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おおいた建設人材共育ネットワーク活動推進事業  

令和２年度テレビＣＭ他広告出稿及び動画コンテンツ制作業務委託 

に係る企画提案競技募集要項 

 

 

１ 目的 

おおいた建設人材共育ネットワークでは、建設産業における担い手不足の解消に向けて、

建設系学科への進学の意識付けや地元志向の生徒・学生を呼び込むための広報をＢＵＩＬＤ 

ＯＩＴＡホームページを核に展開しているところである。 

本業務は、主に小・中学生、高校生及びその保護者に向けて、建設系学科への進学及び県

内建設産業への入職を喚起するとともに、ＢＵＩＬＤ ＯＩＴＡホームページ等への誘導を目

的に実施するものである。 

 

２ 契約に付する事項 
 

（１）業 務 名  令和２年度テレビＣＭ他広告出稿及び動画コンテンツ制作業務委託 
 

（２）発注機関  おおいた建設人材共育ネットワーク 

（事務局 公益財団法人大分県建設技術センター） 
 

（３）履行期間  契約締結の日から令和３年２月２６日まで 
 

（４）業務概要  別紙「令和２年度テレビＣＭ他広告出稿及び動画コンテンツ制作業務委託

仕様書」による。 
 

（５）限 度 額  ４，５００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

３ 参加資格 

企画提案競技への参加は、次の各号の要件に該当する者とする。 

なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 
 

（１）大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要

な資格（平成 20 年大分県告示第 148 号）を有する者の内、映像もしくは広告で登録を受け

ている者又は同等の資質を有する者。 
 

（２）本社が大分県内に所在する者、もしくは支店・営業所等が大分県内にある場合で、その

支店・営業所等の長に契約・請求等の権限を委任している者。 
 

（３）事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。 

①事業の実施にあたり、専任の担当者を配置し、おおいた建設人材共育ネットワークとの

打合会等に担当者等を出席させることが可能な者であること。 
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②おおいた建設人材共育ネットワークから要請があった場合に、２日以内に担当者等を派

遣することが可能な者であること。 

③宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

④特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、または反対すること

を目的とする者でないこと。 

⑤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。 

⑥本企画提案競技の公告の日から委託契約の前日までの間に大分県知事から競争入札参

加資格の停止措置を受けていないこと。 

⑦公告日以前３箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は

銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がないこと。 

⑧破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。 

⑨自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げ

る者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

（ア）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（イ）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（ウ）暴力団員が役員となっている事業者 

（エ）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（オ）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約

等を締結している者 

（カ）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

（キ）役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難

される関係を有している者 

（ク）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

４ 説明会 

（１）提案競技参加希望者に対して説明会を開催する。説明会への参加を希望する者は、下記

の期限までにＦＡＸ又はメールで申込み（様式自由）を行うこと。 

なお、説明会に不参加の者は企画提案競技への参加を認めない。 

①参加申込期限   令和２年６月４日（木）１２：００必着 

②申込書記載内容  会社名、参加人数（ 大２名まで）、担当者氏名、電話番号、Ｆ

ＡＸ番号又はＥメールアドレス 

②参加申込先    本要項１２「問い合わせ先」に同じ 
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（２）説明会の日時と場所は以下による。 

なお、参加申込み多数の場合は、２回に分けて説明会を実施することとし、その日時は、

６月５日（金）正午までに参加申込みのあった者全てに対して、ＦＡＸ又はメールで通知

する。 

①日 時  令和２年６月８日（月）１４：００～１５：００（受付 １３：３０～）

〃      １５：３０～１６：３０（受付 １５：００～） 

②場 所  大分県庁新館地下２階 Ｂ２４会議室 

                  

５ 企画提案競技参加申込 

（１）企画提案競技への参加を希望する者は、次に定める①～⑤の必要書類を５（２）の提出

期限までに１部提出すること。 

①企画提案競技参加申込書（別紙様式１） 

②企画提案競技参加資格確認申請書兼誓約書（別紙様式２） 

③会社概要書（パンフレット等会社の業務内容が確認できる書類。写しでも可。） 

④貸借対照表、損益計算書 

⑤大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に

必要な資格を有することを証する書類（県からの登録通知書等） 
 

（２）提出期限 

令和２年６月１２日（金）１７：００必着 

（ＦＡＸ・メール可。その場合は必ず送付したことを連絡し、着信を確認すること。） 
 

（３）その他必要書類 

大分県が発注する物品等の製造請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する資格を有

していない者については、次に定める①～⑤の必要書類（入札参加資格確認申請の必要書

類と同等の書類）を併せて上記５（２）の提出期限までに提出すること。（（１）⑤は除く） 

なお、これらの書類は原本で確認する必要がある書類を含むので、ＦＡＸ・メールは不

可。郵送又は持参すること。 
①納税証明書（都道府県税）（写しは不可） 
②納税証明書（地方消費税）（写しは不可） 
③登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（写しは不可） 
④定款（写しに代表者印で原本証明をしたもの） 
⑤過去に取り扱った同種の事業実績が確認できる書類（契約書の写し等） 

 

（４）参加申込書及び資格審査書類提出先 
〒870-0905 大分県大分市向原西１丁目３番３３号 

おおいた建設人材共育ネットワーク事務局 

公益財団法人大分県建設技術センター（研修企画・建設技術第二課） 
Tel：097-552-3255 Fax：097-552-3403  E-mail：civil-appeal@contech.or.jp 

 

（５）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（別紙様式３）を提出すること。 
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６ 質問の受付及び回答 

質問は説明会の時に口頭で受けて、その場で回答するものとする。回答保留の場合は後日

参加申込みのあった者全てに対して、ＦＡＸ又はメールで回答をする。 

 

７ 企画提案書の提出等 

業務の目的等に留意のうえ、コンセプトや実施方法等について具体的に記載した企画提案

書等を下記の要領で作成し提出すること。 
 

 （１）企画提案書の作成要領 

  企画提案書は下表の内容について具体的に記載し、１０部（正本１部、副本（正本の

写し）９部）を下記期限までに郵送または持参すること。 

併せて、会社概要書（パンフレット等会社の業務内容が確認できる書類）、貸借対照表、

損益計算書を１０部提出すること。 

サイズはＡ４で長辺綴じとする。（ファイル等による綴込みはしないこと。２穴パン

チ位置を考慮して印刷し、ステープルは使用せず、ダブルクリップ等でとめること） 

 

① 表紙 
・会社名、担当者名及び電話番号等連絡先を明記する

こと。 

様式自由 

（Ａ４版） 

② 企画提案書 

・仕様書に記載している内容に沿った計画書を作成し、

提案をすること。 
・仕様書に定めのない内容であっても、本事業の目的

に適すると思われる方法並びにテレビ等でのパブリ

シティの獲得がある場合は、積極的に独自提案を行

うこと。 
・ターゲット層への接触度合いやＷＥＢサイトへの誘

導傾向等、テレビＣＭ他広告出稿による効果の算定

について、出来るだけ定量的に提示すること。 
・詳細については仕様書を参照すること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

③ 委託業務の 

執行体制 

・本業務に関わる予定者の所属、氏名を一覧表にして

添付すること。 

・おおいた建設人材共育ネットワークとの打合せ等に

出席する専任担当者を明記すること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

④ 過去の類似 

業務の実績 

・本委託に類似する業務の実績がある場合は、その概

要等を列記すること（事前に提出していれば同じも

ので可） 

様式自由 

（Ａ４版） 

⑤ 見積書 
・実施予定の媒体毎等、項目ごとにその単価、金額を

記載すること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

 

（２）企画提案書の提出期限及び提出先 

提出期限  令和２年６月１９日（金）１７：００必着 

提 出 先  「参加申込書及び資格審査書類」の提出先と同じ 
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（３）その他 

企画提案は１者につき１提案とする。また、提出後の企画提案書等の差し替えは受け付

けない。 

 

８ 審査方法等 

（１）提案競技参加希望者が５者以上の場合は書類による予備審査を行い５者を選定する。 

予備審査を実施しない場合は、６月１５日にプレゼン・ヒアリングの日程等を参加者に

ＦＡＸ又はメールで通知する。 

予備審査を行う場合は、予備審査終了後（６月２９日）にその結果を全ての参加者にＦ

ＡＸ又はメールで通知する。なお、当選者にはプレゼン・ヒアリングの日程等を併せて通

知する。 
 

（２）審査会の日時と場所は以下による。 

①日 時  令和２年７月２日（木）９：００～１２：００ 

②場 所  大分県庁本館Ｒ階 １０１会議室（控え室は同階１０２会議室） 
 

（３）審査方法 

①審査委員会を設置し、 優秀と決定された提案を採用する。 

②審査は、提案者のプレゼンテーションと審査委員との質疑応答により行う。 

  

９ 審査基準 

（１）各審査委員は次の評価項目、評価基準に基づき審査を行う。 

評価項目 評 価 基 準  評価点 

ＣＭ放映他広

告出稿計画に

おける企画力 

・企画の趣旨や目的、仕様に沿った企画提案になっているか 
・テレビＣＭと各種インターネット広告を効果的に組み合わせた

訴求効果の高い企画提案になっているか 
・ターゲット層への接触度合いやＷＥＢサイトへの誘導傾向等、

テレビＣＭ他広告出稿による効果が適切に算定されているか 

４点 

×重み 7.5

動画コンテン

ツ作成におけ

る企画力 

・企画の趣旨や目的、仕様に沿った企画提案になっているか 
・実施方法が、具体的で実現可能なものとなっているか 
・企画の内容が、斬新でインパクトがあるか 

４点 

×重み 7.5

関連企画の提

案 

・テレビ等でのパブリシティの獲得や各種メディアの活用等の提

案があるか（本業務の趣旨を満足させるものとなっていれば評

価の対象とする） 

４点 

×重み５ 

業務実績 ・会社として類似業務の経験が豊富にあるか 
４点 

×重み 2.5

組織経営力 

 

・経費の見積もり、担当スタッフ、会社の体制、スケジュール管

理等が充実しているか 

４点 

×重み 2.5
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１０ 結果通知 

（１）審査結果は、審査に参加した全ての企画提案者に対して７月２日（木）１７：００まで

にＦＡＸ又はメールで通知のうえ、追って審査結果通知書の原本を郵送する。 
 

（２）審査委員全員の評価点の合計が も高い提案を 優秀提案、２番目に高い提案を次点と

する。 優秀提案を行った者を契約予定者とし、契約予定者との契約が成立しない場合は、

次点の者を契約予定者とする。なお、応募者が１者のみの場合、審査結果において基準点

（６割）を満たすときは、当該応募者を 優秀提案者とする。基準点に満たないときは、

再度公募する。また、契約予定者が審査委員を通じて不正な行為を行い、審査結果を自ら

に有利たらしめたことが判明したときは、契約を締結しない。なお、契約締結後に判明し

たときは、当該契約を無効とする。 
 

（３）審査結果についての異議申し立ては受理しないものとする。 

 

１１ その他 

（１）企画提案書等の作成、提出等に要する経費は、参加者の負担とする。 
 

（２）企画提案書等は返却しない。なお、企画提案書等は選定業務以外には使用しない。 
 

（３）選定した企画提案をもとに実施することを基本とするが、準備段階でネットワークと受

託者との協議の中で生じた工夫や関係機関との調整等から、修正が必要となるときは、企

画提案内容の変更もあるものとする。 
 

（４）説明会や審査会出席時は、近隣駐車場を利用すること。 

 

１２ 問い合わせ先 

おおいた建設人材共育ネットワーク事務局 

〒870-0905 大分県大分市向原西１丁目３番３３号 

公益財団法人大分県建設技術センター（研修企画・建設技術第二課） 

Tel：097-552-3255 Fax：097-552-3403  E-mail：civil-appeal@contech.or.jp 


