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チャレンジふくしまプロジェクト（情報発信コンテンツ等制作事業） 
公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託する業務名 

  チャレンジふくしまプロジェクト（情報発信コンテンツ等制作事業） 

 

２ 委託業務の目的 

福島県クリエイティブディレクター箭内道彦氏監修の下、全国規模の知名度

と影響力のある著名人を起用して「ふくしまの今と魅力」を表現する動画である

「ふくしま 知らなかった大使」の続編を作成し、様々な手法で国内外に広く発

信することにより、本県への関心を高め、風評払拭及び風化防止につなげること

を目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約日から令和６年３月３１日（日）まで 

 

４ 委託費の上限 

８６，９９９，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

５ 委託業務の内容 

（１）動画の制作及び特設ウェブサイト制作について 

・福島県クリエイティブディレクター監修の下、「２委託業務の目的」に 

合致する動画を制作すること。 

※動画の本数及び尺については自由提案とするが、県の応援企業や自治 

体等のデジタルサイネージ及びテレビＣＭ等での放映や、ＳＮＳ等によ 

る発信を想定しているため、15秒及び 30秒版も制作すること。 

   ※制作する動画については、県が令和２～４年度に制作した「ふくしま 知

らなかった大使」の内容を踏まえ、これまでの流れを踏襲しつつ、新たな

魅力を発信する内容となるよう配慮すること。 

・日本語版のほか、英語版を制作すること。（制作する動画には字幕を挿入す

ること。） 

・県公式 YouTubeチャンネルに掲載するために必要な動画編集・データ変 

 換作業等を行うこと。 

・動画を閲覧できる特設ウェブサイトを制作・管理すること。 

（２）動画の効果的なＰＲについて 

・制作した動画を広く国内外に発信し、再生回数に寄与するとともに、効果 
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的なＰＲを実施すること。 

・制作した動画をＰＲするための各種広報ツールを制作すること。 

・上記を踏まえ、効果的な広報計画を作成し、実行すること。 

  ・各種ＰＲや媒体での露出について、その効果を測定すること。 

（３）上記（１）～（２）に関する実績報告書を作成すること。 

 

６ 応募資格 

企画提案書を提出する者（以下「提出者」という。）に必要な資格（以下「参 

加資格」という。）は次のとおりとする。 

（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）本実施要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国の   

機関における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中の 

者でないこと（国の機関に係るものは贈賄、独占禁止法違反行為、公契約 

関係競売等妨害等に起因する案件に限る。）。 

（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 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てい

る者。 

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であることを知りながらこれを不当に利用



3 

するなどしている者。 

カ 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 質問等の受付 

   当プロポーザルの実施要項についての質問を、以下により受け付けます。 

（１）受付期間 

令和５年３月２４日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

「質問書」（様式第１号）を広報課へ電子メールにより提出してください。

電子メールの送付後、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、令和５年３月２８日（火）までに、広報課のホームペ

ージに掲載します。（個別の回答は行いません。） 

 

８ 参加申込書の提出 

  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。なお、この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２９日（水）午後５時（必着） 

（２）提出方法  広報課へ電子メールにて提出 

※電子メールにて送付した後、電話にて送付した旨をお知らせ

ください。 

（３）参加資格の確認 

   広報課において参加申込書の内容及び参加資格の確認を行い、その結果を

令和５年３月３１日（金）までに電子メールで通知します。 

 

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４月７日（金）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
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から午後５時１５分までとします。ただし、令和５年４月７

日（金）は午後５時までとします。 

        ※電子媒体による提出は受け付けません。 

（３）企画提案書等 

   ア 企画提案書（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 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）動画の制作及び特設ウェブサイト制作について 

・制作する動画の構成案（テーマ、タイトル及び内容等） 

・起用する著名人の候補リスト（福島県とのゆかりの有無は問わない） 

・本企画の専用ウェブサイトの構成及びデザイン案 

（２）動画のＰＲについて 

・効果的な宣伝ＰＲ方法（内容、回数等） 

・各種広報ツールの制作イメージ及び数量 

・各媒体での広告効果 

（３）その他 

  ・業務実施体制（県クリエイティブディレクターとの調整方法を含む） 

・業務スケジュール 

 

11 審査及び結果の通知 

（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 

動画制作及び 

特設ウェブサイト 

45 ・本県のイメージや関心度を向上させ、本県

の応援に繋がる企画内容か 

・国内外の方の共感を得ることができ、ふく

しまの今と魅力が伝わる企画内容か 
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・令和２～４年度の本事業において制作し

た動画の内容を踏まえつつ、新たな魅力

を発信できる企画内容か 

・起用する著名人は全国規模の知名度と影

響力があり、本県を知っていただくきっ

かけを作ることができるか                            

・特設ウェブサイトはデザインが優れてお

り、内容には工夫が凝らされているか 

動画ＰＲ 

 

35 ・動画ＰＲの方法は広く国内外に発信でき

る内容で、動画の再生回数に寄与するか 

・効果的な広報計画や広報ツールを提案し

ているか 

業務実施体制及び 

作業スケジュール等 

15 ・県クリエイティブディレクターの意見を

的確に反映できる体制か 

・十分な業務実施体制となっているか 

・適切なスケジュールとなっているか 

経費 5 ・企画内容に対して妥当な見積額か。また、

制作費、広告費のバランスは妥当か 

（３）結果の通知 

審査結果は、プロポーザル審査参加者全員に通知するとともに、福島県の   

ＷＥＢサイトに掲載します。 

 

12 スケジュール 

令和５年３月２０日（月）      プロポーザル実施要領の公表 

令和５年３月２４日（金）午後５時  質問書の提出期限 

令和５年３月２８日（火）      質問書への回答 

令和５年３月２９日（水）午後５時  参加申込書の申込期限 

令和５年４月 ７日（金）午後５時  企画提案書等の提出期限 

令和５年４月中旬          審査結果の通知 

令和５年４月下旬          契約締結 

 

13 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 



6 

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・再提出の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の企画書の提出、差替え及び再提出をすること

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 

プロポーザル参加に要する経費等は、参加者の負担とします。 

（５）権利 

ア 本成果品の著作権は、翻案権、映画化権その他の翻案権を含む（著作 

権法第２７条及び第２８条の権利を含む）全ての著作権が福島県に譲渡

され、期間を定めず福島県に利用許諾がなされるものとし、提案者は著作

者人格権の行使をしないものとします。また、成果品の部分を構成する著

作物（イラスト・写真等）についても原則として同様の扱いとし、必要に

応じて協議するものとします。 

イ 本成果品は、県が適当と認めたウェブサイト、イベント、各種メディ 

ア、デジタルサイネージ等での公開を行う場合があります。県が二次使用

するにあたり、第三者の有する著作権、その他の権利を侵害することのな

いよう、制作にあたっては必要な許諾を得てください。 

（６）その他 

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は参加者に無断で使用しないものとしますが、審

査作業に必要な範囲において複製を作成する場合があります。 

エ 提出された企画提案書等は、返却しません。 

オ 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
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ため、開示しません。 

カ 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、事業は

予算が可決され、予算の執行が可能となったときに確定するものです。 

 

14 契約等に関する事項 

（１）業務仕様書 

業務仕様書は、業務委託予定者の企画提案書を反映して作成するが、本業

務の目的達成のために必要と認められる場合には、県と業務委託予定者との

協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することが

ある。 

この場合において、委託契約候補者との協議が整わなかった場合は、審査

結果が次点の者を業務委託予定者とする。 

（２）契約の締結 

福島県財務規則（昭和３９年福島県規則第１７号）に定める随意契約の手

続に基づき、業務委託予定者より見積書を徴取し、予定価格の範囲内であれ

ば契約を締結する。 

（３）契約保証金について 

業務委託予定者は、契約保証金として契約額の１００分の５以上の額

を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、福島県財務規則第 

２２９条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除

することが出来る。 

（４）契約に関する条件等 

受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは出来

ない。業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に県と協議して了承を得

ること。 

また、企画提案書に基づく委託業務を履行できなかった場合において、再

度の履行が困難又は合理的でないときは、県は契約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、違約金の請求を行うことが出来る。 

（５）関係書類の整備 

受託者は委託業務に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理する

とともに、会計関係帳簿等の本業務に係る書類を一定期間保存すること。 

 

15 事務局 

福島県 総務部 広報課 担当：柳沼 

電 話 024(521)7124 FAX 024(521)7901 

    メール kouho@pref.fukushima.lg.jp 


