
サイクリング観光映像コンテンツ発信事業委託業務 

企画提案コンペ募集要領 

 

１ 企画提案コンペの目的 

秋冬における県内サイクリングコースの魅力をはじめ県内サイクリング観光の魅力

を国内外にＰＲするとともに誘客を図る映像コンテンツを制作し、インバウンド対応

のため多言語化し、併せて、フリー提供できる写真素材の制作を行うための企画提案

を求めるとともに、当該業務を実施する委託先を選定するために実施するものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）名 称：サイクリング観光映像コンテンツ発信事業委託業務 

（２）目 的：「サイクリングパラダイス愛媛」の実現に向け、しまなみ海道はもとよ

り、愛媛マルゴト自転車道や四国一周サイクリングを見据え、県内での

サイクリング観光の魅力を国内外に強くアピールするため、秋冬におけ

る県内サイクリング観光の魅力を紹介するとともに誘客を図る映像コ

ンテンツを制作するとともに、インバウンド対応のため多言語化し、併

せて、フリー提供できる写真素材の制作を行う。 

（３）内 容：別添「仕様書」のとおり 

（４）期 間：契約締結の日から平成 29 年３月末まで 

 

３ 委託予定金額 

６,４６４千円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

４ 資格要件 

参加者の資格要件は次のとおりとする。 

（１）愛媛県内に事業所（本社、支社、営業所等）を有すること。 

（２）愛媛県競争入札参加資格者名簿に登録されていること。（もしくは、企画提案書 

   提出時までに登録が予定されていること） 

（３）地方自治法施行令第 167 条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当し

ないこと。 

（４）愛媛県から競争入札への指名停止を受けていないこと。 

（５）会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく民事再生手

続き開始の申し立て及び破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされて

いないこと。 

（６）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団及

びその利益となる活動を行う者でないこと。 

※共同企業体で参加しようとする場合は、代表者が上記（１）から（６）、構成員は上

記（３）から（６）の資格要件を満たすこと。また、構成員は単体で参加すること

はできない。 

 

５ 参加申し込み 



参加を希望する事業者は、平成 28 年 10 月 17 日（月）17 時までに別添「企画コン

ペ参加意向表明書」を郵送又はＦＡＸにて事務局へ提出すること（別紙①－１）。 

なお、共同企業体による参加の場合には、代表者及び全ての構成員に係る名称、所

在地及び連絡先を記載し提出すること（別紙①－２）。 

また、資格要件を満たさない事業者に対しては、郵送又はＦＡＸにて通知する。 

 

６ 企画提案書 

（１）提出書類 

①形式：原則としてＡ４版縦、横書き、左綴じ（着色・両面印刷可） 

・「使用する言語、通貨及び単位」 

言語：日本語 

通貨：日本国通貨 

単位：日本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位 

②内容：20 ページ以内（片面を１ページとし、表紙を除く） 

【内訳】 

・概要（全体構成、ＰＲポイント等）           ２ページ以内 

・仕様書「４ 委託業務（１）業務の詳細①」に掲げる 

ＰＲ映像の作成業務について、確実かつ効果的に 

実施するための執行体制やコンセプト等を具体的に 

提示すること                     ６ページ以内 

・仕様書「４ 委託業務（１）業務の詳細②」に掲げる 

写真素材の作成業務について、確実かつ効果的に 

実施するための執行体制やコンセプト等を具体的に 

を提示すること                    ４ページ以内 

・仕様書「４ 委託業務（１）業務の詳細③」に掲げる 

翻訳業務について、確実かつ効果的に実施するための 

執行体制等を具体的にを提示すること          ２ページ以内 

・その他の取り組み（※）                ２ページ以内 

・スケジュール                     ２ページ以内 

・収支計画書（又は経費見積書）             ２ページ以内 

※印については、他に提示できる内容がある場合に記載 

  ③その他必要書類 

   ・事業者概要（設立年月日、資本金、従業員数等） 

※共同企業体の場合には、共同企業体組織の規定・会則等を別途提出のこと 

・類似事業の実績内容（実施年度、事業名、事業発注元、事業概要を５件以内） 

※共同企業体の場合は、構成員それぞれの実績内容を合計して 10 件以内 

④備考 

・提案書の表紙には、宛名「愛媛県知事 中村時広」、タイトル「サイクリング観

光映像コンテンツ発信事業委託業務企画提案書」、提出年月日、会社名（正本の

み押印）を記載すること。 

・１企業（共同企業体）につき各１提案 



（２）提出部数 

    企画提案書 ８部（うち正本１部）、見積書 １部 

（３）提出期限及び提出先 

提出日 平成 28 年 10 月 24 日（月）17 時までに提出 

提出先 「14 問い合わせ先・提出先」まで持参するか、郵送（必着）とする。 

 

７ 審査 

  審査は企画提案書をもとに、審査会を設置し、次による審査を行う。 

（１）企画提案書を提出した事業者によるプレゼンテーションを行い、審査会において

審査する。ただし、応募多数の場合は、プレゼンテーションに先立ち、全提案の中

から、３～５案程度を選定する。 

なお、プレゼンテーション参加の可否については、企画提案書を提出した業者に

対し、プレゼンテーション実施日の２日前までにお知らせする。 

 

８ プレゼンテーション 

（１）実 施 日：平成 28 年 11 月１日（火） 

（２）場  所：愛媛県庁内 会議室 

（３）持ち時間：30 分（説明 20 分・質疑応答 10 分） 

（４）順  番：上記５「参加表明書」の受付順とする。 

（５）そ の 他：プレゼンテーションは提出した企画提案書の内容とする。また、上記

（１）～（３）の内容については、変更する場合がある。 

 

９ 審査結果 

  企画コンペ審査会における審査を経て、文書で企画提案書提出事業者に通知する。 

 

10 スケジュール（予定） 

10 月 ７日（金） 公募開始（ホームページ掲載） 

  10 月 17 日（月） 参加表明書提出締切 

   10 月 24 日（月） 企画提案書提出締切 

11 月 １日（火） 審査会（プレゼンテーション） 

   11 月上旬      委託業者決定・契約締結 

 

11 質問 

（１）業務内容や契約手続き等に関する質問は、別紙②によりメール又はＦＡＸで行う

こと。 

（２）質問のあった事項については、参加表明書を提出した事業者に対してＦＡＸにて

連絡する。 

 

12 業務実施上の条件 

（１）国の地方創生推進交付金が採択された場合に事業を実施する。 

（２）委託期間において、必要に応じて県との業務打合せを行い、業務全体の進捗状況



及び今後の実施予定等を確認するものとする。 

（３）連絡調整ができる体制を整えておくこと。 

 

13 その他 

（１）提案書作成及びこれに係る付帯作業の経費等は提案者の負担とする。 

（２）提出された提案書については返却しないものとする。 

 

14 問い合わせ先・提出先 

  〒790-8570 

愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

愛媛県経済労働部観光交流局観光物産課観光まちづくりグループ 

ＴＥＬ：089-912-2492 

ＦＡＸ：089-912-2489 

  



 

  別紙①－１   

（単体企業様用） 

  

サイクリング観光映像コンテンツ発信事業 

委託業務企画提案コンペ 
 

 

参加表明書 
 

 

※ 10 月 17 日（月） 必着 

 

愛媛県経済労働部観光交流局観光物産課 宛 

（ＦＡＸ 089-912-2489） 

 

 

貴社名：                       

ご住所：〒  －     

                           

ご担当者職氏名：                       

ご連絡先：TEL：（    ）    －         

ＦＡＸ：（    ）    －         

e-mail：                    

  



  別紙①－２   

（共同企業体様用） 

 

サイクリング観光映像コンテンツ発信事業 

委託業務企画提案コンペ 
 

 

参加表明書 
 

※ 10 月 17 日（月） 必着 

 

愛媛県経済労働部観光交流局観光物産課 宛 

（ＦＡＸ 089-912-2489） 
 

 

（代表者）   貴社名：                       

ご住所：〒  －     

                           

ご担当者職氏名：                       

ご連絡先：TEL：（   ）  －   、Fax：（  ）  －     

e-mail：                       
 

 

（構成員） 貴社名：                       

ご住所：〒  －     

                           

ご担当者職氏名：                       

ご連絡先：TEL：（   ）  －   、Fax：（  ）  －     

e-mail：                       
 

 

 

（構成員） 貴社名：                       

ご住所：〒  －     

                           

ご担当者職氏名：                       

ご連絡先：TEL：（   ）  －   、Fax：（  ）  －     

e-mail：                       
 

  



  別紙②   

 

サイクリング観光映像コンテンツ発信事業 

委託業務企画提案コンペ 
 

質 問 票 
 

 

 

愛媛県経済労働部観光交流局観光物産課 宛 

（ＦＡＸ 089-912-2489） 

貴社名：                       

ご住所：〒  －     

                           

ご担当者職氏名：                       

ご連絡先：TEL：（    ）    －         

ＦＡＸ：（    ）    －         

e-mail：                    

１１１１    質問事項質問事項質問事項質問事項    

    

    

２２２２    貴社の考え方貴社の考え方貴社の考え方貴社の考え方    
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