
令和５(2023)年度観光 PRパンフレット（春季）等作成業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）案件名 

令和５(2023)年度観光 PRパンフレット（春季）等作成業務 

（２）事業目的 

「本物の出会い 栃木」観光プロモーション協議会（以下「協議会」という。）や県、市町及び観光

関係団体等が行う誘客促進事業等の効果を高めるとともに、多くの観光客に栃木県へお越しいただく

ための誘客促進ツールとして観光パンフレットを発行する。 

なお、観光パンフレットは、JR等の主要駅、NEXCO東日本の SA・PA及び県内外の観光施設等に配架

することで、県内外の観光客に栃木県の魅力を伝え、更なる観光客誘致を図る。 

（３）業務内容 

   別添「令和５(2023)年度観光 PRパンフレット（春季）等作成業務委託仕様書」のとおり 

（４）契約金額の上限 

   4,061,200円（消費税額及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

（５）予定契約期間 

   契約締結の日から令和５(2023)年３月 20日(月)まで 

（６）担当部局及び書類提出先等 

   書類の提出先、質疑先及び受付期間は、次のとおりとする。 

   所属：栃木県産業労働観光部観光交流課 

      観光プロモーション班 担当：筒井 

   住所：〒320‐8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20号 

   電話：028－623－3305／FAX：028－623－3306 

   E-Mail：kanko@pref.tochigi.lg.jp 

   受付時間：土日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）。ただし、面接

による場合は、あらかじめ担当者宛て予約をとること。 

２ プロポーザルに参加するために必要な資格 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（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、入札参加資格を有するものと決

定された者であること。 

（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

く指名停止又は指名保留期間中でない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５）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号又は同条第４号の規定に該

当する者でないこと。 

（６）地方公共団体及び国が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者であること。 
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３ 公募型プロポーザルの手続き 

（１）予定される実施スケジュール 

    ア 実施要領等の公表（公告開始日）  令和４(2022)年 11月 16日(水) 

  イ 実施内容等に関する質問受付期限  令和４(2022)年 11月 17日(木)正午まで 

  ウ 質問に対する回答         令和４(2022)年 11月 18日(金) 

  エ プロポーザル参加表明受付期限   令和４(2022)年 11月 21日(月)17時まで 

  オ 企画提案書受付期限        令和４(2022)年 11月 28日(月)17時まで 

  カ 審査結果の通知・公表       令和４(2022)年 12月２日(金) 

（２）実施内容等に関する質問 

   プロポーザルに参加するに当たって質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書（別紙様

式１）を観光交流課宛てに電子メールにファイル（ファイル形式は Microsoft Word又は PDF）を添

付して提出すること。 

（３）質問に対する回答 

   質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利害を害するおそ

れのあるものを除き、栃木県公式ホームページ上で公開する。 

（４）参加表明書の提出 

   本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（別紙様式２－１）及び業務実績表(別紙様

式２－２)を作成し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出することとし、郵送の場合は、

３（１）エの提出期限必着とする。 

（５）企画提案書の提出 

   ア 提出書類 

    (ｱ) 規格 Ａ４横型（カラー印刷） 

          原則日本工業規格Ａ４横型とする。 

          使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

    (ｲ) 内容 様式等は応募者の自由とするが、次の内容を含むものとする。また、企画提案書の

副本は無記名（会社名）とし、社名が類推できないように作成すること。 

         a 企画提案書 

         (a) 企画・制作コンセプト 

         (b) 業務全体取組体制、予定総括責任者等の取組体制及び各員の類似業務の実務

経験等 

(c) 過去の同種又は類似の勤務実績 

          b 制作課題（成果物として使用する紙を用いて作成すること） 

          (a) １ページ（表１）：表紙デザイン案 

(b) ２（表２）～３ページ：デザイン案 

(c) 14～15ページ：デザイン案 

           (d) １ページ分：那須エリアのデザイン案 

(e) 提案者が権利を所有する、県内各地域の観光素材の画像 

※５エリア毎に 20枚程度の画像を、Ａ４用紙に４～６枚程度印刷 

フリーの素材等も可（ただしその旨、明記すること） 



なお、県内５エリアとは、①日光エリア（日光市）、②那須エリア（大田原市、 

矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町）、③県央エリア（宇都宮市、鹿沼市、

さくら市、那須烏山市、上三川町、高根沢町、那珂川町）、④県南エリア（足

利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、野木町）、⑤県東エリア（真

岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町）のことである。 

c 費用見積書 

企画案実施のために必要な経費（消費税含む）について、全体の見積金額とそ

の費目ごとの内訳をできる限り詳細に記載すること。 

d 工程表 

納期について、令和５(2023)年３月 14日(火)とする。校正は最低３校とし、具

体的な実施計画及びスケジュールを作成すること。 

イ 提出部数 

    (ｱ) 企画提案書  ９部（正本１部、副本８部） 

    (ｲ) 制作課題   ９部 

(ｳ) 費用見積書  ９部 

(ｴ) 工程表    ９部 

   ウ 提出期限 令和４(2022)年 11月 28日（月）17時必着とする。 

   エ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

４ 審査・選定方法 

審査は、参加表明書が応募要件に該当する旨を確認した後、協議会が別に定める委員により組織さ

れた選考委員会により行う。 

（１）審査方法 

    書面により、提出された企画提案書の内容を、別表の審査項目及び評価基準に基づき評価・採

点し、選考委員会による総合的な判断により、契約候補者を選定する。 

ただし、審査の内容如何によっては、いずれも採用しないことがある。 

また、参加者が１者の場合、算出された結果を参考とし、協議により総合的に評価を行った結

果、評価の高い提案を行ったと判断すれば、委託の相手方として選定することができることとす

る。 

      選考委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

（２）審査項目・評価内容及び選考委員 

      別表のとおり 

（３）審査結果の通知 

      審査の結果については、選定後速やかに応募者に通知する。 

   なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

５ 契約の相手方の決定方法 

提出された企画提案書の内容を審査する選考委員会を開催する。選考委員会では、あらかじめ定

められた審査基準に基づき、公正な審査を行い、随意契約の相手方となる候補者を選定する。 

委託業務の実施に際して、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するものではない。

選定後には、候補者と協議会との間で企画提案書の内容をもとにして、業務の履行に必要な具体的



条件等の協議や調整を行い、随意契約の手続きに進むこととする。 

６ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）業務の一括再委託の禁止 

       受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、協議会と協議の上、業務の一

部を委託することができる。 

（２）個人情報の保護 

       受託者が当該業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、栃木県個人情報保護条例

（平成 13 年栃木県条例第３号）、栃木県個人情報保護条例施行規則（平成 13 年栃木県規則第 66

号）に準じて、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に

努めること。 

（３）守秘義務 

       受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が完了

し契約が解除された後においても同様とする。 

７ 業務の継続が困難となった場合の措置 

    協議会と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措置は、

次のとおりとする。 

（１）受託者の責めに帰すべき事由による場合 

       受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、協議会は契約の全部

又は一部を解除することができ、委託料の全部又は一部を返還させることができるものとする。

この場合、協議会に損害を与えたときは、その損害に相当する額を、受託者が賠償するものとす

る。 

（２）その他の事由による場合 

      天災その他、協議会及び受託者双方の責めによらない事由により業務の全部または一部の継続が

困難となった場合、協議会の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、協議会は、当該部分

についての委託料の支払を免れるものとする。 

８ その他 

（１）事業の成果は、協議会及び栃木県に帰属する。 

（２）応募の際に要する経費やプロポーザル参加に要する経費等については、参加者の負担とする。 

（３）提出された書類は返還しない。なお、これらの書類は、選定の審査以外の目的には使用しない。 

（４）提案事業者が応募資格を満たさないことが判明した場合や提出書類に虚偽の記載がある場合には、

当該提案者は失格となる。 

（５）参加表明書提出後に参加を辞退する場合は，令和４(2022)年 11月 28 日（月）17 時までに、辞

退届（様式任意）を提出すること。 

（６）本プロポーザルへの参加により協議会及び栃木県から知り得た情報は、他者に漏らしてはならな

い。 

附則 

  この要領は、令和４(2022)年 11月 16日(水)から施行し、受託候補者が決定した翌日にその効力を

失う。 



別表 審査項目及び評価内容 

１ 審査項目及び各項目の配点は次のとおりとし、各選考委員（７名）が採点する。 

２ 審査項目ごとの評価点数の総和をもって、企画提案者ごとに各委員の評価点数を決定する。 

３ 全企画提案者ごとに、全選考委員がつけた評価点の中で最高点及び最低点を除き５名の平均点を算

出し、最も高かったものを契約交渉者とする。なお、最も高かったものが複数ある場合は、審査委員

会で審議の上、契約交渉者を決定する。 

４ 提案者が１者の場合は、審査員採点の総和の平均 60点以上をもって契約交渉者とする。 

 

 審査項目 着眼事項 配点 

企画提案書 

企画・制作コンセプト 

本業務の目的や基本方針を勘案し、提案者の基本的な

考え方や工夫が具体的に示されており、観光誘客につ

ながるような企画となっているか  

10 

本業務と類似した業務の

実績 

過去の同種又は類似の業務で良好な実績を挙げている

か  
５ 

制作課題 

表紙のデザイン案 

ターゲットに対して訴求力があり、手にとって、保持

してもらえるような魅力あふれる写真を使用したデザ

インであるか 

20 

２～３ページのデザイン

案 

ターゲットに対して訴求力がある写真を使用したデザ

インであるか、かつ県内５エリアのわかりやすい地図

が掲載されているか 

10 

14～15ページのデザイ

ン案 

ターゲットに対して訴求力がある写真を使用してお

り、必要な情報がわかりやすく掲載されているか 

また、観光情報をより魅力的にさせるデザイン案とな

っているか 

10 

１ページ分(那須エリア)

のデザイン案 

ターゲットに対して訴求力がある写真を使用してお

り、必要な情報がわかりやすく掲載されているか 

また、観光情報をより魅力的にさせるデザイン案とな

っているか 

15 

画像集 エリア毎に訴求力のある画像を所有しているか 10 

必要経費 業務内容に見合った適切な経費であるか 10 

作業工程表 
作業工程が具体的かつ現実可能性があり、特に作業ご

とに詳細なスケジュールが示されているか 
10 

 

 

  



選考委員 

 

選考委員は、次の７名の職を有する者をもって充てる。 

所 属 職 名 備 考 

産業労働観光部 参 事 選考委員長 

産業労働観光部 観光交流課 課 長  

産業労働観光部 観光交流課 班 長（観光プロモーション班）  

産業労働観光部 観光交流課 課長補佐（総括）  

産業労働観光部 観光交流課 係 長（観光プロモーション班）  

産業労働観光部 観光交流課 主 査（観光地づくり担当）  

産業労働観光部 観光交流課 主 事（インバウンド推進担当）  

 


