施することがで

きる事業者を公募型プロポーザル方式により募集・選定するものです。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務内容（以下「本業務」という。） 

業務内容の詳細は、別紙１「業務説明書」のとおりです。 

① [令和３年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務 

演劇制作業務（戯曲制作等）、区民対象の出演者オーディション（以下「区民オーディショ

ン」という。）実施業務、上演準備業務、その他付随する業務（事業実施計画書等） 

② [令和４年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務 

演劇制作業務（進行台本制作等）、上演実施業務、公演記録映像の収録・編集業務、その他

付随する業務（上演運営計画書、事業実施報告書等） 

（２）履行期間 

① [令和３年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務 

契約締結の翌日から令和４年３月 31日まで（予定） 

② [令和４年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務 

令和４年４月１日から令和４年 12月 31日まで（予定） 

（３）事業経費 

① [令和３年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務 

上限額 2,300,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

② [令和４年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務 

    概算額 14,700,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

    ※令和４年度の東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務は、予算が確定していないため、

概算額については、本プロポーザルの評価における参考金額であり、契約金額として確

約するものではありません。 
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３ 参加資格 

次の全てを満たす法人とします。 

（１）平成 30 年４月から令和３年６月までの間に、演劇の主催公演又は公共公演の受託実績を有

すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

（３）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22 年３月 23 日杉並第 65476 号）

に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（４）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なされていないこと。 

（５）法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。ただ

し、新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶予を受けている場合はその旨を証

する書類（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）」）などを提出すること。 

（６）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱別表の排除措置要件に該当していないこと。 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条及

び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。 

 

４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は、以下のとおりです。 

内  容 期  間  等 

実施要領の公表 令和３年７月 16日（金） 

参加申請書提出期限 令和３年７月 30日（金）午後５時まで 

質問書（様式５）の受付期限 令和３年７月 30日（金）午後５時まで 

質問の回答 令和３年８月６日（金） 

企画提案書等提出期限 令和３年８月 16日（月）午後５時まで 

第一次審査（書類審査） 令和３年８月下旬～９月中旬 

第二次審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 
令和３年９月下旬～10月上旬 

受託者候補者選定結果の通知 令和３年 10月上旬 
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５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

様式５「質問書」に質問内容を記載の上、P５「11 担当課（問い合わせ先）」に記載のＥメ

ールにより提出してください。 

（２）受付先 

P５「11 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（３）受付期限 

令和３年７月 30日（金）午後５時まで 

（４）回答方法 

質問に対する回答は、令和３年８月６日（金）までに区公式ホームページ上で公開します。 

（http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

提出書類は、別紙２「提出書類一覧」のとおりです。 

（２）提出書類作成方法 

提出書類作成方法については、別紙３「提出書類作成要領」のとおりです。 

（３）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。 

（４）提出先 

P５「11 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（５）提出期限 

① 参加申請書 

令和３年７月 30日（金）午後５時 必着 

② 企画提案書等（参加申請書以外の全ての提出書類） 

令和３年８月 16日（月）午後５時 必着 

※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず未提出として取り

扱います。Ｅメールを含む電子データでの提出は受け付けません。 
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７ 受託者候補者の選定手順 

東京高円寺阿波おどり演劇公演業務受託者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）に

おいて、企画提案書等の提出された書類及びヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適してい

ると認められる事業者を選定します。 

ただし、選定委員会で審査した結果、総合評価が配点総合計の６割に満たない事業者について

は、契約を締結する受託者候補者とはしないものとします。 

（１）評価基準の概要 

評価項目 評価内容 

法人の適格性 ①業務実績 

②経営状況 

企画提案の妥当性 ①業務の理解度・取組姿勢 

②業務実施体制 

③戯曲内容 

④区民オーディション 

⑤公演スケジュール等 

⑥公演記録映像の収録・編集 

⑦経費の見積り 

総合評価 第一次及び第二次審査全体を通した総合評価 

（２）審査方法 

① 第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等を基に、選定委員会が第一次審査を実施し、第一次審査通過者（第

一次審査配点合計の６割以上を取得した事業者のうち上位３事業者程度を想定）を選定しま

す。 

② 第一次審査の結果は、令和３年９月中旬に通知します。 

③ 第二次審査（企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査） 

第一次審査通過者を対象に、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候

補者（配点総合計の６割以上を取得した最上位の事業者）を選定します。 

 

８ 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（２）参加資格を満たさなくなった場合。 

（３）審査の公正性・公平性を害する行為があった場合。 

特に選定委員会設置から区が意思決定するまでの間、プロポーザル参加者（参加予定者の関

係者を含む。）が、選定委員及び本プロポーザルに関する区職員と故意に接触（書類の提出や要

領に定められた質問等の正当な行為を除く。）することを禁じます。 

（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合。 

（５）前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合。 

 

 

4



 

 

 

９ 選定結果に基づく委託可能期間 

選定結果に基づく事業者との委託可能期間は令和３年度と令和４年度の２か年度で、業務の委

託は年度ごとに契約を締結して行います。 

なお、令和４年度の東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務の契約締結は、当該事業者が令和

３年度に締結した東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務の契約内容の履行が確認できているこ

とを条件とします。 

 

10 その他留意事項 

（１）令和４年度の東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務の契約は、区議会において当該業務に

係る経費を盛り込んだ令和４年度予算案が可決・成立した場合に締結するものとします。 

（２）区民オーディションに関する業務については、令和３年７月下旬に開催する杉並区情報公開・

個人情報保護審議会において委託を認める答申が出された場合に実施するものとします。 

（３）本件に参加する費用は、全て参加事業者の負担とします。 

（４）参加事業者が都合により本件プロポーザルを途中で辞退する場合は、様式６「辞退届」を提

出してください。 

（５）提出書類及び台詞は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とします。 

（６）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。ただし、選定委員会が必要と

認めた場合は、この限りではありません。 

（７）提出された企画提案書等については返却しません。 

（８）企画提案書等について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、提出書

類等を公開することがあります。また、区は提出された企画提案書等について、必要に応じて

無償で使用できるものとします。 

（９）契約の締結に当たっては、区と受託者候補者とで、受託者候補者からの提案内容の詳細につ

いて確認を行い、仕様書を作成し、契約を締結します。また、契約書については、区指定の標

準契約書を使用します。 

（10）本実施要領の公表から受託者候補者の選定までの期間、東京高円寺阿波おどりの主催団体で

ある NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会への質問、問い合わせは一切ご遠慮ください。 

 

11 担当課（問い合わせ先） 

  杉並区区民生活部文化・交流課 文化振興担当 

   所在地：杉並区阿佐谷南１－15－１（杉並区役所西棟７階） 

   電 話：03－3312－2111 内線 3782、3783 

   Ｅメール：bunka-k@city.suginami.lg.jp 
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東京高円寺阿波おどり演劇公演業務 

業務説明書 

１ 業務概要 

「次世代に区のこれまでの歩みを継承し、区民の愛郷心を醸成する」という区制施行 90 周年

記念事業の目的を踏まえ、東京高円寺阿波おどりの史実を分かりやすく伝える演劇を制作・公演

する業務全般を実施します。 

なお、出演者の一部を対象に区民オーディションを実施することを必須とします。 

 

２ 業務内容（年度別） 

（１）[令和３年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務 

① 演劇制作業務（戯曲制作等） 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（１）に記載したとおり。 

② 区民オーディション実施業務 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（２）に記載したとおり。 

③ 上演準備業務 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（３）に記載したとおり。 

④ 付随業務（事業実施計画書等） 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（５）に記載したとおり。 

（２）[令和４年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務 

① 演劇制作業務（進行台本制作等） 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（１）に記載したとおり。 

② 上演実施業務 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（３）に記載したとおり。 

③ 公演記録映像の収録・編集業務 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（４）に記載したとおり。 

④ 付随業務（上演運営計画書、事業実施報告書等） 

詳細は、「３ 業務内容（性質別）」（５）に記載したとおり。 

 

３ 業務内容（性質別） 

（１）演劇（戯曲、舞台演出）制作業務 

演劇制作業務は、以下の事項を踏まえて制作する。 

① 制作・納品する戯曲は、未公開・未上演のものとすること。 

② 演劇公演内容には、必ず東京高円寺阿波おどり創生期（昭和 30年代）の史実を盛り込むこ

と。 

③ 東京高円寺阿波おどりに関する史実等については、NPO法人東京高円寺阿波お

どり振興協会ホームページ内の「史料館」ページ（http://www.koenji-

awaodori.com/about/his01.html）及び別紙１－１「高円寺阿波おどり 60周年

によせて」を参照するとともに、同協会に取材・確認すること。 

（別紙１） 
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④ 制作した戯曲及び楽譜は、令和４年３月末までに、区に納品すること。 

⑤ 必要に応じて杉並芸術会館芸術監督の助言を受け、杉並芸術会館「座・高円寺」（以下「座・

高円寺」という。）の舞台機構の特性や地域性を生かした演劇制作に努めること。 

※杉並芸術会館芸術監督とは、「杉並区杉並芸術会館芸術監督の設置に関する要綱（平成 19

年６月 28 日杉並第 23184 号）」に基づき委嘱を受けた非常勤職員で、令和５年５月 31 日

までは演出家の佐藤信氏を委嘱しています。 

（２）区民オーディションの実施 

以下のとおり区主催の区民オーディションを実施し、東京高円寺阿波おどり演劇公演に出演

を希望する区民を募集し、主要な出演者を決定する。 

① 募集条件は、「応募時点において 18歳以上で杉並区内に在住している者」とすること。 

② 区民オーディション会場は座・高円寺の阿波おどりホールとすること。なお、会場は令和

４年１～３月のうち３日間を上限に日程調整の上、無償で使用できるものとする。 

③ 合格者決定後、出演希望者（合格者含む）の応募書類等一式を区に提出すること。 

④ 受託者は、上演準備・実施業務において区民オーディション合格者と出演等に関する契約

を結ぶこと。なお、受託者は、その責任において区民オーディション合格者に対する演技

指導等を行うこと。 

⑤ 区民オーディションの実施に当たっては、出演希望者に参加費用を求めないこと。 

⑥ 個人情報の取り扱いについては、別紙１－２「個人情報に係る外部委託契約の特記仕様」

を遵守すること。 

（３）上演の準備・実施 

制作した演劇は、次のとおりの会場、日程、観覧料で上演できるよう準備し、区主催として

上演する。 

① 会場 

座・高円寺 （杉並区高円寺２－１－２） 

座・高円寺１（小劇場）※客席数 238～316席 

※図面や機材など、会場の詳細については、座・高円寺ホームページ「施設

の貸出について」を参照してください。 

（https://www.za-koenji.jp/guide/detail.html） 

② 日程 

以下の指定した回数以上の上演とすること。 

ア 令和４年 10月 13日（木）１回 

イ 令和４年 10月 14日（金）１回 

ウ 令和４年 10月 15日（土）２回 

エ 令和４年 10月 16日（日）１回 

※上演時間は別途区と協議すること。なお、１公演の上演時間は、60分～90分程度とするこ

と。 

③ 観覧料 

無料 
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（４）公演記録映像の収録・編集業務 

本公演の終了後、その記録映像をインターネットで配信するなどして、会場で観劇できなか

った区民等が鑑賞できるよう、上演の様子を撮影・編集（キャプション含む）した MP4形式 デ

ータと YouTube用サムネイル画像を作成し、区に納品する。 

納品する映像の内容は、試写版で区の確認を受け、区と協議の上最終決定すること。 

① 納品日程 

ア 試写版納品 

令和４年 11月中旬 

イ 完成版納品 

令和４年 12月上旬 

② 収録・編集の留意点 

・同じアングルからの映像だけとならないよう、３台程度のカメラで撮影し、複数アング

ルの映像を効果的に編集すること。 

・キャプションやタイトル用の画像、公演以外の映像、素材などを組み込む等の工夫をす

ること。 

（５）前述（１）及び（２）、（３）、（４）に付随する業務 

① 業務全般の統括管理 

本業務に係る受託者は、区との委託契約締結後速やかに業務責任者を配置し、事前準備か

ら区民オーディション、上演当日、事後の業務までが円滑に実施されるよう、統括管理を行

うこと。 

戯曲家、演出家の配置を必須とする事業の実施体制、実施内容、区民オーディション、上

演、事業報告までのスケジュールを含めた事業実施計画書を作成すること。 

上演実施までのスケジュールに基づいた制作進行管理を行うこと。 

② 運営 

出演者（区民オーディションの合格者を含む。）の選定、協議、連絡調整等を行うこと。 

ディレクター、運営スタッフ等の配置及び連絡調整等を行うこと。 

③ 各種資料等の作成 

「５ 成果物とその納入時期」に記載した資料等を作成し、事前に区と協議して承認を得

た上で記載の納入時期までに区へ納入すること。 

④ 広報関係業務 

区民オーディション及び上演のポスター・チラシ・パンフレットを制作し、事前に区と協

議して承認を得た上で、当該データと区が区関連施設に配布する分の印刷物を納品すること。

納品する印刷物の数量は、区と協議の上決定すること。また、広く区民等に情報が行き渡る

よう、広報活動を行うこと。なお、これらの内容は、事業実施計画書に反映させること。 

 

４ 業務実施条件  

（１）受託者は、区と十分な協議及び連絡を取り業務を進めなければならない。なお、事業実施

スケジュールについては、受託者選定後、別途協議するものとする。 
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（２）受託者は、上演実施業務に当たって、会場となる座・高円寺の座・高円寺１（小劇場）を

令和４年10月10日（月・祝）から10月16日（日）まで、無償で使用できる。また、受託者

は、本業務の稽古に当たって、座・高円寺のけいこ場１を令和４年10月３日（月）から10月

10日（月・祝）まで、無償で使用できる。 

（３）上記（２）に記載した会場の使用は、座・高円寺の指定管理者の指示に従って行う。な

お、音響、照明等の技術スタッフについては受託者が配置する。 

（４）会場使用に係る法令上必要な届出については、受託者が座・高円寺の指定管理者の指示に

従って必要な書類を作成し届け出を行う。  

 

５ 成果物とその納入時期 

（１）[令和３年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演準備業務 

成果物 内容 納入時期 

事業実施計画書 業務（演劇制作、区民オーディションの実施、上演の準

備・実施、公演記録映像の収録・編集）ごとにその業務

の実施体制、実施内容、スケジュール等をまとめたもの 

令和３年度の

契約締結後、

１か月以内 

戯曲・楽譜 演劇の上演のために書かれた戯曲と楽譜（楽譜は作曲し

た場合のみ） 

令和４年３月

末まで 

舞台演出プラン 配役、演技、照明、音響など舞台演出をプランニングし

たもの 

令和４年３月

末まで 

その他資料 事業実施に当たり、区と協議し、必要と認められたもの

一式 

適時 

事業実施報告書 業務ごとの実施結果及び上記の成果物で最終確定したも

の（紙面及びデータで提供すること） 

令和４年３月

末まで 

（２）[令和４年度] 東京高円寺阿波おどり演劇公演実施業務 

成果物 内容 納入時期 

上演運営計画書 スタッフ配置表、進行台本、舞台構成図、会場図

等をまとめたもの 

演劇制作後、上演

運営の着手前まで 

公演ポスター 

・チラシ 

公演の開催日時や場所、概要をまとめたポスタ

ー・チラシのうち、区が区関連施設に配布する分

のもの 

令和４年６月末ま

で 

公演パンフレット 公演の趣旨や見どころ、概要等をまとめた冊子

2,000部 

令和４年９月末ま

で 

公演記録映像 公演の模様を収録・編集したMP4形式のデータを

保存したUSBメモリー３個 

令和４年12月上旬 

その他資料 事業実施に当たり、区と協議し、必要と認められ

たもの一式 

適時 

事業実施報告書 業務ごとの実施結果及び上記の成果物で最終確定

したもの（紙面及びデータで提供すること） 

令和４年12月末ま

で 

※令和３年度、令和４年度それぞれの事業実施報告書については、事前に案を提出し区の承認

を得た後に本成果物として作成することとし、全ての業務が完了後速やかに納入すること。 
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６ 支払い方法 

  年度ごとに履行確認後、受託者からの請求を受け１回で支払う。 

 

７ 特記事項 

（１）成果物の公表 

受託者は、区の許可なく成果物の内容を公表してはならない。 

（２）著作権 

成果物に係る著作権その他の権利（著作隣接権など）についての許諾及び管理について

は、受託者が成果物の納品前に行うこととし、その経費は委託料に含む。また、公演記録映

像を除く本業務に関する著作権（制作過程で作られた著作権を含む。）は、受託者に帰属す

る。ただし、公演記録映像に関する著作権は、区に帰属する。公演記録映像は、杉並区公式

YouTube チャンネルへの掲載・公開を含めた区の事業において利用・複製できることとす

る。 

（３）上演権 

制作・上演した演劇の上演権は、令和 15年３月 31日まで、区に帰属する。受託者及び第

三者が本業務で制作・上演された演劇を上演する際は、あらかじめ区の承認を受けることと

する。 

（４）紛争の処理 

本業務における著作権・肖像権処理など、権利関係の処理に関する紛争が生じた場合に

は、受託者の責任で対応し、区は責任を負わない。 

（５）書類等の保管 

本事業の収入、支出を証する書類等については、受託者において各契約の履行完了後から

５年間、適切に保存し、区の求めに応じて提出する。 

（６）法令遵守 

本業務は、本仕様書の規定のほか、関係法令等を遵守して実施する。 

（７）自主的な情報収集 

受託者は、業務の実施に必要な情報を自主的に収集、報告するとともに、区に対して業務

遂行に当たり有益な提案を積極的に行う。 

（８）秘密の保持 

受託者は、別紙１－２「個人情報に係る外部委託契約の特記仕様」を遵守するとともに、

業務従事者全員から秘密保持に関する誓約書を徴さなければならない。 

（９）履行状況の評価について 

区は、別紙１－３「履行評価基準」に基づき、受託者の履行状況を評価する。 

（10）第三者への委託 

   本業務について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができな

い。ただし、委託業務の全部又は主要な部分以外であらかじめ区に再委託に関する承認を申

請し承諾を得たときは、再委託することができる。 

（11）委託金額の範囲 

本業務の遂行に必要な資料、情報の収集、実施例の調査等は全て本業務に含まれるものと

し、受託者は区に対して追加費用を一切請求できない。 
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（12）委託料の減額 

契約内容の不履行が発生し、区の指導にもかかわらず受託者の積極的な改善が図られない

と区が判断した場合は、不履行が発生した業務に係る委託料を減額する。 

（13）遅延違約金 

受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等に示された業務を指定期日までに終了する

ことができない場合において、指定期日経過後、区が認める期間内に終了する見込みのある

ときは、区は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。 

遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約期

間の総契約金額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和 31

年政令第 337号）第 29条第１項に規定する財務大臣が定める率（年の日数は、閏年にあって

も 365日として計算する。）を乗じた額（100円未満の端数があるとき又は 100円未満である

ときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。）とする。 

 

８ 非常時対応について 

受託者は、自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態に適切な

措置を講じるとともに、事業実施に関して必要な保険に加入しておくこと。 

 

９ その他 

（１）受託者は、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び公益社団法人

全国公立文化施設協会の「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイ

ドライン」等を参考に、感染症対策を講じて事業を実施する。 

（２）本事業計画の定めにない事項並びに事業の実施に関して疑義が生じた場合は、受託者

は、速やかに区と協議を行う。 
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高円寺阿波おどり６０周年によせて

　昭和32年「高円寺ばか踊り」として産声をあげてから早や60年。
現在のような高円寺阿波おどりの活況を一体誰が想像したでしょうか。
　始まりは商店街の危機的な状況を打破すべく立ち上がった青年達。
自分の店や商店街を守るため何かを仕掛けなければならないという
強い気持ちが第１回の高円寺阿波おどりを産み出しました。
　そして、その情熱が年を重ねるごとに周辺の商店街を巻き込み、
数多の紆余曲折を経て今日に至ります。
　60年に渡り、毎回毎回、運営者や踊り手達は次年の為にその年の問題
点を抽出し、改善案を練り、翌年に生かす作業を繰り返してきました。
周辺住民、商店街、行政、警察、消防から今日のような理解と全面的な
協力を得られるようになったのも、これまでの先人達の努力の賜物と
思います。
　来る東京オリンピック、また70年、100年に向け、我々運営者も踊り
手も更なる精進と地道な努力を重ね、阿波おどりにかかわる全ての人々
への感謝の気持ちを忘れることなく進むことが今後の高円寺阿波おどり
発展の道だと信じます。
　阿波おどり60周年おめでとうございます。

NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会

理 事 長 久保田 潤一
（高円寺銀座商店会協同組合 理事長）
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充実期
昭和60年代～平成現在に至る

発展期
昭和40年～50年代

創成期
昭和30年代

交流事業も始まり、高円寺合同連として全国各地、
世界各国へと阿波踊りを披露していく。

高円寺阿波おどりの演舞場を拡大していくことで
益々盛大な祭りへと発展。
独立連が次々と誕生し、現在の高円寺阿波おどり
連協会の多くの連が出揃うことになる。

昭和32年街おこしの為に「高円寺ばか踊り」を実施。
本場徳島との交流を深め、5年の年を経て「高円寺阿波
おどり」を立ち上げる。

高円寺阿波おどりの60年
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1957
昭和32年

8/13 高南商盛会（現高円寺パル商店街振興組合）に青年部が誕生。
その記念に「高円寺ばか踊り」を実施。

1958
昭和33年

リヤカ－にテープレコーダーを積み込んだお囃子が登場。

1962
昭和37年

「東京の阿波おどり」というＮＨＫ四国向け放送に出演、ＮＨＫ霞ヶ関スタジオで木場
連と共演。

1971
昭和46年

高円寺阿波おどり前夜祭がはじまる。

1972
昭和47年

国鉄（現ＪＲ東日本）高円寺駅主催の「本場阿波おどり観光団」に参加。

1975
昭和50年

地元高円寺の有力15連が「連長会」（現高円寺阿波おどり連協会）を発足。

1977
昭和52年

高円寺阿波踊振興協会（現NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会）設立

1979
昭和54年

ワールドカップ世界体操選手権のアトラクションに出場。

1989
平成元年

10月、横浜港市制百周年記念祭に高円寺より300名が参加。

1991
平成3年

第三回世界陸上選手権大会の閉会式に登場、カール・ルイスなど選手も共に踊る。
杉並区が北海道風連町、群馬県吾妻町と友好関係を結び、交流の一環
として「風連町白樺まつり」、「吾妻町岩櫃まつり」の出演が始まる。

1993
平成5年

年末恒例の「ＮＨＫ紅白歌合戦」に50名が参加。

1995
平成7年

阪神淡路大震災が発生。2月に被災者救援のために高円寺駅前にて
高円寺阿波おどり連協会所属連がチャリティ阿波おどりを実施。
3月、東京商工会議所創立12周年記念祭に参加。
10月、世界柔道選手権大会閉会式に参加。

1997
平成9年

読売文化センター（船橋ららぽーと）のカルチャ－講座の指導にあたる。

2001
平成13年

モーニング娘　ハロ－シャッフル　「うたばん」に出演

2004
平成16年

中越大地震が発生。被災者救援のために高円寺駅前にて高円寺阿波おどり連協会所属
連が、チャリティ阿波おどりを実施。

2006
平成18年

「高円寺阿波おどり50周年の夕べ」をセシオン杉並にて開催。

90年代に入り、テレビ番組、イベントなど合同出演の依頼が増えてくる。

国内の軌跡
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個人情報に係る外部委託契約の特記仕様 

 

 

１ 個人情報の適切な管理 

受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、破壊又は

改ざん等の事故防止その他の個人情報を適切に管理するため、以下の措置を講じなければなら

ない。 

（１） 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

（２） 情報を記録した紙及び電磁的記録媒体（USBメモリ、CD、DVD等（PC等のハードディスク

を含む））は、盗難対策（施錠管理）その他情報漏えい等の事件・事故を防止するため

のセキュリティ対策を講じること。 

（３） 情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失

対策その他情報漏えい等の事件・事故を防止するセキュリティ対策を講じること。 

コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等のセキュリティ対策を講じること。 

（４） 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛失防止に努

めること。また、個人情報を持ち出す場合には、事前に甲の承認を得ること。 

（５）従事者に対して個人情報保護に関する教育及び指導を行うこと。 

（６）受託者は、本特記仕様の遵守状況について区が求めるときには、報告を行うこと。 

（７）契約締結後１０日以内に下記を定め、提出すること。   

① 情報管理体制表 

    情報管理責任者及び従事者の役職名・氏名及び情報管理体制における役割を明記す

ること。  

 ② 研修報告書 

従事する者については、あらかじめ個人情報に関する必要な研修を受けている者とし、

その研修報告を添付すること。 

（８）研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を書面により区に届け出ること。 

 

２ 秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、

その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し

てはならない。 

 

３ 再委託の禁止 

受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、事前に文書により区の承認を受けた場合は、その一部に限り再委託をする

ことができる。 

 

４ 目的外の使用の禁止 

受託者は、受託義務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のため

に自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなければならない。 

 

（別紙１－２） 
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５ 第三者への提供の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のため

に自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区が個人情報の第三者へ

の提供を前提として委託する業務で、本人同意がある場合、個人情報を第三者に提供すること

ができる。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による複写・複製

の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはならない。受託した業務のた

めの複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で複写・複製しなければならない。 

また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければならない。 

 

７ 個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還しなければならな

い。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、速やかに廃棄しなければならない。 

 

８ 個人情報の取扱いに関する立入調査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行う事務所、

作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について調査することができる。この場合において、

受託者が個人情報保護法に基づく規定を定めているときは、その規定を尊重し、立入調査を実

施する。 

 

９ 事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の紛失等の事故が発生した場合は、速やか

に区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策を講じなければならない。 

 

10 法令及び杉並区の条例遵守 

受託者は、杉並区個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報保護法等の関係法令を遵

守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。 
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履 行 評 価 基 準 

平成１９年１０月２６日 

１９杉並第５１０６２号 

（目的） 

第１条 この基準は、杉並区（以下「区」という。）が委託する業務の履行状況 

の評価（以下「評価」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることによ 

り、区が実施する公共サービスの質の維持・向上を図ることを目的とする。 

 

（評価の実施） 

第２条 評価は、区及び区から業務を受託した事業者（以下「事業者」という。） 

それぞれが実施するものとする。 

２ 評価は、的確かつ公正に実施しなければならない。 

３ 区の評価者は、区の契約担当者が指定する職員とし、評価は、複数の評価 

者で行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、事業者に対 

するヒアリング、委託業務の履行場所への立入調査、アンケート調査その他 

利用者に対する調査又は第三者による評価を行うことができる。また、事業 

者の評価者は、事業者が指定する者とする。 

４ 委託契約期間中に評価者の変更があったときは、前任者の意見を聴き、評 

価を実施することができる。 

５ 評価は、区の契約担当者が指定した時期に実施するものとする。ただし、 

契約期間が複数年度にわたる場合は、契約締結日の属する年度の翌年度以降 

は、それぞれの年度ごとに区の契約担当者が指定した時期に実施するものと 

する。 

６ 前項の規定にかかわらず、区又は事業者が特に必要と認めた場合は、随時 

に評価を実施することができる。 

 

（履行評価表） 

第３条 履行評価表は、区が定めるものとし、評価の視点、評価項目、配点、 

評価の判断基準は、履行評価表に掲げるとおりとする。ただし、事業者は、 

 履行評価表の内容に異議があるときは、区と協議することができる。 

 

（評価結果の報告） 

第４条 事業者は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに区へ報告 

するものとする。 

２ 区は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに事業者へ報告する 

ものとする。 

３ 区又は事業者は、相手方の評価結果について、必要に応じて説明を求める 

ことができる。 

（別紙１－３） 
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（準用） 

第５条 指定管理者が行っている業務及びＰＦＩの手法を活用して行っている 

業務の評価については、この基準を準用して実施するものとする。 

 

（協議） 

第６条 この基準の条項の解釈について疑義が生じた場合又はこの基準に定め 

のない事項については、区及び事業者協議の上定めるものとする。 

 

  附 則 

 この基準は、平成１９年１１月１日から施行する。 
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（別紙２） 

提 出 書 類 一 覧 

№ 提出書類 様式 提出部数 提出期限 

１ 参加申請書 様式１ １（正１） 
令和３年７月30日（金）

午後５時 必着 

２ 申請法人の定款 写し １（正１） 

令和３年８月16日（月）

午後５時 必着 

３ 
登記事項証明書（履歴事

項全部証明書） 
原本 １（正１） 

４ 法人概要 様式２ ７（正１副６） 

５ 企画提案書 様式３ ７（正１副６） 

６ 
見積書（業務別） 

性質別経費一覧表 
様式４ ７（正１副６） 

７ 

直近３期分の財務諸表等 

事業報告書、活動計算書、

貸借対照表、 

財産目録に準ずる書類 

写し ２（正２） 

８ 

直近３年度（決算年度）の

納税証明書 

（「法人事業税及び地方
法人特別税」、「法人税」
又は「申告所得税」、「消
費税及び地方消費税」、
「納税猶予許可通知書」
等） 

写し １（正１） 

９ 
直近３年度（決算年度）の

確定申告書 
写し １（正１） 

 
注意事項 
① 正本と副本は１式ごとに製本（ファイル等で綴じる）し、提出してください。 
② 副本については、添付した表紙を除き、参加者が特定できるような名称、ロゴマーク

等は使用しないでください。又はそういった部分をマスキングしてください。 
③ 提出書類は、Ａ４縦とし、通しのページ番号を付けてください。 
④ No.５の企画提案書について、15ページ以内で作成してください。 
⑤ No.７の直近３期分とは、平成30年4月1日～令和3年3月31日までの3期分を指すことと

します。 
⑥ No.７～No.８について、該当する書類がない場合、代わりになるものを提出してくだ

さい。 
⑦ No.９の確定申告書について、特定非営利活動法人で確定申告を行っていない場合は不

要とします。 
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提出書類作成要領  

１．提出書類作成方法 

様式１～４を作成し提出してください。様式５、６は必要な場合に作成して提出してくだ

さい。提出書類のうち、下表に記載のものについては、記述内容等に従って作成してくださ

い。正本には、参加事業者名を記載しますが、審査の公平性を保つため、副本の提出書類に

は参加事業者名を記載はせず、添付書類等においても参加事業者名、参加事業者が特定でき

るような名称、ロゴマーク等が記載されている部分をマスキングして提出してください。 

文字数は問いませんので、１ページに収まらない場合は、複数ページになっても構いませ

ん。印刷は片面、両面どちらでも構いません。また、別に作成した書類（表や図含む）を添付

しても構いません。罫線枠は自由に追加して作成してください。 

書類 記述内容等 

様式２ 

法人概要 

法人の名称、代表者名は正本１部にのみ記載し、副本６部には記入しない

でください。 

記載した公演実績を裏付けするチラシやパンフレット等の資料を添付して

ください（コピー可）。 

様式３ 

企画提案書 
３－１～３－７の設問について、全て記入してください。 

様式５ 

実施要領に関する 

質問書 

実施要領に関して質問がある場合は、実施要領のページ・項目を具体的に指

定して質問を記入しＥメールで提出してください。 

様式６ 

辞退届 

プロポーザルへの応募を取り下げ、選定を辞退する場合に、辞退理由を具体

的に記入して提出してください。 

 

２．提出書類の書式 

（１）提出書類の大きさはＡ４版縦、横書き、左綴じとします。 

（２）添付書類は、見易さ等に配慮してＡ４版横又はＡ３版（綴じる際はＡ４版の大きさに折り

込んでください。）印刷は片面、両面を問いません。 

（３）様式３「企画提案書」は、15ページ以内で作成してください。 

 

３．提出書類の提出方法 

（１）別紙２「提出書類一覧」の№２、No.３については、綴じないで提出してください。 

（２）別紙２「提出書類一覧」の№７～No.９については、それぞれＡ４版縦ファイルに綴じて

提出してください。 

（３）別紙２の「提出書類一覧」の№４（様式２「法人概要」）、№５(様式３「企画提案書」)、

№６(様式４「見積書」)については、Ａ４版縦ファイルにまとめて綴じて次の図の順番に綴

じて提出してください。 

（別紙３） 
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（４）各項番には、インデックスラベルを付ける又は仕切りカードを用いるなど、それぞれの提

出書類（添付書類）・項番が検索できるようにしてください。   

 

（５）ファイルの表紙及び背表紙に「東京高円寺阿波おどり演劇公演業務」と記し、正本には、

参加事業者名を記載し、副本には、参加事業者名は記載しないでください。 

性
質
別 

経
費
一
覧
表 

様 

式 

４ 

様 

式 

３ 

－７ 

様 

式 

３ 

－６ 

様 

式 

３ 

－５ 

様 

式 

３ 

－４ 

様 

式 

３ 

－３ 

 

 

様 

式 

３ 

－２ 

様 

式 

３ 

－１ 

 

様 

式 

２ 

 

 

 

22


