
当麻町林業活性化魅力発信宣伝広告事業 

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

この要領は、当麻町が実践する林業活性化をはじめとした町の地方創生へのチャレンジ、

まちづくりの魅力について、北海道のみならず首都圏等へ発信し、理解と共感を得るため

の当麻町林業活性化魅力発信宣伝広告事業業務を、公募型プロポーザル方式によって、参

加者から企画提案を求めることにより、民間事業者が有する優れた創造力・技術力・経験

及び実績やコスト意識等を活用し、業務内容の品質をより高めるために外部の専門業者を

選定することを目的とする。 

 

２．業務内容  仕様書（別紙１）のとおり 

 

３．実施主体  当麻町 

 

４．予算規模  上限は２１，６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

        積算内訳は仕様書（別紙２）のとおり 

 

５．履行期間  契約締結日から平成３０年３月３０日まで 

 

７．評価基準  評価基準表（別紙３）のとおり 

 

８．参加資格要件 

当麻町の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。ただし、次の要件に該当する

場合は参加資格はないものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者。 

（２）商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条の規定による整理開始の申し立て、又は、

通告がなされている者。 

（３）破産法（大正 11 年法律第 71 号）第 132 条若しくは第 133 条の規定による破産申し

立てがなされている者。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による会社更生手続開始の申

立てがなされている者。 

（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続きの申し立て



がなされている者。 

（６）「当麻町建設工事等参加資格者指名停止等措置要綱」（平成 12年 5月 1日）第２条に

よる指名停止の措置を受けている者。 

（７）国税、都道府県税及び市町村税を滞納している者。 

 

９．提出書類 

（１）提出書類 

各種書類は、当麻町まちづくり推進課へ郵送又は持ち込みにて提出するものとする。

なお、提出された書類は返却しない。 

ア 参加申込書（様式１） ≪提出期限：平成２９年６月１４日（水）１７時必着≫ 

イ 企画提案書（様式自由、A4）  提出部数 １５部 

「（様式６）企画提案書」に必要事項を記入のうえ、表紙として提出すること。 

≪提出期限：平成２９年７月４日（火）１７時必着≫ 

※提出期限後の提出、差し替え、変更、再提出及び追加は認めない。 

（２）提出先 

担当 当麻町まちづくり推進課地域振興係 

住所 〒078-1393 北海道上川郡当麻町 3条東 2丁目 11番 1号 

電話 ０１６６－８４－２１１１ 

ＦＡＸ ０１６６－８４－４８８３ 

電子メール muratsubaki-t@town.tohma.hokkaido.jp 

 

10．質問の受付及び回答 

企画提案を行うにあたり質問がある場合は、質問受付期間内に、所定の書面(様式４)に

質問の要旨を簡潔に記入し、９の(2)宛に持参又は電子メールで送信するものとする。 

（１）質問受付期限  平成２９年６月１４日(水)１７時 

（２）質問に対する回答 

事務局は、質問を受けた場合は質問者に随時回答するとともに、企画提案を募集する

上で広く周知すべきと判断されるものについては、質問の内容を当麻町ホームページで

公表する。 

※メールのタイトルは「（団体名）質問書」とする。 

 

11．提案書の内容について 

提案書に、当麻町林業活性化魅力発信宣伝広告事業業務に係る全てのデザインサンプル



を必要とするものではない。提案書には、以下の内容を記載することとする。 

（１）企画概要 

①実施方針・コンセプト 

②会社概要及び業務実績 

③独自提案 

・事業の目的達成のための独自提案について記載すること。 

（２）ブランディング構築 

①コンセプト 

・仕様書に基づくブランドコンセプト策定への考え方とサンプル 

②名称、ロゴ、メッセージ等 

・仕様書に基づく名称、ロゴ、コピー等作成の考え方とサンプル 

③広報計画 

・仕様書に基づく広報計画素案 

（３）広報パンフレット 

①構成 

・仕様書に記載されている項目（独自提案項目も含む）についての、ページ割付及び

掲載内容に関する概要。 

②デザインのサンプル 

・表紙、内容についてページサンプルを作成する。 

・サンプルは、文字や写真が入る箇所を枠などで明示すること。 

③周知計画 

・パンフレットでの効果的な周知方法等についてのプラン 

（４）広報ウェブサイト 

①構成 

・サイトの基本構成、構造、イメージ・コンセプトを掲載すること。 

②デザインのサンプル 

・仕様書に記載されている項目（独自提案項目も含む）についてのデザインサンプ

ルを作成する。 

・サンプルは、文字や写真が入る箇所を枠などで明示すること。 

・ウェブサイトの完成品同等の詳細を記載する必要はない。 

③運営計画 

・できるだけ多くのアクセスやコミュニケーションを得るための工夫、ティザープ

ロモーションやインターネット広告、SNS 広告等の活用なども含め、運営の計画



を記載。 

（５）広報プロモーション 

①企画概要 

・仕様書に従って、企画の狙い、内容、見込まれる効果等を記載。 

②コンテンツのサンプル 

・制作するコンテンツのサンプルを明示 

・制作するコンテンツの有効性や拡張性、展開例などを記載 

③プロモーション 

・制作されたコンテンツによるプロモーション活動のプランを仕様書に従って記載。 

（６）実施体制及び実施スケジュール 

（７）見積もり 

 

12．契約候補者の選定方法 

本事業の事業者の選定にあたり、本事業に係る契約の相手方を適正に選出するため当麻

町林業活性化魅力発信宣伝広告事業業務委託公募型プロポーザル選定審査委員会（以下「審

査委員会」という。）を設置して審査する。契約候補者の選定は、審査委員会が企画提案者

に対するヒアリングを行って、最も適当と思われる提案者を選定し、もって優先交渉権者

とする。 

審査委員会は、副町長を委員長とし、委員は委員長が選任するもので組織する。審査委

員会は、庶務を遂行するため、まちづくり推進課内に事務局を置く。 

（１）参加資格の審査及び結果の通知 

参加表明審査は、応募者から提出された参加表明書等の書類について、「３ 参加資格

要件」に基づき審査を行い、参加団体に通知する。 

（２）審査評価基準 

  評価基準表（別紙３）に定める。最低水準点は 150点とする。 

（３）審査委員会によるヒアリングの実施 

  企画提案者によるプレゼンテーション及び審査委員からのヒアリングを行い、優先交

渉権者を選定する。ヒアリングの実施にあたっては、次のとおり行うものとする。 

ア プレゼンテーション及びヒアリングは、当麻町役場にて実施する。 

イ 企画提案者側の出席者は各団体５名までとする。 

ウ  ヒアリングは、４０分（企画提案書に基づくプレゼンテーション３０分、質疑応答

１０分）を想定し、順次個別に行うものとする。 

エ プレゼンテーションは、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資



料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等に

よる説明は許可する。この場合、スクリーンは当麻町が用意するが、パソコン、プロ

ジェクター、その他機器等は持ち込み可能な範囲の機器とし、企画提案者が用意する

こと。 

（４）優先交渉権者の決定 

  審査委員会は、審査評価基準に基づき、最も優れた提案を行った応募者を最優秀応募

者として選定する。町は、審査委員会において選定された最優秀応募者を優先交渉権者

として決定する。 

（５）その他 

ア 審査の結果は、提案者全員に文書によりＦＡＸ又はメールで通知する。 

イ 提案者が一者となった場合、別途定める最低水準点を超えた場合のみ優先交渉権者

として選定する。 

ウ 審査委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により優先交渉権者を選定す

る。 

 

13．スケジュール（予定） 

本事業のスケジュールは、別表１のとおりとする。 

 

14．契約に関する事項 

契約については、選定された優先交渉権者と実施主体の間で詳細を交渉のうえ、締結す

るものとする。ただし、この交渉の中で、企画提案内容の一部を変更することがある。ま

た、優先交渉権者が「３ 参加資格要件」ただし書きのいずれかに該当することとなった場

合や優先交渉権者との交渉が不調に終わった場合は、審査委員会において次点とされた団

体と交渉する場合がある。なお、契約は実施主体と締結するものとする。 

  

15．参加資格の喪失 

本プロポーザルにおいて、企画提案者が参加資格を有することを確認したときから審査

が確定するまで（優先交渉権者にあっては契約を締結するまで）の間に、次のいずれかに

該当したときは、提出された企画提案に関する審査は行わず、又は、優先交渉権者として

の選定を取り消すこととなる。 

（１）参加資格を満たしていないことが判明し、又は、満たさないこととなったとき 

（２）提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 

（３）不正な利益を図る目的で審査委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有する     



こととなったとき 

 

16．失格事項 

以下のいずれかに該当したものは失格とする。 

（１）提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本実施要領及び各様式

にて定めた内容に適合しなかった者。 

（２）審査の公平性を害する行為をおこなった者。 

（３）その他、本実施要領等に定める手続き、方法等を順守しない者。 

 

17．参加資格等についての申立て 

本プロポーザルにおいて参加資格を満たさない又は満たさないこととなった等の通知を

受けた日の翌日から起算して１０日（土・日曜日及び祝祭日を除く。）以内にその理由等に

ついて書面により求めることができる。 

 

18．評価についての申立て 

企画提案者は自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌日か

ら起算して３日（土・日曜日及び祝祭日を除く。）以内に、自らの評価について書面により

疑義の申し立てを行うことができる。 

 

19．成果品の利用及び著作権 

（１）受託者は本町に対し、当該事業の実施に係る成果品（以下、「本著作物」という。）

に関連する著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条までに規定する権

利を、無償で譲渡するものとする。 

（２）受託者は、成果物に関する著作人格権を、委託者又は受託者が指定する第三者に対

して行使しないものとする。 

（３）受託者は、本町に対し、受託者が本著作物を創作したこと及び第三者の著作権、著

作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものでない

ことを保証する。 

（４）本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時は、

受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、委託者に何

らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

20．その他 



企画提案に係る一切の経費については提案者の負担とする。 

 

21．問合わせ先 

担当 当麻町まちづくり推進課地域振興係 

住所 〒078-1393 北海道上川郡当麻町 3条東 2丁目 11番 1号 

電話 ０１６６－８４－２１１１ 

ＦＡＸ ０１６６－８４－４８８３ 

電子メール muratsubaki-t@town.tohma.hokkaido.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

本事業の実施スケジュールは、次のとおりである。 

実施内容 実施期間又は期日 

公募期間 平成 29年 6月 1日（木）～平成 29年 6月 14日（水） 

参加申込書の提出 公募開始日から平成 29年 6月 14日（水） 

質問書の提出 公募開始日から平成 29年 6月 14日（水） 

参加資格要件確認結果通知及び

企画提案書提出用要請 

平成 29年 6月 19日（月） 

企画提案書等の提出 企画提案書提出用要請から平成 29年 7月 4日（火） 

プレゼンテーション及びヒアリ

ング等（予定） 

平成 29年 7月 14日（金） 

審査結果の通知（予定） 平成 29年 7月 18日（火） 

契約締結（予定） 平成 29年 7月 21日（金） 

実施結果報告書の提出（予定） 平成 30年 3月 15日（木） 

業務完了届（予定） 平成 30年 3月 30日（金） 

 


