愛媛県庁第一別館１階ロビー広告付き案内板
設置業務企画提案募集要領
１

趣 旨
この要領は、愛媛県庁第一別館ロビーに行政情報等を掲載する広告付き案内板を設置するに当
たり、案内板の作成、設置及び広告を一体的に取り扱う事業者を選定するために企画提案を募集
するものである。

２

企画提案及び契約の手順
一定の資格要件に該当する事業者から、一般公募により下記３の業務に関する企画提案を受け、
県において内容審査を行った上、総合的に最も優れた企画内容であると認めた者と随意契約を締
結する。
なお、契約については、選定された企画提案内容を直に契約内容とするものではなく、最優秀
企画提案者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行ったうえで、双方が合意に至
った場合に契約を締結する。その際、協議の上、企画提案の一部を変更する場合がある。

３

業務の内容
(1) 業務名
(2) 事業期間

愛媛県庁第一別館１階ロビー広告付き案内板設置業務
契約締結日から平成 25 年３月 31 日までの期間とする。
ただし、広告掲出料及び行政財産使用料の対象となる広告掲出期間は、平成 24
年 4 月 1 日以降で、行政財産の使用許可を受け使用を開始した日（実際に広告を
掲出したかどうかに関わらず、設置に係る準備を開始した日）から、平成 25 年
３月 31 日までの期間とする。
なお、平成 25 年４月１日以降の事業期間は、１年ごとに行政財産使用許可期
間の更新を受けることにより、広告掲出を開始した日から５年間を限度として延
長することができるものとする。
(3) 業務内容
次のとおりとする。
ア 広告付き案内板を企画・制作し、行政財産の使用の許可を受けて、県が指定
する場所に設置すること。
イ 広告付き案内板の設備を維持管理し、定期及び随時に情報の更新を行うこと。
ウ 広告付き案内板を広告媒体として運用し、広告を募集・掲出すること。
なお、詳細は別紙「愛媛県庁第一別館１階ロビー広告付き案内板設置業務仕様
書」のとおりとする。
４

担当部局及び連絡先
(1) 部局名：
愛媛県総務部管理局総務管理課施設管理グループ
(2) 所在地：
(3) 電話番号

〒790‑8570

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

：

089‑912‑2153

(4) ＦＡＸ番号：

089‑921‑6363

(5) E‑mail：

soumukanri@pref.ehime.jp

５

企画提案の参加資格
本業務実施に必要な能力を有する者で、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
(1) 地方自治法施行令
（昭和 22 年政令第 16 号）
第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
(2) 平成 23・24・25 年度において、県が発注する製造の請負等に係る一般競争入札に参加する
資格を有すると認められた事業者であること。
なお、参加する意思のある者で、登録名簿に未登載の者は「競争入札参加資格審査申請書」
に必要書類を添付して、愛媛県出納局会計課に提出し、企画提案書の提出期限までに参加資格
の認定を受けること。
(3) 平成 18 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの５年間において、国、都道府県、市町村
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と本件業務と同程度の業務に係る契約を締結し、履行した実績を有する者であること。
(4) 参加申し込みの受付期限の日から、企画提案書の受付期限の日までの期間に、知事が行う入
札参加資格停止の期間中にない者であること。
６

企画提案実施スケジュール
本企画提案実施スケジュールは、次のとおり。
日
程
項
目
平成２４年 １月１８日（水）
募集要領、仕様書の交付
平成２４年 １月３１日（火）
参加申込書受付〆切、質問書受付〆切
平成２４年 ２月 １日（水）
企画提案書・価格提案書受付開始
平成２４年 ２月１５日（水）
企画提案書・価格提案書受付〆切
審査終了後
選定結果通知

７

募集要領の交付
平成 24 年１月 18 日（水）から平成 24 年１月 31 日（火）午後５時までの期間、愛媛県ホーム
ページ（http://www.pref.ehime.jp/h10100.html）でのダウンロードのほか、４に掲げる場所で
配布する。手渡しの場合の配布時間は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、いずれも午前９
時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。
）とする。

８

企画提案への参加及び辞退
参加を希望する者は、参加申込書（様式１）に、必要な書類を添付の上、次のとおり申し込み
をすること。
また、参加申込書の提出後に参加を辞退する場合には、辞退届（様式２）を提出すること。
なお、受付期間内に参加申込をしない者は、企画提案することができないこと。
(1) 提出方法
４の場所へ持参又は郵送（書留郵便に限る。期限内必着のこと。
）
(2) 受付期間
平成 24 年１月 18 日（水）から平成 24 年１月 31 日（火）午後５時 15 分までの期間とする。
なお、持参の場合は、県の休日を除く、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（正午から午
後１時までの間を除く。
）とする。

９

質疑等の受付
(1) 受付場所
４に同じ
(2) 受付期間
平成 24 年１月 18 日（水）から平成 24 年１月 31 日（火）午後５時 15 分までの間とする。
(3) 提出方法
電子メールで質問書（様式３）を提出すること。(提出先
soumukanri@pref.ehime.jp)
なお、電子メールの件名は、
「広告付き案内板に関する質問書」とすること。
(4) 回答方法
参加者全員に電子メールで回答する。
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企画提案書の提出
(1) 提出物及び提出部数
① 企画提案書（様式４）
１部
② 企画提案書本文（参考様式）
７部
③ 広告事業の実績書（様式は任意） ７部
④ 会社概要（様式は任意）
７部
(2) 提出物の記載内容
企画提案書本文（参考様式）には、以下の事項を明記すること。
・ 設備本体の構造、設置方法等
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・ 行政情報部分及び広告部分の配置、サイズ、掲載情報等の内容等
・ 電気を使用する場合は、電源の管理方法、設置機器の電力使用量等
・ 事業の実施体制
・ 保守管理及び緊急時の管理の対応等
・ 準備作業を含むスケジュール
・ 問い合わせ、苦情等への対応等
・ その他、県民サービスの向上が見込める機能等アピールしたい事項
(3) 書式等
①企画提案書に用いる言語は日本語、通貨は円とすること。
②企画提案本文及び資料はＡ４を基本とする。
(4) 提出方法
４の場所へ持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便に限る。期限内必着のこと。
）
(5) 提出期間
平成 24 年２月１日（水）から平成 24 年２月 15 日（水）午後５時 15 分までの期間とする。
なお、持参の場合は、県の休日を除く、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（正午から午後
１時までの間を除く。
）とする。
11

審査
(1) 実施方法
提出されたすべての提出書類を基に書面審査を実施する。なお、必要に応じてヒアリング又
はプレゼンテーションを行うことがある。
(2) 審査基準
最優秀提案者の選定にあたっては、別紙審査基準に基づいて、総合的に審査・評点し選定す
る。
(3)審査結果
審査結果については、すべての提案者に書面で通知する。

１2 契約の方法等
(1) 最優秀企画提案者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、双方が
合意にいたった場合に契約を締結するものとする。その際、協議の上、企画提案の一部を変更
する場合がある。
(2) 業務仕様書は、本件業務の最低要求水準を目指したものである。したがって、企画提案は業
務仕様書の全ての項目を満たすことを前提とし、最優秀企画提案者の企画内容によっては、締
結する契約書に添付する仕様書には、上記(1)の協議結果の範囲内において業務の内容が追加
される場合がある。
(3) 契約保証金は、免除する。
（ただし、愛媛県会計規則（昭和 45 年愛媛県規則第 18 号）第 154
条の規定に該当する場合のみ。同条の規定に該当しない場合は、同規則第 152 条の規定により
契約保証金の率（10 分の１以上）を乗じた額を納付する必要がある。
）
(4) 最優秀企画提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、
その選定を取り消すとともに、次順位の者を最優秀企画提案者として選定のうえ、上記(1)と
同様の手順で契約を締結するものとする。
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その他
(1) この企画提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。
(2) 提出された書類は、返却しない。
(3) 提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲内で複写することがある。
(4) 提出された書類は、愛媛県情報公開条例（平成 10 年愛媛県条例第 27 号）に基づく情報公開
の対象となるので、会社（法人）に関する情報（いわゆる企業秘密等）に該当するものについ
ては、その旨を明記すること。
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（別紙審査基準）
１ 審査項目及びその着眼点
項目
着目点
事業実施 ・法令等を遵守して事業を遂行する能力があるか。
能力
・組織、人員体制が確保されているか。
・案内板を企画製作する能力があるか。
・案内板の適正な維持管理を行うことができるか。
・広告募集等の事務を適正に行うことができるか。
・同種の事業実績を有しているか。
・継続的な事業実施が可能か。
案内板の ・ 案内板の情報が来庁者の利便向上等に資するものであるか。
仕様、コ ・ 表示、デザイン、コンテンツが見やすく、わかりやすいものとな
ンテンツ
っているか。
等
・ 行政情報（地図等）や広告部分の材質や仕様が視認性に優れたも
のになっているか。
・ 色合い、デザイン等が第一別館ロビーの外観等に調和している
か。
・ 枠の材質が長期使用に耐えうる材質となっているか。
・ 電力を使用する場合、省電力の工夫がなされているか。
設置、運 ・設備の落下や破損防止対策が取られているか。
用
・設備の保守管理体制及び緊急時の対応が適切に確保されているか。
・原状回復が容易な方法がとられているか。
・情報更新が適切になされることとなっているか。
広告の募 ・広告枠の設定は適切か。
集等
・広告主の募集方法は適切か。
広告料金 ・広告料金の提案は妥当か。
・事業計画に沿った継続的な取組みが期待でき、安定的な県の収入が
見込まれるか。
合計

配点

20

30

20

10
20
100

２ 評価方法
（１）前記１の各項目ごとに、次の 5 段階で評価し、得点化する。
評価結果

評価

得点化方法

提案内容が、非常に優れている。

Ａ

配点×1.00

提案内容が、優れている。

Ｂ

配点×0.75

提案内容が、普通である。

Ｃ

配点×0.50

提案内容が、劣っている。

Ｄ

配点×0.25

提案内容が、非常に劣っている。

Ｅ

配点×0.00

（２）選定対象者について、提案された広告料の年額が最も高い順に順位を付し、（１）により算
出された合計得点に、次の率を乗じたものを当該提案の得点とする。
広告料（提案額）の順位
乗じる率
1位
1.00
2位
0.95
3位
0.90
4位
0.85
5 位以下
0.80
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