
令和５年度ふるさとふくしま情報提供事業（地域情報紙制作・発送業務） 

企画コンペ募集要領 

 

１ 委託する業務名 

令和５年度ふるさとふくしま情報提供事業（地域情報紙制作・発送業務） 

 

２ 事業の目的 

東日本大震災及び原子力災害により、今なお多くの県民が避難生活を続ける

中、避難指示解除の進行など避難者を取り巻く環境が変化しているとともに、

避難生活の長期化により避難者の課題が個別化・複雑化している。 

このような状況を踏まえ、避難者の生活再建に資する情報や福島県で安心し

て暮らすための取組、より魅力的で新しい「ふくしまの今」の姿等を盛り込ん

だ地域情報紙「ふくしまの今が分かる新聞」を発行し、避難者に対してきめ細

かく情報提供を行う。 

 

３ 委託業務の内容 

別紙１「委託仕様書（案）」のとおり 

 

４ 委託業務期間 

  令和５年４月３日（月）から令和６年３月２９日（金）まで 

 

５ 見積限度額 

  １７，６５６，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

６ スケジュール 

実施内容 実施主体 日程・期日（令和５年） 

１ 企画コンペ説明会 県・参加業者 ２月 ７日（火）午後３時～４時 

２ 質問書の受付期限 参加業者 ２月１４日（火）正午 

３ 質問書に対する回答期限 県 ２月２１日（火）午後５時 

４ 参加申込書の提出期限 参加業者 ２月２７日（月）午後５時 

５ 企画提案書等の提出期限 参加業者 ３月 ６日（月）正午 

６ 企画提案書等の書類審査 県 ３月 ７日（火）～１４日（火） 

７ 審査結果の通知 県 ３月１７日（金) 午後５時 

８ 仕様書協議 県・選定業者 ３月２２日（水）予定 

９ 見積書徴取 県・選定業者 ３月２４日（金）予定 

10 契約の締結 県・選定業者 ４月 ３日（月）予定 

  



７ 提出書類 

（１）提出期限、提出方法等 

提出書類 様式 部数 提出期限 提出方法 提出先 

企画コンペ 

参加申込書 
第１号 １部 

令和５年 

２月 27日

（月） 

午後５時 

持参又はＦＡＸ 
(郵送希望の場合は別

途協議すること) 

避難者支援課 

企画提案書(※) 任意 ６部 

令和５年 

３月６日

（月） 

正午 

原則持参 
（ＦＡＸ不可） 

(郵送希望の場合は別

途協議すること) 

会社案内パンフレ

ット(ある場合のみ) 
任意 ６部 

会社概要 第２号 １部 

会社組織図 任意 １部 

直近に終了した 

事業年度における 

財務諸表 
任意 １部 

業務実施体制書 第３号 １部 

暴力団等反社会的

勢力でないことの

表明・確約に関する

同意書 

第４号 １部 

費用見積書 任意 １部 

 （※）企画提案書の作成に当たっては、別紙２「企画コンペ提案課題」を参

照すること。 

 

（２）提出上の注意事項 

ア 提出書類は、日本産業規格Ａ列４番とし、企画提案書の特集記事案のみ

Ａ列３番とする。なお、全ての提出書類について、電子媒体による提出

は受け付けない。 

イ 企画提案書は、１社１案とすること。 

ウ 企画提案書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とし、企画提案書

等の返却は行わない。 



エ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は原則認め

ない。 

オ 提出された企画提案書等の内容について、必要に応じてヒアリングを行

うことがある。 

カ 提出された企画提案書等は提案者に無断で使用しないものとするが、審

査に必要な範囲において複製を作成する。 

 

８ 説明会の開催 

（１）日時 

令和５年２月７日（火） 午後３時から午後４時まで 

（２）会場 

福島県庁自治会館１階 １０１会議室 

（福島市中町８番２号 県庁北庁舎向かい） 

（３）申込方法 

県ホームページから出席申込書をダウンロードし、持参又は FAX で避難

者支援課に提出すること。 

（提出先）福島県避難地域復興局避難者支援課 

  〒９６０-８６７０ 福島市杉妻町２番１６号（本庁舎５階） 

  電話 (０２４)５２３-４２５０ ＦＡＸ (０２４)５２３-４２６０ 

（４）申込期限 

   令和５年２月６日（月） 午後５時（必着） 

（５）参加人数 

   １事業者２名までとする。 

（６）その他 

   説明会に不参加の場合も、企画コンペには参加可能。 

 

９ 企画コンペに関する質問書の受付 

（１）質問書の提出方法 

本コンペに関する質問は、企画コンペ募集要領等質問書（第５号様式）に

より、持参、郵便又は FAX で、令和５年２月１４日（火）正午までに避難

者支援課へ提出すること（必着）。なお、電話による質問には応じない。 

（２）回答期限及び回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあ

るものを除き、令和５年２月２１日（火）午後５時までにホームページに掲

載する。なお、回答に当たり、質問者名は表示しないよう配慮する。 

 

10 審査方法及び結果の通知 

（１）審査方法 



別紙３「企画コンペ審査基準等」のとおり。 

（２）審査結果の通知 

令和５年３月１７日（金）午後５時に、参加者全員に電子メールで通知し、

その後、書面を郵送する。 

 

11 契約 

（１）契約手続 

福島県は、本業務に関して最も優れた提案を行った者と仕様書協議を行

い、業務委託契約の締結交渉を行う。なお、最も優れた提案を行った者が

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のい

ずれかに該当することとなった場合又は交渉の結果、契約締結までに至ら

なかった場合、次点の者と契約の締結交渉を行う。 

（２）権利 

本情報紙の著作権は、福島県に属するものとする。ただし、成果品の部分

を構成する著作物（イラスト・写真等）については協議による。 

（３）その他 

ア 福島県は、契約にあたって採用した提案について、必要に応じて一部変

更を求めることができるものとする。 

イ 企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困

難または合理的でないときは、福島県は契約の相手方に対し契約金額の減

額、損害賠償の請求、契約の解除、違約金の請求の対象とすることができ

る。 

 

12 参加資格に関する事項 

次に掲げる条件を全て満たした者とする。 

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 

（２）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における

入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て

をした者若しくはなされた者（同法第41条第1項に規定する更生手続き開始

の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規

定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第33条第

1 項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほ

か、次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代



表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

た者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与している者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者。 

（５）県税を滞納している者でないこと。 

（６）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

（７）本事業に類似する業務を実施した実績があり、確実に履行できること。 

（８）常に連絡調整できるように、体制を整えておける者であること。 

（９）その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

13 失格事項 

次の各号のいずれかに該当する企画提案書は失格とする。 

（１）募集要領等で示す条件に違反した企画提案書 

（２）虚偽の内容が記載されている企画提案書 

（３）コンペ審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的

又は間接的に求めた者が提出した企画提案書 

 

14 その他 

（１）７（１）に記載の書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届（任

意様式）を提出すること。 

（２）本事業は、福島県の令和５年度当初予算の成立等を前提に事業化され

るものであり、予算の成立がなければ、いかなる効力も発生しない。 

  



＜参考＞地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４ 

【事務局】 

  福島県避難地域復興局避難者支援課 担当／具志堅 

  〒９６０-８６７０ 福島市杉妻町２番１６号（本庁舎５階） 

  電話 (０２４)５２３-４２５０ ＦＡＸ (０２４)５２３-４２６０ 

（一般競争入札の参加者の資格） 

 第１６７条の４  普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれ

かに該当する者を参加させることができない。 

 一  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

 二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項 各号に

掲げる者  

 ２  普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。  

 一  契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をしたとき。  

 二  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得るために連合したとき。  

 三  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

 四  地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨

げたとき。  

 五  正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

 六  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき

過大な額で行つたとき。  

 七  この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 


