
石狩市観光プロモーション映像制作業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務の概要 

 ⑴ 業務の名称 

   石狩市観光プロモーション映像制作業務委託 

 ⑵ 業務の目的 

 石狩市では、平成 25 年度に「サケのまち石狩」をテーマに観光資源を紹介するプロ   

モーション映像を制作したが、制作から６年が経過するなかで、道の駅石狩「あいろ 

ーど厚田」の開業や日本遺産「北前船」への認定など本市を取り巻く観光情勢の大き 

な変革があったため、現状に即した新たな映像を制作する。また、言語は日本語版と 

英語版の２種類分を制作するものとし、映像は道内外でのイベント出展や市内観光施 

設等での放映のほか、ＷＥＢサイトやＳＮＳでの発信、外国人誘致事業などのＰＲツ 

ールとして広く活用が可能なものとする。なお、業務の実施に当たっては、高度な専 

門知識やノウハウを活用した優れた提案を得るため、受託者を公募型プロポーザル方 

式で選定するものとする。 

 ⑶ 業務内容 

  「石狩市観光プロモーション映像制作業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。） 

 に記載しているとおりとする。ただし、契約時における仕様は、契約候補者として選 

 定された事業者の提案内容に応じて仕様を変更することがある。 

 ⑷ 予算額（上限額） 

   ２，０００，０００円 

※  この金額は消費税及び地方消費税を含む値である。また、契約時の予定価格を

示すものではなく、本業務の規模を示すものである。 

 ⑸ 業務（委託）期間 

    令和２年４月１日（水）（契約締結日）から令和３年３月 31 日（水）まで 

  

２ 参加資格要件 

  本手続に参加できるものは、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。  

 ⑴ 国又は地方公共団体が発注する観光映像の制作業務を受託した実績があること。 

 ⑵ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき更生手続の申立てがなされ

ている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全でな

い者であること。 

 ⑶ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく会社、特定非営利活動促進法（平成 10

年法律第７号）に基づく特定非営利法人又はその他の法人であって、委託事業を的確

に遂行するに足る能力を有する者（宗教法人及び政治活動を主たる目的とする団体並

びに石狩市暴力団の排除に関する条例（平成 25 年石狩市条例第 20 号）第２条第１項

に規定する暴力団及び同条３号に規定する暴力団関係事業者を除く。）であること。 



 ⑷ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

 ⑸ 提案書の提出日において、国税（法人税及び消費税及地方消費税）の滞納がないこ

と。 

 ⑹ 提案書の提出日において、石狩市又は本社所在地における法人市民税（特別区にあ

っては都民税）の滞納がないこと。 

 ⑺ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 

 ⑻ 以下の内容について承諾すること。 

   本プロポーザルは、令和２年度石狩市予算で本事業が可決することを前提として実 

  施するものである。このため、本事業費が可決されなかった場合は、本プロポーザル 

  の選定結果は失効する。この場合において、提案者に損害等が生ずることがあっても 

  本市は賠償の責任を有しない。 

 

３ 契約方法 

  提出された企画提案書と提案者からのプレゼンテーションの内容を審査する「審査委 

 員会」を開催し、評価が優れている事業者を第１優先契約候補者として選定し、随意契 

 約により委託契約を締結する。なお、第１優先契約候補者に選定された事業者が辞退し 

 た場合、もしくは２の参加資格要件を満たさなくなった場合は、次点者を第２優先契約 

 候補者に選定し、契約の交渉を行うこととする。 

   なお、参加提案者が１者の場合にあっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を 

 満たすと認められる場合は、その事業者を契約候補者として選定し、随意契約により委 

 託契約を締結する。 

   

４ 参加表明書に関する事項 

 ⑴ 提出書類   

  ア 参加書類受理票＜第１号様式＞ 

  イ 参加表明書 ＜第２号様式＞ 

 ウ ２（１）の要件に係る「業務経歴書①」＜第３号様式＞（年度、発注者、業務名、  

  契約金額、担当者名を記載し、契約書の写し、業務の概要がわかるものを添付する 

  こと。） 

 エ 登記簿謄本（写し可）・・・申請時において３ヶ月以内のもの 

 オ 平成 31・32 年度石狩市競争入札参加資格者登録名簿に登載されていない者の場合、  

  次に掲げる書類 

   (ア) 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）（直近２年度決算分） 

   (イ) 国税の納税証明書（法人税及び消費税及地方消費税） 

   (ウ)  石狩市又は本社所在地における市税の納税証明書（法人市民税）（直近２年度分） 

※ (イ)、(ウ)に掲げる書類については、申請時において３ヶ月以内であるものとし、写し

による提出を認める。また、(イ)、(ウ)に掲げる書類については、納税証明書に記載され

ている未納額が０円であるものに限る。 

 



 ⑵ 提出期間 

   令和２年２月３日（月）～２月 13 日（木）午後５時まで（持参、郵送ともに必着） 

   ※土・日・祝日除く 

 ⑶ 提出場所 

   「10 担当部署（書類提出先・問合わせ先）」に提出すること。 

 ⑷ 提出方法 

   持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかに限る） 

 ⑸ 参加事業者の決定  

   提出のあった参加表明書等を審査のうえ参加事業者を決定し、参加表明のあった事 

  業者に対し、審査結果を令和２年２月 14 日（金）までに電子メールにて通知する。 

  

５ 質疑の受付と回答 

 ⑴ 提出書類 

   質問・回答書＜第４号様式＞を使用する。 

 ⑵ 提出方法 

   電子メールでのみ受付（E‐mail:kankou@city.ishikari.hokkaido.jp） 

 ⑶ 受付期間 

   令和２年２月 17 日（月）～２月 25 日（火）午後５時まで（必着） 

 ⑷ 回答方法 

   質問に対する回答は参加事業者全員に電子メールにて通知する。 

 

６ 企画提案書に関する事項 

 以下を提出すること。なお、使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

⑴ 提案書等書類受理票＜第５号様式＞ 

⑵ 企画提案書（様式任意） 

・  本事業に関する基本的な考え方を記載すること。 

・  仕様書の業務内容に掲げる各事項全てについて、具体的な提案をするとともに、業

務の実施手順及び実施体制、業務スケジュールを記載すること。なお、制作する映

像の全体像が分かるよう、映像のコンセプトを明確にするとともにあらすじや具体

的な構成映像等を示した絵コンテを掲載すること。 

・  本業務の管理責任者及び担当者の業務経歴を記載すること。 

・  用紙はＡ４版で、全体で 10 ページ以内（表紙は含めない）とすること。 

・  提案事業者名が判別できないようにすること。 

 ⑵ 業務見積書及び内訳書＜任意様式＞ 

 ⑶ 事業者概要書＜第６号様式＞ 

 ⑷ 業務経歴書②＜第７号様式＞ 

  提出期間  令和２年２月 27 日（木）～令和２年３月５日（木）午後５時まで（持参、 

        郵送ともに必着） 

  提出場所  「10 担当部署（書類提出先・問合わせ先）」に提出すること。 

  提出方法  持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかに限る） 

  提出部数  正本１部、副本７部（副本については複写可とする） 



７ 審査方法 

 ⑴ 契約候補者の選定 

   参加資格の審査、企画提案書の審査、評価、選定及びその他本プロポーザルに係る 

  庶務は、市職員と有識者で構成する「石狩市観光プロモーション映像制作業務委託公 

  募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査会」という。）を設置して行う。 

   企画提案書の提出を受けた後にプロポーザルを行い、評価が最も優れている事業者  

  を第１優先契約候補者として選定する（次点者も決定する。）。なお、本プロポーザル 

  に参加した他の参加者の情報、選定結果、評価点は公開しない。選定結果については、 

  提案者全員に対し自己の結果のみ通知する。 

  評価の詳細・評価点・審査の経緯及びその内容は公開しない。また審査及び結果に 

 関する質問や異議は受け付けないものとする。 

  また、応募が多数の場合（５件を超える場合を想定）は、審査会で書類による１次 

 審査を実施し、１次審査を通過した参加者のみヒアリングを実施する場合がある。１ 

 次審査の結果については、自己の結果のみを各提案者に通知する。 

 ⑵ プレゼンテーション 

   企画提案内容を確認するため、プレゼンテーション及び審査委員からの質疑応答を 

  行う。 

  ア 実施日時 

    令和２年３月 12 日（木）※予定 

  イ 実施場所 

    石狩市役所本庁舎４階 401 会議室（石狩市花川北６条１丁目 30 番地２） 

 ウ 企画提案の説明及びヒアリング 

 １者あたり 30 分程度（プレゼンテーション：20 分、質疑応答：10 分程）を予定 

■審査項目 

審査項目 内容 配点 審査の視点 

業務遂行能力 

企業の規模 ５ 会社の規模、経営状況が適正か 

企業の業務内容及び実

績 

５ 同様の業務の受託実績の有無 

業務実施体制 ５ 業務を実施する上で必要な体制、

技術者の資格、経験、専門知識 

本委託業務に係る概算

経費 

５ 概算経費の妥当性 

業務理解度 業務の実施方針 10 本業務を適切に理解しているか。 

工程計画 工程計画・業務フロー 10 業務フロー及び工程は適正か。 

特定テーマ 

映像のコンセプト 20 提案されたコンセプトが本市の

観光資源の魅力を効果的に伝え

る内容となっているか。 

映像の撮影 10 コンセプトを効果的に伝える内

容を撮影しているか。また、魅力



 ⑶ その他 

   会場には、ノートパソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ７ office2013）、プロジェクター及び

スクリーンを用意するが、参加者がパソコンを持参することは可能である。ヒアリン

グ日時及び開始時間については別途連絡する。 

 ⑷ 審査結果 

 審査結果は、プレゼンテーション参加者に対し、書面「企画提案書の審査結果につ

いて」＜第８号様式＞にて通知する。また、書面の通知と併せて電子メールにて通知す

る。 

 

８ スケジュール 

参加表明書の提出期間 令和２年２月３日(月)～２月 13 日（木） 午後５時（必

着） 

質問の受付期間 令和２年２月 17 日（月）～２月 25 日（火） 午後５

時（必着） 

企画提案書等の提出期間 令和２年２月 27 日（木）～３月５日（木） 午後５時

（必着） 

プレゼンテーション審査 令和２年３月 12 日（木）を予定 

結果通知 審査後７日以内 

契約手続き 令和２年４月１日 

 

９ その他 

 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 ⑵ 企画提案に要する全ての費用は、提案者の負担とする。 

 ⑶ 次の条件のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外する。 

  (ア) 企画提案書の内容に虚偽の内容が記載されている場合 

  (イ) 企画提案書に記載がない事項に関する提案が含まれている場合 

  (ウ) 関係者に対して工作等不当な活動を行ったと認められる場合 

を表現する撮影方法が提案され

ているか。 

映像の編集 20 提案されたコンセプトを訴求で

きる映像構成になっているか。ま

た、観光資源の魅力を引き出す映

像効果等が採用されているか。 

プレゼン能力 
プレゼンテーションの

適正について 

５ 分かりやすい説明であったか。質

疑に的確に回答できたか。 

その他 

その他提案について ５ 提案が具体的かつ適当である上、

期待する成果が得られるもので

あるか。 

合計  100  



  (エ) 企画提案書が定められた提出方法、提出先、提出期間に適合しない場合 

 ⑷ 提出期間以外の企画提案書の差し替え又は再提出は認めない。 

 ⑸ 参加者から提案された関係書類は返却しない。 

 ⑹ 参加者から提出された企画提案書は当該審査以外で提案者に無断で使用しない。 

 ⑺ 提出された企画提案書の機密保持には十分配慮する。 

 ⑻ 参加表明書又は企画提案書後に辞退する場合には、辞退理由等を記載した辞退届＜

第９号様式＞を提出すること。辞退することによって、今後の石狩市との契約等に不

利益な取扱いをするものではない。 

 

10 担当部署 

 石狩市企画経済部商工労働観光課（担当：髙木、角田） 

  〒061-3292  石狩市花川北６条１丁目 30 番地２  

  TEL：0133‐72‐3167（直通） 

  FAX：0133‐72‐3540 

  E-mail ：kankou@city.ishikari.hokkaido.jp 


