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「応援を力に！ふくしまの関心度向上事業」 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託する業務名 

応援を力に！ふくしまの関心度向上事業 

 

２ 委託業務の目的 

本県のイメージは回復傾向にあるものの、一方で風化が進み、全国的に本

県への関心度が弱まっている傾向がある。 
このため、本県に思いを寄せてくれる方々を「ひとつ、ひとつ、実現する ふ

くしま 広報隊」として募集しながら、本県の復興への思いを込めたスローガ

ン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」を周知するとともに、本県のポス

ターとして定着してきている「福島県公式イメージポスター」を県内市町村

と連携して複数制作し、企業・団体等の協力のもと継続的に掲出することで、

多くの人の関心・興味を高め、県産品の購入や観光・教育旅行による来県、

移住促進などにつなげて風評の払拭と風化の防止を図る。 
 

３ 委託業務の内容 

(1) スローガンの周知拡大 

(ｱ）県のスローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」を広めるための 

PRツール等を制作すること。 

(ｲ) スローガンに共感し、本県を応援してくれる方々を「広報隊」として募集

すること。また、登録者数が一定数達した時点でスローガンの更なる周知

と浸透を図る企画を実施すること。 

(ｳ）その他、スローガンや「広報隊」を周知するための企画を実施すること。 

(2)イメージポスターの制作 

(ｱ) 令和４年度、県で制作した「来て」「呑んで」「味わって」「住んで」

「ふくしま」のイメージポスターを新たに５種類制作する。ポスターのデ

ザインは連貼を意識したものとすること。また、新しいポスターを伝える

電車内中吊り用ポスターを制作すること。 

① 観光ＰＲポスター「来て」 

② 県産品ＰＲ（日本酒に限る）ポスター「呑んで」 

③ 農林水産物ＰＲポスター「味わって」 

④ 定住・二地域居住ＰＲポスター「住んで」 

⑤ 復興ＰＲポスター「ふくしま」 

※ 制作枚数：Ｂ１ポスター  ３，５００枚×５種＝１７，５００枚 

           Ｂ２ポスター  ４，５００枚×５種＝２２，５００枚 

           Ｂ３ポスター  ３，５００枚×５種＝１７，５００枚 

           Ｂ３ワイドポスター １２，１６０枚×１種＝１２，１６０枚 

(ｲ) 共同作成を希望する 10 程度の市町村で撮影した写真を使用して、「来て」

のイメージポスターを(ｱ)①のデザインとは別に制作すること。 

※ 作成枚数：Ｂ１ポスター ２，０００枚×１０種＝２０，０００枚程度 

Ｂ２ポスター ２，５００枚×１０種＝２５，０００枚程度 
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            Ｂ３ポスター ２，５００枚×１０種＝２５，０００枚程度 

※ 県との契約締結後、庁内関係課等及び共同制作を希望する市町村と協議

し、別途契約等を交わすこと。（全ポスターのデザイン制作費は、本事業

で対応。(2)(ｱ)の５種のポスターの印刷費用の内、本事業とは別に４００

万円（税込）を庁内関係課等が負担する。また、(ｲ)の市町村のポスター印

刷費用は本事業費とは別に各市町村が８８万円（税込）を負担する。） 

※ 共同制作を希望する市町村数については、現在、各市町村の意向確認中

であり、変更になる場合もあることに留意すること。 

※ (ｱ)及び(ｲ)のポスター制作・校正に当たっては、福島県クリエイティブ 

ディレクターの監修を受けること。なお、ディレクターの意向によっては

採用案が変更になる場合もあることから、候補写真については、十分な量

を確保できる体制をとること。 

(ｳ) ポスターに使用する一部写真については、フォトコンテストを開催し募

集するとともに、コンテストを周知するための広報物を制作すること。 

なお、(ｱ)の「味わって。」「呑んで。」については、フォトコンテスト

ではなく、制作時期に応じた候補写真を制作すること。 

また、(ｲ)においては、共同制作を希望する市町村と協議を行い写真の収

集方法を別途決定すること。 

(3) ＰＲツール発送・保管 

(ｱ) (1)や(2)の制作物に加え、県が保有する各種情報発信に使用する PR ツー

ルを保管・管理するとともに、県が指定した県内外の発送先（500 カ所程度

×2 回想定）に送付すること。 

(ｲ) ポスターを発送する場合には、原則折り曲げずに送付すること。 

(ｳ) 委託期間中、(1)や(2)の制作物等を無償発送するため、その事務局を設

置し、円滑な受付・発送対応(発送件数 5,000件程度)を行うこと。 

(ｴ) 在庫は契約期間中適正に管理し、県からの依頼に応じて随時県庁に納品

を行うこと。なお、県庁への納品は在庫補充で複数回行う予定であるが、

発送先 6,000 カ所（(ｱ)1,000、(ｳ)5,000）程度には含まないので留意する

こと。 

(4) ウェブサイトの管理運営 

県内外の皆様からの応援を募るという本事業の趣旨を広く周知するため、

(1)及び(2)それぞれについて、ウェブサイトを制作し、管理すること。 

なお、ページ数や更新回数については、企画に応じ決定する。 

 

４ 委託業務期間 

  契約日から令和６年３月３１日（日）まで 
 

５ 委託費の上限 

  ４４，７７２千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 
 

６ 応募資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札参加者の資格）の規定に
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該当しないこと。 

(2) 募集要項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) 次のいずれかに該当しないこと。 

 (ｱ) 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与

している者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は契約

を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。

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２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である

と認められる者。 

(ｲ) 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て

いると認められる者。 

(ｳ) 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

は関与していると認められる者。 

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用するなどしていると認められる者。 

(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

いると認められる者。 

(5) 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。 

(6) 県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

(7) 県税を滞納している者でないこと。 

(8) 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 質問等の受付 

(1) 受付期限 
    令和５年３月１０日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 

「質問書」（様式第１号）は電子メール又はファクスにより広報課まで提出

してください。 
また、電子メール、ファクスとも送信後に電話にて送付した旨お知らせく

ださい。なお、電話による質問の受付は行いません。 

(3) 回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあ

るものを除き、令和５年３月１３日（月）までに、福島県の WEB サイトに

掲載します。なお、個別の回答は行いません。 
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８  参加表明書の提出 

    プロポーザルに参加する意思のある者は、「参加申込書」（様式第２号）

を以下により提出してください。提出がない者の企画提案は受け付けません。 
(1) 提出期限 

    令和５年３月１５日（水）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 

    広報課へ電子メール、ファクス、郵送または持参 

 ※電子メール又はファクスにより提出した場合は、電話にて送付した旨お知

らせください。また、持参による提出の受付時間は、県庁開庁日の午前８

時３０分から午後５時１５分までとします。ただし、令和５年３月１５日

（水）は午後５時までとします。 
 

９ 企画提案書等の提出 

  プロポーザルに参加する意思のある者は、「参加申込書」（様式第２号）

の提出を行った上で、企画提案書等を以下により提出してください。 

(1) 提出期限 

    令和５年３月２２日（水）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 

    広報課へ郵送又は持参 

 ※持参による提出の受付時間は、県庁開庁日の午前８時３０分から午後５時

１５分までとします。ただし、令和５年３月２２日（水）は午後５時まで

とします。 

(3) 企画提案書等 

(ｱ) 企画提案書及び工程表（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ４判とする。） 

(ｲ) 事業経費積算書（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ４判とする。） 

(ｳ) その他企画提案を説明するのに必要な書類 

(ｴ) 団体概要（様式第３号） 

 (4) 提出部数 

８部 

      

10 企画提案書等の内容 

(1) 業務実施体制 

(ｱ) 責任者、担当者配置及び役割分担等 
(ｲ) 過去の実績等 

(ｳ) 福島県クリエイティブディレクターや福島県との調整方法 

(2) 上記３(1)について 
(ｱ) ＰＲツールの制作内容 

   これまでに制作したＰＲツールを参考に、今年度に制作するツールの種類

と数量を自由に提案すること。 

  【参考】これまでに制作したＰＲツールの例 

   ポスター（Ｂ１：７,０００枚、Ｂ２：１５,０００枚）、 

   エリップバッグ（５０,０００枚）、卓上フラッグ（１７,０００本）、 

   のぼり（５,０００枚）、車輌用マグネット（１４,０００枚）など 
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(ｲ) 広報隊周知企画 
  広報隊の登録促進及び登録者数が５万人に達した際の企画や情報発信の

方法を検討し提案すること。 
(3) 上記３(2)について 

(ｱ) ポスターのイメージデザイン 

(ｲ) 市町村等との調整方法 

(ｳ) フォトコンテストの実施方法 

  これまでのフォトコンテストを参考に、募集する写真の詳細や審査の方

法、応募された写真等の管理体制等を記載すること。 

  また、応募者数（特に県外からの応募者）を増やすための企画を自由に提

案すること。 

  なお、応募者数増加を図る新たな賞を設定する場合には、その趣旨を記載

すること。 

(4) 上記３(3)について  
(ｱ) 各種ツールの保管体制 

(ｲ) 発送体制（県の連絡から発送までの要する時間、広報課への随時納品 

方法、梱包及び発送方法、受付体制等） 

(5) 上記３(4)について  
本事業の目的達成のために、効果的なウェブサイトのイメージと更新時期 

を自由に提案すること。 

(6) 事業経費積算書について 

経費区分が分かるように具体的に記載すること。 

 

11  企画提案書等の提出に際しての留意事項 

(1) 失格又は無効 

  以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる場合があり

ます。 

(ｱ) 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 

(ｲ) 提出書類に虚偽の内容の記載がされていた場合 

(ｳ) 提出書類に不備があった場合 

(ｴ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(ｵ) 参加表明書の提出期限から当該業務の契約締結日までの期間内に、提案

者又は役員が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合 

(ｶ) 本実施要領に違反すると認められる場合 

(ｷ) その他、福島県が予め指示した事項に違反した場合 

(2) 複数提案の禁止 

    プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできません。 

(3) 辞退 

    参加申込書（様式第２号）を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意

様式）を提出してください。 

(4) 費用負担 

    プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とします。 

(5) その他 
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(ｱ) 参加者は、参加申込書（様式第２号）の提出をもって、本実施要領の記

載内容を承諾したものとみなします。 

(ｲ) 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で

追加資料の提出を求めることがあります。 

(ｳ) 提出された企画提案書等は、返却しません。 

(ｴ) 提出された企画提案書等に係る第三者からの公文書開示請求に関して

は、参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

ため、開示しません。 

(ｵ) 本事業は、令和５年度予算として執行するものであることから、予算可

決後、予算の執行が可能になったときに事業が確定するものです。 

  また、上記３(1)(ｲ)で「来て」ポスターを作成する市町村数についても

現在の想定であり、各市町村での予算可決後、共同作成が決定します。 

 

12 プロポーザルの審査に関する事項 

(1) 審査方法 

    公募型プロポーザルによる各団体等からの提案を受け、福島県はこれを企

画書による書面審査により評価し、業務委託予定者（単独随意契約の予定

者）を選定します。 
(2) 審査基準及び配点 

審査項目 配点 評価基準 

スローガンの周知拡大 ２０点 ○制作するＰＲツールは魅力的で、普及拡大

に十分な種類と数量で構成されているか 
○スローガンを県内外に周知するために効

果的な企画となっているか 
イメージポスターの

制作 

４０点 ○インパクトのあるポスターデザインが期

待できるか 
○市町村や県クリエイティブディレクター

など関係者との連絡調整に問題はないか 
○十分な候補写真を確保し管理できる体制

になっているか 
○フォトコンテストの応募者増加や更なる

話題化が期待できる企画となっているか 
ＰＲツールの発送・保

管等 

 

２０点 

 

○大量の一括発送に対応できるか。また、日

々の県等からの発送依頼に対応できるか 
○複数のツールを管理することになるが、保

管体制に問題はないか 
WEBサイトの管理・運

営 
１０点 ○WEBサイトを適切に管理・運営し、効果的

に活用することができるか 
実施体制・費用見積 １０点 

 

○関係者との連絡体制や役割分担は適当か 
○企画内容に対して妥当な見積額か 

(3) 通知等 

  審査の結果は、プロポーザル参加者全員に通知します。 
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(4) 契約の締結等 

(ｱ) 仕様書の協議等 

選定した業務委託予定者と福島県が協議し、委託契約に係る仕様を確定

した上で契約を締結します。仕様書の内容は業務委託予定者が提案した内

容を基本としますが、提案内容のとおりに反映されない場合もあります。 

(ｲ) 契約金額の決定 

    契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積

書を徴取し決定します。見積金額は委託費の上限価格を超えないものと

します。 

(ｳ) その他 

業務委託予定者と福島県との間で行う協議が整わない場合又は業務委託

予定者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であ

った応募者と協議します。 

 

13  スケジュール 

令和５年３月 ７日（火）      プロポーザル実施要領の公表 
令和５年３月１０日（金）午後５時  質問書の提出期限 
令和５年３月１３日（月）午後５時  質問書への回答 

令和５年３月１５日（水）午後５時  参加表明書の申込期限 
令和５年３月２２日（水）午後５時  企画提案書等の提出期限 
令和５年３月３０日（木）予定    審査結果の通知 

令和５年４月 １日（土）      契約締結 
 

14 問合せ先及び各種書類の提出先 

  〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６ 

  福島県広報課 （担当：加藤） 

  電  話：０２４－５２１－７１２４ 

  ＦＡＸ：０２４－５２１－７９０１ 


