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観光・物産デジタルＰＲ動画制作業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨  

この実施要領は、観光・物産デジタルＰＲ動画制作業務について、企画提案を公募し、委

託契約候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ プロポーザル方式等の名称 

  公募型プロポーザル方式 

 

３ 業務の概要 

（１）業務の名称  

観光・物産デジタルＰＲ動画制作業務委託 

（２）業務の目的 

①新型コロナウイルスの影響で対面型の物産販売が非常に困難な状況にある中、大

仙市の「農・食」、「文化」に焦点を当てた番組素材（以下「ＰＲ動画」という。）

を制作し、地上波とＷｅｂ上で社会的ネットワークを構築可能とするサービス（以

下「ＳＮＳ等」という。）によるメディアミックス型のＰＲを実施することで、大

仙市の魅力を幅広い視聴者に対して周知することを目的とする。 

②ＰＲ動画と大仙市観光物産協会（http://daisenkankou.com/）が管理・運営して 

いる市公式ネットショップをリンク付けし、アクセス数の増加及び商品の販売促

進に取り組むことで、コロナ禍における新たな日常に対応した市特産品の需要喚

起策を実施し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

（３）業務の内容 

「観光・物産デジタルＰＲ動画制作業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）の 

とおり。 

（４）履行期間 

契約締結の翌日から令和４年２月１５日（火）まで 

（５）業務の規模又は概算事業費 

委託費用は、７，５７３千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限額とする。 

 

４ 担当部局 

〒０１４－８６０１ 大仙市大曲花園町１番１号 

 大仙市観光文化スポーツ部観光振興課 担当：鈴木、西尾 

 ＴＥＬ：０１８７－６３－１１１１（内線２５０） 

  ＦＡＸ：０１８７－６３－１１１９ 

 Ｍail ：kankou@city.daisen.lg.jp 

 

http://daisenkankou.com/）が管理・運営して
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５ 参加者に要求される資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たす必要がある。 

（１）秋田県内に本社、支社又は営業所等を有するテレビジョン放送局であって、本業務

委託について十分な業務遂行能力を有すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始

の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく

再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

（４）参加表明の提出期限日までに、令和３・４年度大仙市入札参加有資格者名簿に登載

されていること。 

（５）参加表明の提出期限日までに、国、秋田県及び市からの受注業務に関し、指名停止

等の措置を受けていないこと。 

 

６ 参加表明書等の提出等 

（１）提出書類 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の書類を提出すること。 

①参加表明書 （様式１）   １部 

②会社概要調書（様式２）   １部 

③業務実績表 （様式３）   １部 

④業務実施体制（様式４）   １部 

（２）参加表明に関する質問及び回答方法 

   ①質問の方法 

    質問書（様式５）を使用し、「４ 担当部局」に電子メールで提出すること。 

なお、送信後は必ず電話により受信確認をすること。 

   ②質問の受付期限 

    令和３年６月３０日（水）正午まで 

   ③回答の方法 

    令和３年７月６日（火）午後５時までに、市ホームページに掲載する。質問者の名 

称等については公表しない。 

なお、質問及び回答は、仕様書の追記事項にて取り扱う。 

（３）参加表明書等の提出期限、提出場所及び提出方法 

   ①提出期限  

令和３年７月９日（金）午後５時まで 

   ②提出場所  

大仙市観光文化スポーツ部観光振興課 

  ③提出方法  

持参又は郵送（提出期限までに到着するものに限る。郵送の場合は、配達記録が残
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る方法を利用すること） 

（４）募集説明会 

    本プロポーザルに関する募集説明会は、行わない。 

 

７ 辞退 

  参加表明後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、「辞退届（様式６）」を提出す

ること。なお、この場合でもその他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

 

８ 企画提案書等の提出等 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次の書類を提出すること。企画提案書は、仕

様書の内容を踏まえて作成すること。なお、提案書、企画提案書、見積書について、受理後

の差し替え、追加、削除等は一切認めない。 

 （１）提出書類 

①提案書   （様式７）   １部 

   ②企画提案書（任意様式）   ８部 

③見積書   （様式８）   ８部 

※②、③は正本１部のみ押印し、残り７部は複写とする。 

（２）企画提案書等の提出期限、提出場所及び提出方法 

  ①提出期限  

   令和３年７月１５日（木）午後５時まで 

  ②提出場所 

   大仙市観光文化スポーツ部観光振興課 

  ③提出方法 

持参又は郵送（提出期限までに到着するものに限る。郵送の場合は、配達記録が残

る方法を利用すること） 

（３）その他 

  ①企画提案書については、次の項目を章立てして作成すること。 

ア 企画構成 

イ 周知方法 

ウ その他提案 

エ 業務工程 

オ 類似業務実績 

カ 経費の内訳 

②企画提案書の添付資料として、シナリオや絵コンテ等を用いることも可とするが、

添付資料は大量とならないこと。 

③企画提案書はＡ４版６枚以内（両面印刷可、表紙及び添付資料は含まない。）で作成

し、１章につき１枚（Ａ４版両面）以内とすること。 

④提出書類と当日のプレゼンテーションの際の説明資料は同じ内容であること。 
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⑤見積書（様式８）は、具体的な積算内訳を添付すること。 

⑥提出期限を過ぎた場合は書類を受理しない。また、提出期限までに提出しない参加

資格者は辞退したものとみなす。 

 

９ プレゼンテーション及びヒアリング 

  企画提案書等を提出したものは、次のとおりプレゼンテーションを行うものとし、これ

に係るヒアリングを実施する。 

（１）実施予定日時 

①実施日時 

令和３年７月２０日（火）午後１時から 

②開始時刻 

プレゼンテーションの５日前に電子メールにて通知する。 

③実施場所 

大仙市役所３階第３委員会室（待機場所 ３階小会議室） 

（２）所要時間 

備品の設置５分以内、プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分以内、退室

５分以内 

 （３）出席者 

    ３名以内 

 （４）備品 

    次の物品については市で用意するが、その他必要なものがあれば提案者が持参する

こと。 

・プロジェクター（型番：EPSON LSD  PROJECTOR  EB-900） 

・スクリーン  （型番：KIKUCHI  GUP-80HDW  80インチ） 

・レーザーポインタ 

（５）その他 

①すでに市へ提出した書類をもとに説明すること。 

②委員からの質問に対して回答すること。提案者から委員への質問は認めない。 

 

１０ 審査方法及び評価基準 

（１）審査方法 

    審査は、観光・物産デジタルＰＲ動画制作業務委託業者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）が行う。選定委員会は、企画提案書等のほか、プレゼンテーション

及びヒアリングの実施結果に基づき特定する。なお、参加が１者のみの場合であっ

ても、選定委員会において審査を行う。 

 

（２）評価基準 

    「別表１ 提案書等評価基準」のとおりとする。 
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（３）審査結果 

   審査後、採否の結果を書面により通知する。 

 

１１ 日程 

（１）プロポーザル実施の公告      令和３年６月２５日（金） 

（２）実施要領等に関する質問の提出期限 令和３年６月３０日（水）正午まで 

（３）（２）の質問に対する回答期限    令和３年７月 ６日（火）午後５時まで 

（４）参加表明書等の提出期限      令和３年７月 ９日（金）午後５時まで 

（５）企画提案書等の提出期限      令和３年７月１５日（木）午後５時まで 

（６）選定委員会の実施         令和３年７月２０日（火）午後１時から 

（７）選定結果の通知          令和３年７月下旬（予定） 

（８）契約締結             令和３年７月下旬（予定） 

 

１２ 契約について 

   受託候補者決定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、随意契約の手続き

を行うものとする。なお、協議が整わない際は、次点の企画提案書の提案者と協議する

場合がある。 

（１）契約保証金      大仙市財務規則による。 

（２）契約書作成の要否   契約書を作成する。 

（３）支払条件       検収に合格すること。 

 

１３ 提案の無効  

次のいずれかに該当する場合は、提出された書類を無効とし、参加資格を取り消す。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があったと大仙市が認めた場合 

（４）仕様書を満たしていない企画提案書 

 

１４ その他の事項 

（１）本プロポーザルに係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）提出された書類は、審査目的外の使用はしない。 

（４）提出された書類は、審査目的の範囲で複製することがある。 

（５）本プロポーザルにおいて知り得た情報（周知の情報は除く。）は、本プロポーザルの

目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとする。ま

た、本プロポーザルへの関わりがなくなった時点で、大仙市から配付された資料及

びその他知り得た情報については、適切に破棄すること。 

（６）本プロポーザルの選定結果については、受託候補者は会社名及び獲得点数を公表す
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るものとし、次点者以降は獲得点数のみの公表とする。 

（７）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については、大仙市プロポーザル方式

等実施要綱（平成２４年４月１日施行）による。 

 

別表１ 提案書等評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案者名：【　　　 　　　 　　　　　】 採点者名：【　 　　 　　　　　　　　　】

5

2

評価項目 配点審査基準

（テレビ放送）
情報発信の方法について効果的な提案がされ
ているか。また、想定するターゲットに訴求
するものとなっているか。

15

企画構成

15

3

提案書等評価基準

その他提案
仕様書に定める内容以外で独自の提案はある
か。

4 20

※採点基準（5段階）
   5：優れている　4：やや優れている　3普通　2：やや劣っている　1：劣っている

※選定委員会の委員による評価結果の合計が満点（125点×委員数）の6割に満たない場合
や１つでも「劣っている」と評価された項目があった場合は選定しない。

（ＳＮＳ等配信）
情報発信の方法について効果的な提案がされ
ているか。また、想定するターゲットに訴求
するものとなっているか。

周知方法

大仙市の魅力を県内外に発信することで、市
公式ネットショップを活用して特産品を購入
していただくための導線が構築されている内
容となっているか。

係数

3

4

　本プロポーザルにおける各提案者の評価は、次の基準により実施するものとする。

25

大仙市独自の「農・食」、「文化」に焦点を
当てた内容となっているか。また、企画のコ
ンセプトと狙いが明確になっているか。

20

2

合計 125

経費の妥当性
経費の内訳は、業務内容に見合った金額と
なっているか。

10

類似業務実績 2

同様の類似業務の実績が認められるか。ま
た、事業の関連分野に関する知見や関係者と
のネットワークを有しているなどの優位性は
あるか。

10

業務工程
業務を確実に実施するためのスケジュール管
理がなされているか。

10


