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令和2年度島根半島・宍道湖中海ジオパーク 

プロモーション事業委託業務 プロポーザル 実施要項 

 

１．趣旨 

 島根半島・宍道湖中海ジオパークエリアを訪れたいと思い立つ魅力的なアニメ動画

の制作・広告宣伝を行い、島根半島・宍道湖中海ジオパークの認知度向上につなげる

ため、本ジオパークのプロモーション事業を実施する。 

 

２．目的 

 本業務は、島根半島・宍道湖中海ジオパークエリアを訪れたいと思い立つ魅力的な

アニメ動画を制作し、広告宣伝（YouTube・SNS、テレビ番組・CM、雑誌等）を実

施することで、県内外の小中高生をはじめ、一般の市民や観光客に対して、ユネスコ

世界ジオパークの理念や島根半島・宍道湖中海ジオパークエリアの大地の成り立ち、

保全活動などのジオパーク活動に加え、神話をはじめ伝統文化や体験、歴史、食事な

ど四季折々の魅力をわかりやすく周知し、島根半島・宍道湖中海ジオパークの認知度

向上を目的として行うものである。 

 

３．業務内容 

別紙仕様書のとおり。 

 

４．契約期間 

契約締結日の翌日から令和3年3月31日（水）まで 

 

５．委託料の上限額 

3,000,000円（税込） 

 

６．参加（応募）資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者とする。 

（１）下記のうち、いずれかに該当していること。 

・松江市競争入札参加資格者名簿のうち業種区分「企画・製作（映画・ビデオ製

作）」あるいは「企画・製作（その他）」に登録されている者であること。 

・出雲市競争入札参加資格者名簿のうち業種区分「広告」に登録されている者であ

ること。 

（２）松江市・出雲市による指名停止を受けていないこと。 
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（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しな

いこと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく、更生手続き開始の申し立て又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく、再生手続き開始の申し立てが

なされていないこと。 

（５）松江市暴力団排除条例（平成25年4月1日施行）第2条の1及び2の規定に該当し

ないこと。 

 

７．募集日程及び審査日程 

項目 日程等 

公告 令和２年11月20日（金） 

実施要項の配布 令和２年11月20日（金）から 

質問受付期間 
令和２年11月20日（金）から 

令和２年11月25日（水）17時まで 

質問に関する回答日 令和２年11月27日（金） 

参加申込書等の提出 令和２年12月17日（木）12時まで 

審査結果の通知・公表 令和２年12月24日（木）予定 

契約締結予定日 令和２年12月25日（金）予定 

 

８．案件の通知方法、および要項の配布方法 

本プロポーザルの案件情報を、前述の「６．参加（応募）資格要件」の要件を満た

した業者にFAXで通知します。なお要項は島根半島・宍道湖中海ジオパークホームペ

ージから取得してください。 

（URL： https://kunibiki-geopark.jp/news/proposal/） 

 

９．質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、「質問票（様式１）」によって質問し

てください。 

（１）質問受付期間 

令和２年11月20日（金）から令和２年11月25日（水）17時まで 

（２）提出方法 

①「質問票（様式1）」に必要事項を記入し、電子メールまたはFAXにて下記まで

提出してください。なお、メール及びFAXの送信後、送信確認の電話をしてく

ださい（土日祝を除く8時30分から17時15分）。 

②提出先：島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会事務局（担
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当：柏井） 

〒690－8540 島根県松江市末次町86番地 地域振興課ジオパーク推進室内 

電話番号：0852-55-5399 FAX番号：0852-55-5665 

メールアドレス：kunibiki-geopark@city.matsue.lg.jp 

（３）質問への回答 

令和２年11月27日（金）までに島根半島・宍道湖中海ジオパークホームページ

上で公開します。 

（URL https://kunibiki-geopark.jp/news/proposal/） 

（４）その他 

質問者の氏名、企業名は公表しません。 

電話、口頭による照会には対応しません。 

 

10．応募方法 

企画提案に参加する場合、以下に従って書類を提出してください。 

（１）提出期限 令和２年12月17日（木）12時まで 

（２）提出場所  

島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会事務局（担当：柏井） 

〒690－8540 島根県松江市末次町86番地 地域振興課ジオパーク推進室内 

（３）提出方法 ・持参 

※土日祝を除く8時30分から17時15分 

・郵送（令和２年12月17日（水）12時必着） 

（４）提出書類  

【必須①】参加申込書（様式2） 

【必須②】企画提案書 

・企画の概要（様式3） 

・プロモーション事業案がわかるもの（様式任意・A4両面・10枚まで）  

※別紙仕様書を参照し、任意様式により提案してください。なお提案数は審査

の対象外としますので、提案数の多少により点数は上下しません。 

※プロモーション事業に関する考え方・コンセプトについても記載して下さ

い。 

【必須③】見積書及び見積内訳書（様式任意） 

※業務名称、消費税及び地方消費税を除いた価格及び税込価格を記載すること。 

なお、見積内訳には動画制作費と広報宣伝費を分けて記載すること。 

  【任意①】実務担当者もしくは責任者が過去に実施したプロモーション事業の実績が

分かるもの（様式任意）※評価項目⑤に係る評価の対象になります。 
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（５）提出部数 【必須①,③】は各1部、【必須②】は7部、【任意①】を提出する場

合は7部 

 

11．審査方法及び審査基準・配点 

令和2年度島根半島・宍道湖中海ジオパークプロモーション事業委託業務プロポーザ

ル審査委員会（以下「審査委員会」という）において審査を行います。 

（１）審査方法 

ア 「10.応募方法（4）」で定める企画提案書類を「11.審査方法及び審査基準・配

点（2）」で定める審査基準に基づき審査します。審査委員会の委員は各人90点

を持ち点とします。 

イ 審査委員別にプロポーザル参加者ごとの評価点を比較し、順位を付与します。最

も多く第１位を付与された事業者を契約予定者とします。最も多く第１位を付与

された事業者が複数いた場合は、全委員の合計得点が最も高い者を契約予定者と

します。なお、全委員の総得点が同点だった場合は、評価項目①の評価点が高い

者を契約予定者とします。（評価項目①の評価点も同点だった場合、評価項目②

の評価点が高い者とし、同点だった場合は評価項目③、④…と同様に比較し、契

約予定者を決定します。） 

  なお、全委員の合計得点が269点以下（総得点の6割以下）の事業者については、

契約予定者と認めません。 

ウ 結果は令和２年12月24日（木）（予定）に参加者全員にFAXで通知するとともに

島根半島・宍道湖中海ジオパークのホームページ上にて公開します。 

（ＵRL : https://kunibiki-geopark.jp/news/proposal/） 

（２）審査基準・配点 

別紙審査基準・配点表のとおりとします。 

（３）その他 

審査結果に関する異議申立ては認めません。 

 

12.業務委託契約の締結 

審査委員会で選考した契約予定者は、業務内容、契約条件等について協議、合意

したのち業務委託契約を締結します。ただし、諸事情により契約予定者と契約を締

結できなかった場合は、次点事業者と協議を行うものとします。 

 

13.留意事項 

（１）参加に係る経費は提案者の負担とします。 

（２）提出された書類は、原則として返却しないものとします。 



5 

 

（３）提出後の書類の差し替えや修正、追加等は認めません。ただし、審査委員会

で要請があったものについてはこの限りではありません。 

（４）提出された書類は、選定以外の目的には無断で使用しないものとします。 

（５）提出された提案書等は、必要な範囲で複製を作成することがあります。 

（６）提出された提案書等は、松江市情報公開条例に準じて、公開することがあり

ます。 

（７）プロモーション事業の詳細については、受託者と委託者の間で協議し、決定します。 

 

14.問い合わせ先・応募先 

島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会事務局（担当：柏井） 

〒690－8540 島根県松江市末次町86番地 地域振興課ジオパーク推進室内 

電話番号：0852-55-5399 FAX番号：0852-55-5665 

メールアドレス：kunibiki-geopark@city.matsue.lg.jp 

 

15.添付資料 

（１）審査基準・配点表 

（２）質問票（様式1） 

（３）参加申込書（様式2） 

（４）企画の概要（様式3） 

（５）島根半島・宍道湖中海ジオパークプロモーション事業委託業務仕様書 
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 審査基準・配点表 

審査項目  配点 

① 企画構成 

・事業の目的を理解した内容になっているか 。 

・想定するターゲットのニーズに合ったものとな

っているか。 

・島根半島・宍道湖中海ジオパークの魅力を十分

に引き出し、認知度向上に資する内容になって

いるか 

25 点 

② 動画制作 

・訴求力の高い内容にするための工夫や、動画を

見たいと思わせるような仕掛けがあるか。 

・動画の内容はジオパークの魅力を引き出すもの

となっているか。 

・制作する動画は、情報発信の内容を踏まえた構

成、時間配分となっているか。 

25 点 

③ 広報宣伝 

・情報発信の内容が効果的であるか 

・情報発信媒体は、想定するターゲット に訴求す

るものとなっているか。 

・事業効果を高める広報宣伝手法となっている

か。 

20 点 

④ 

実施体制及

びスケジュ

ール 

・業務を実施するための適切な体制が整っている

か。 

・業務を実施するための知見、ノウハウを有して

いるか。過去の類似業務における実績はどうか。 

・業務スケジュールに無理はないか、実現可能か。 

20 点 

配点 計 90 点 
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（様式 1） 

令和   年  月  日 

 

質 問 票 

 

事業者名               

担当者名               

電話番号               

ＦＡＸ番号               

メールアドレス              

 

案件名：令和 2 年度島根半島・宍道湖中海ジオパークプロモーション事業委託業務 

 

質問の内容 

 

留意事項 

・受付期間は、令和２年 11 月 20 日（金）から 11 月 25 日（水）17 時までとします。 

・提出の際は、この様式に必要事項を記入し、電子メールあるいは FAX にて送信してく

ださい。 

  なお、メール及び FAX の送信後に送信確認の電話をしてください。 

 ・質問への回答は、11 月 27 日（金）までに島根半島・宍道湖中海ジオパークホームペ

ージ上で公開します。 

 

|メールアドレス| kunibiki-geopark@city.matsue.lg.jp  |FAX| 0852-55-5665 
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（様式 2） 

年  月  日 

島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会事務局  宛 

所在地 

会社名 

代表者             ㊞ 

 

参 加 申 込 書 

 

プロポーザルについて、 下記のとおり参加申込みします。 

 

記 

１ 案件名   令和2年度島根半島・宍道湖中海ジオパークプロモーション事業委託業務 

 

２ 提出書類（提出〆切：令和２年12月17日（木）12時）    

【必須】企画提案書 

・企画の概要（様式 3） 

・プロモーション事業案がわかるもの（様式任意・A4 両面・5 枚まで） 

【必須】見積書（様式任意） 

 【任意】実務担当者もしくは責任者が過去に実施したプロモーション事業の実績が分か

るもの 

 

３ 連絡先 

＜実務担当者＞ 

所 属 

氏 名 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅ –mail 

 

＜責任者（実務担当者と同一であれば省略可）＞ 

所 属 

氏 名 

電話番号 

FAX 番号 

Ｅ –mail 
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（様式３） 

企 画 の 概 要 

 

プロモーション事業の概要 

 

 

プロモーション事業のコンセプト 

 

 


