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気仙沼市多言語観光ポータルウェブサイト制作業務委託に関する 

企画提案募集要領 

 

１ 事業目的 

 訪日外国人観光客に対し、本市の観光の魅力を訴求するとともに、飲食店や宿泊施設、

アクティビティ等の着地情報とその予約までの導線を整備することで訪日外国人観光客の

誘客促進ならびに滞在を促すため、多言語ポータルウェブサイトを制作するもの。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）委託業務名     気仙沼市多言語観光ポータルウェブサイト制作業務 

（２）業務内容      別添業務委託仕様書のとおり 

（３）委託期間      契約締結日から令和２年３月１９日（木）まで 

（４）事業費（委託上限額）１８，４７８，０００円（消費税及び地方消費税の額（10％）を含む。）  

 

３ 応募資格 

  企画提案に応募できる者に必要な資格は、次の通りとする。 

 （１）日本国内に事業所を有する法人であって、国税及び地方税の全ての税目を滞納し

ていない者 

 （２）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（一般競争

入札の参加者の資格）の規定に該当する者でないこと。 

 （３）この業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に、「気仙沼市競争入札参加資

格業者指名停止基準（平成 29年気仙沼市告示第 27号）」による指名停止の措置を

受けていないこと又は措置要件に該当しないこと。 

 （４）「気仙沼市契約に関する暴力団等排除措置要綱（平成 20年告示第 105号）」の別表

各号に規定する措置要件に該当しないこと。 

 （５）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１項第２号の規定によるもの）又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者が経営又は運営に関係している者で

ないこと。 

（６）以下のいずれかの手続きをしている者又はされている者でないこと。 

イ 民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づき再生手続き開始の申立てをして

いる者又は再生手続き開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定す

る再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）。 

ロ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続き開始の申立てをして

いる者又は更生手続き開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項に規定す

る更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）。 
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ハ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続き開始の申立てをしている

者又は破産手続き開始の申立てがされている者（同法第 30 条第１項に規定する破

産手続き開始の決定を受けた者を除く。） 

（７）政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律 194 号）第３条の規定によるもの）

でないこと。 

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和 26 年法律第 126号）第２条の規定によるもの）で

ないこと。 

（９）発注者の求めに応じ、打ち合わせ等のため来訪が可能なもの。 

（10）委託業務を的確に遂行する能力を有すること。 

（11）上記(1)から(10)を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による

参加も可能とする。その場合，市は代表者とのみ委託契約を行うため，その他の

事業者については，代表者との委託契約（本市との関係性においては再委託に該

当。）により業務を行うこととするが，再委託先事業者においても，上記（1）か

ら（10）の条件を満たさなければならない。また，１つの企業が複数の企画提案

者の再委託先事業者となることはできない。さらに，本業務全体の進行管理及び

取りまとめ等は代表者の責任において行うものとし，代表者は，応募時に，再委

託先事業者の名称，所在地，再委託内容，目的及び理由等を具体的かつ明確に記

載した「再委託事業計画書」を提出し，委託契約締結後に市と改めて再委託に関

する協議を行うものとする。なお，契約締結後，応募時に記載していなかった事

業者と再委託する必要が出てきた場合は，市がやむを得ないと認めたものについ

てのみ再委託を可能とする。 

 

４ スケジュール（予定を含む。） 

 （１）企画提案募集開始（市公式ウェブサイトに掲載）  令和元年９月 ６日（金） 

 （２）企画提案書作成等に関する質問受付期限      令和元年９月１３日（金） 

 （３）企画提案書作成等に関する質問への回答期限    令和元年９月１８日（水） 

 （４）企画提案への参加申込期限            令和元年９月２５日（水） 

 （５）企画提案書の提出期限              令和元年１０月７日（月） 

 （６）企画提案審査委員会開催（プレゼンテーション審査）令和元年１０月中旬 

 （７）選定結果の通知                 令和元年１０月中旬 

 

５ 応募手続 

（１）企画提案書作成等に関する質問の受付け 

  イ 受付期限  令和元年９月１３日（金） 

   ロ 提出方法 

①指定様式（様式台１号）を用いて、電子メールにより提出すること。提出に
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あたっては、電子メールの件名に【気仙沼市多言語ウェブポータルサイト制

作事業】と記載すること。 

②電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

       kanko@kesennuma.miyagi.jp 

③電話や口頭、受付時間以外の質問は一切受け付けない。 

   ハ 回答方法 

       質問に対する回答は、令和元年９月１８日（水）までに、気仙沼市ウェブサイ

トに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密

接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容に

よっては回答しないこともある。 

（２）企画提案への参加申込書の提出 

    イ 参加申込期限 令和元年９月２５日（水） 

    ロ 提 出 書 類 以下の①から⑤までの書類を提出すること。ただし、気仙沼市

財務規則（平成 18年気仙沼市規則第 36号）の規程に基づく入

札参加資格者（役務提供）の承認を受けているものはウからオ

までの書類提出は不要とする。 

       ア 企画提案参加申込書（様式第２号）     １部 

       イ 宣誓書（様式第３号）           １部 

      ウ 商業・法人登記簿謄本（法務局発行）    １部 

        ※全部事項証明書（謄本）現在事項証明書 等 

      エ 納税証明書                １通 

        ※未納がないことの証明書を提出。 

      オ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書）    １通 

        ※直近の事業年度のもの（1年分）を提出 

     ハ 提出方法 

  持参又は郵送とする。持参の場合は平日（祝祭日除く。）の午前９時から午後

５時まで（ただし、最終日は午後３時必着）、郵送の場合は最終日必着。 

     ニ 提出先 

   〒９８８－８５０１宮城県気仙沼市八日町１－１－１ 

      気仙沼市産業部観光課観光係（担当：菅原、岡野） 

 （３）企画提案書の提出 

    イ 提出期限     令和元年１０月７日（月） 

    ロ 提出書類     企画提案書（A４版片面印刷で３０枚以内）９部 

     ハ 網羅すべき内容 別紙「企画提案書の構成等について」のとおりとする。 

    ニ 提出方法 

     持参又は郵送とする。持参の場合は平日（祝祭日除く。）の午前９時から午後５

mailto:kanko@kesennuma.miyagi.jp
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時まで（ただし、最終日は午後３時必着）、郵送の場合は最終日必着。 

    ホ 提出先    

 〒９８８－８５０１ 宮城県気仙沼市八日町１－１－１ 

      気仙沼市産業部観光課観光係（担当：菅原、岡野） 

 （４）その他 

    イ 企画提案書の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第４号）を

提出すること。 

    ロ 「取下願」の提出があった場合も、既に提出された企画提案書は返却しない。 

    ハ 企画提案書の再提出は認めない。 

    ニ 審査は、提出された企画提案書により行うが、提案受付後、提案内容について

説明を求めることがある。 

    ホ 企画提案に要する経費は、提案者が負担するものとする。 

    へ 提出された企画提案書等は、行政文書となるため、気仙沼市情報公開条例（平

成 18 年３月 31 日条例第 12 号）その他の法令の規定に基づき、開示請求があっ

た場合、個人情報や事業情報などの非開示部分を除き、開示することとなる。 

 

６ 受注候補者の決定 

（１）受注候補者の選定方法 

   市が設置する企画提案審査委員会において、提出書類及びプレゼンテーションの総

合評価により審査し、各委員の評価点の平均が満点の５割以上の事業提案者の中から、

最も優れていると判断された事業提案者を受注候補者として選定する。 

     ただし、５者以上の応募があった場合には、第１次審査として書面審査を実施する場

合がある。その場合において、プレゼンテーション審査は２次審査とし、第１次審査

を通過した企画提案書のみ審査するものとする。また、第１次審査を通過した企画提

案者に対してのみプレゼンテーション審査の詳細について通知し、通過しなかった企

画提案者に対しては第１次審査の結果のみ通知する。 

応募者が１者の場合も審査を行い、採用案に相応しいと判断される場合は、受注候

補者として選定する。また、応募者が無い場合、応募者全員が失格した場合又は、全

ての提案が業務目的を達することができないと判断した場合には、本公募を取りやめ、

再度企画提案を募集する。 

（２）プレゼンテーション 

    イ 実施日   令和元年１０月中旬（予定） ※別途通知にて案内する。 

    ロ 実施会場  気仙沼市内 ※別途通知にて案内する。 

    ハ 実施方法 

①出席者は、１応募者につき３名以内とする。 

    ②１応募者当たりの持ち時間は２５分以内（説明２０分以内、質疑応答５分以内）
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とし、市が指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

    ③事前に提出された書類についてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料

の配付は原則として認めない。 

    ④プロジェクタ等の使用を希望する場合は、企画提案書を提出する際に申し出る

こと。なお、この場合、パソコンはプレゼンテーションを行うものが用意する

こと。 

   ニ 選定結果の通知 

     選定結果については、後日、企画提案者全てに文書で通知する。なお、審査・

選定結果に関する質問には応じない。 

   ホ 選定結果の公表 

     審査終了後、全ての企画提案者の評価点を公表する。ただし、選定された業務

委託候補者以外は、個別の評価点が特定できないよう配慮する。 

（３）評価基準及び配点 

   次の審査項目及び配点（合計１００点）により行うものとする。 

   イ サイト開発の考え方（１５点） 

     ・ベンチマークとするサイトの選定理由が明確かつ適切なものとなっているか 

   ロ 外国人への訴求力（３５点） 

     ・サイトコンセプトが明確で、カスタマージャーニーを踏まえた OTAや体験予

約サイトまでの効果的な導線の整備や、口コミの効果的な活用が図られる提

案となっているか 

・サイトイメージが市場特性、本市のイメージを踏まえた提案となっているか 

・従事するライターの文章並びにカメラマンの写真がターゲットに訴求できる

ものか 

     ・過去に制作したサイトが効果を発揮しているか 

ハ マーケティング対策（２０点） 

     ・SEOの方針が明確かつ適切なものとなっているか 

     ・KPIの設定やタグ、計測手法が適切か 

・今後の本市のウェブマーケティング上、有効な提案になっているか 

ニ その他本業務に有益な提案（１０点） 

  ・制作するサイトの先進性やインパクトのある表現方法など、本業務に有益な

優れた提案があるか 

ホ 業務実施体制（１０点） 

・業務実施体制が適切か 

  へ 業務価格（１０点） 

     ・効率的かつ効果的な経費配分となっているか 

     ・運用及び保守の内容並びにランニングコストが適切か 



6 

７ 失格事由 

  次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

（１） 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意

が不明である場合 

（２） 本募集要領等に従っていない場合 

（３） 選考に参加しなかった場合 

（４） 同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

（５） 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 

（６） 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、

第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

（７） 発表済の内容と酷似した提案を行った場合 

 

８ 契約の締結 

  本契約 

 （１）受注者の決定 

    審査委員会において決定した業務委託候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を行うため、優先交渉者

から見積書を徴収し、予定価格の範囲内において契約を締結する。ただし、特別

な理由により業務委託候補者と契約締結ができない場合は、他の提案者のうち順

位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者

を受注者とする。 

 （２）契約書及び業務の仕様の確定 

   イ 契約書は、市と受注者で協議の上で作成する。 

   ロ 業務の仕様は、仕様書に記載されている事項を基本とするが、市と受注者の協

議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。 

     なお、本事業の実施に関して、受注者の企画提案内容をそのまま実施すること

を約束するものではなく、市と受注者で協議の上、決定する。また、業務委託の

後、具体的な業務内容や進め方等については、逐次市と協議することとする。 

 （３）委託金の支払条件 

    支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。 

 

９ その他の事項 

 （１）契約に関する条件等 

   イ 機密の保持 

     受注者（再委託により受注した者を含む。以下同じ。）は、本業務を通じて知り

得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し
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てはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の防

止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後

もまた同様とする。 

   ロ 個人情報の保護 

     受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条

例（平成 18年３月 31日条例第 13号）を遵守しなければならない。 

   ハ 知的財産権の帰属 

     本業務の過程で生じた知的財産権（著作権においては著作権法第 27条及び第 28

条の権利を含む）及び成果品に係る知的財産権は本市に帰属する。また、受託者

は、成果物その他本件業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を

行使しないものとする。 

 （２）その他 

   イ 企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難であると認

めるときは、本公募型プロポーザル方式による実施を延期し、又は取りやめるこ

とがある。 

   ロ 本提案募集の手続きにおいて使用する言語は、日本語、通貨は日本円、単位は

日本標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

   ハ 本事業について、訴訟の必要が生じた場合は、市の本庁舎所在地を管轄する仙

台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 
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別紙 

企画提案書の構成について 

１ 企画提案書の構成 

（１） 表紙 

   「法人名」「住所」代表者名「担当者名（所属、職、氏名）」「連絡先（電話番号及び

ファクシミリ番号、電子メールアドレス）」を記載すること。 

（２） 目次 

   本文の項目及びページを記載すること。 

（３） 本文 

 イ サイト開発の考え方 

・本市がベンチマークとすべきサイト（国内に限らず３件以内）の選定とその理由

を記載すること。 

   ・ベンチマークとすべきサイトを踏まえた上でのサイト設計案（サイトコンセプト、

サイト構成案、サイト機能一覧など）を記載すること。 

  ロ 外国人への訴求力 

 ・サイトイメージ（デザインイメージがわかるもの） 

 ・従事するネイティブライターによる観光資源（本市に限定しない）を紹介するサ

ンプル文章 

  ・従事するカメラマンが撮影したサンプル画像（被写体は観光資源とし本市に限定

しない） 

  ・過去に制作した英語サイトの事例（３件以内） 

ハ マーケティング対策 

  ・地域の観光ポータルサイトとしての SEM設計（設定する KPI及び計測手法含む） 

 ニ その他本業務に有益な提案 

  ・制作するサイトの先進性やインパクトのある表現方法など 

（４） 業務の全体計画 

  ・業務全体の流れ 

 ・業務実施のスケジュール 

（５） 業務の実施体制 

   事務局の人数と役割など業務の実施体制を記載すること。業務の一部を第三者に再

委託する場合には、再委託の範囲を明記すること。 

（６） 概算見積書 

概算見積書は業務内容別に区分し、内訳を明記すること。 

（７）運用並びに保守 

   ・利用するサーバー 

   ・運用保守の内容及び概算 
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２ 企画提案書の仕様 

（１） 提案数 

 １社につき１案とする。 

（２） ページ数 

  A4版片面印刷、表紙と目次、概算見積書、利用するサーバー、運用保守の内容及び概

算を除き３０ページ以内、カラー印刷も可。 

（３）提案書のサマリー版 

  提案書のサマリー版（A4 判片面、企画提案書本文のイロハニ毎に各１枚（計４枚）、

任意様式）を別途作成し、ページ上部の見やすい位置に「法人名」を記載すること。な

お、サマリー版は提案書と合綴せず、別紙で提出すること。 


