いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会プロモーションムービー制作業務委託
公募型プロポーザル実施要領
１ 事業の目的
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会（以下「両大会」という。
）の開催に向け、両
大会を広く県民に周知するとともに、開催機運の醸成を図るため、プロモーション
ムービーを制作する。
２ 業務概要
(1) 業

務

名

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会プロモーションムービー
制作業務委託

(2) 業 務 内 容

別添１「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会プロモーション
ムービー制作業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」の
とおり

(3) 契 約 期 間

契約締結の日から令和３(2021)年３月 19 日（金）まで

(4) 委託料限度額

2,464,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

(5) 担当所属及び

〒320-8501

問い合わせ先

栃木県宇都宮市塙田 1-1-20

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局
（国体・障害者スポーツ大会局）
総務企画課

広報・県民運動担当

電話：028-623-3845
電子メール

FAX：028-623-3527

somukikaku@pref.tochigi.lg.jp

受付時間：平日の午前９時から午後５時まで（正午から午後
１時までを除く。）
３ 参加資格
本公募型プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当
しない者であること。
(2) 競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第 105 号）に基づき、入札参加資
格があり、栃木県内に本社又は営業所があること。
(3) 栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成 22 年３月 12 日付け会計
第 129 号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 栃木県暴力団排除条例（平成 22 年栃木県条例第 30 号）第２条第１号又は第４
号の規定に該当する者でないこと。

４ プロポーザル実施の手続
(1) 実施スケジュール
ア 実施要領等の公表

令和３(2021)年１月 12 日（火）

イ

実施内容等に関する質問書提出期限

令和３(2021)年１月 15 日（金）

ウ

質問に対する回答

令和３(2021)年１月 20 日（水）

エ

参加表明書の提出期限

令和３(2021)年１月 26 日（火）

オ

企画提案書の提出期限

令和３(2021)年２月 ２日（火）

カ

公募型プロポーザル選定委員会

令和３(2021)年２月 ５日（金）

（プレゼンテーション）
キ

審査結果の公表・通知

令和３(2021)年２月 ８日（月）

(2) 実施要領等の配布
ア 配布期間：令和３(2021)年１月 12 日（火）から１月 26 日（火）まで
イ 配布場所：２(5)の担当所属で配布するほか、国体公式ウェブサイトからダウ
ンロードできる。
(3) 実施内容等に関する質問
公募型プロポーザルに参加するに当たり質問事項がある場合は、簡易なものを
除き、質問書（様式任意）を令和３(2021)年１月 15 日（金）15 時までに総務企
画課広報・県民運動担当宛てに電子メール又は FAX により提出すること。
(4) 質問に対する回答
質問に対する回答は、質問者に対し回答するとともに、競争上の地位等を害す
るおそれがあるものを除き、国体公式ウェブサイト上で公表する。
(5) 参加表明書の提出
公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（様式１）及び確認
書（様式２）を作成し、令和３(2021)年１月 26 日（火）15 時までに総務企画課
広報・県民運動担当宛てに持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。
なお、参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和３(2021)年２月２日
（火）15 時までに総務企画課広報・県民運動担当宛てに辞退届（様式任意）を提
出すること。
(6) 資格審査結果通知書の送付
４(5)により提出された参加表明書等により資格審査を行い、全ての参加表明書
提出者に対し令和３(2021)年１月 29 日（金）までに電子メールにより通知する。
(7) ４(6)の資格審査の結果通知において企画提案書等の提出を認められた者は、仕
様書及び別添２「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会プロモーションムービー制
作業務委託企画提案書作成要領」に基づき、企画提案書を作成し、次により提出
すること。

ア 提出期限：令和３(2021)年２月２日（火）15 時まで
イ 提出場所：総務企画課広報・県民運動担当（２(5)）
ウ 持参又は郵送（書留郵便に限る。）
エ 提出部数：紙媒体 10 部（正本 1 部・副本９部）
(8) 企画提案書等提出書類の取扱い
ア 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出又は撤回は認めない。
イ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。
ウ 企画提案書は、栃木県情報公開条例（平成 11 年栃木県条例第 32 号）に基づ
く公文書開示請求の対象となる。
エ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」とい
う。）は、企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）に対し、必要
に応じて、追加資料の提出を求めることができる。
オ 企画提案書等の作成及び提出に係る費用等は、全て提案者の負担とする。
カ 提案者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したも
のとみなす。
キ 企画提案書に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。ただし、海
外経費等で必要な場合は、英語表記を併記すること。
ク 提出された企画提案書等は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を
行う場合がある。
ケ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。
コ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など、日本国の法令に基づいて保護
される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は提案
者が負う。
５ 審査方法等
(1) 審査基準
別添３「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会プロモーションムービー制作業務
委託審査基準」のとおり
(2) プレゼンテーションの実施
ア 開催日
令和３（2021）年２月５日（金）
イ 開催場所
栃木県庁北別館
ウ プレゼンテーションの所要時間
１提案者当たり 20 分（説明 15 分・質疑５分）程度

エ その他
各提案者のプレゼンテーション開始時間及び会場は、後日通知する。
(3) 審査方法
審査基準に基づき、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、公募
型プロポーザル選定委員会委員の意見（採点等）を聴取し評価を行う。
(4) 候補者の選定方法
ア 失格者（５(5)のいずれかの場合に該当する者）を除き、(3)による採点の総
合点が最も高い者を契約相手方の候補者（以下「候補者」という。）とする。
イ 評価の総合点が最も高い者が複数の場合は、提案額が最も安価な者を候補者
とする。
なお、金額も同額の場合には、審査会において決定する。
ウ ア及びイに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しな
い。
(5) その他
次に掲げる事項に該当する場合は、失格とする。
ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合
イ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場
合
ウ 見積書の金額が２(4)の委託料限度額を超える場合
エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合
オ 評価に係る公募型プロポーザル選定委員会委員に対して、直接又は間接を問
わず、故意に接触した場合
カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
６ 選定結果の通知・公表
候補者選定後、提案者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、候補者に
係る名称等については、国体公式ウェブサイトで公表する。
７ 契約の手続
(1) 候補者として選定された者と県実行委員会との間で、委託内容、経費等につい
て再度調整を行い、協議が整った後、候補者から改めて見積書を徴し、内容を精
査の上、県実行委員会と随意契約による委託契約を締結する。
(2) (1)により委託契約を締結した者（以下「受託者」という。）に対する契約代金
の支払いは、精算払いとする。
(3) 候補者が、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞
退届を提出させるものとする。なお、この場合は、次順位の者を候補者とする。

(4) 受託者は、本業務を第三者に一括して委託することはできない。なお、業務の
一部を委託する場合は、県実行委員会と協議し、当該協議が整った場合のみ実施
することができる。
(5) 受託者が本業務を行うに当たって取り扱う個人情報は、栃木県個人情報保護条
例（平成 13 年栃木県条例第３号）に基づき、その取り扱いに十分留意し、漏え
い、滅失及びき損の防止等、個人情報の保護に努めるものとする。
(6) 契約の締結後において、県実行委員会の地位が継承された場合には、本契約の
当事者の地位も継承されるものとする。

