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VR ダム見学制作業務委託  提案競技公募要項 

 

１.公募の趣旨 

オンラインで手軽にダム見学の疑似体験をすることができる VR ダム見学のコン

テンツを制作し、福岡市⽔道局（以下、水道局）のホームページ等で公開します。 

本要項は、本業務に関して、水道局が委託する契約相⼿⽅候補を選定するため

の提案競技への参加にあたって必要な事項を定めたものです。 

 

２.事業概要 

（1）事 業 名 VR ダム見学制作業務委託 

（2）履⾏期間 契約締結⽇の翌日から令和 5 年 2⽉28⽇まで 

（3）履⾏場所 福岡市水道局総務部総務課（福岡市博多区博多駅前 1-28-15） 

（4）委託内容 

別添、「VR ダム見学制作業務委託仕様書」（以下「仕様書」という）のとおり、VR

ダム見学制作業務委託に関する企画・構成・撮影・編集・DVD 作製、その他制作に

あたって発⽣する権利処理等の⼀切の業務とします。 

 

３.提案限度額 

671,000 円（消費税及び地⽅消費税相当額を含む。）を上限とします。 

 

４.応募参加資格 

次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する法⼈でなければこの

公募に参加することができません。 

（1）「令和４・５・６年度福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿（種別：委 

託）」の申請区分業種「広告・宣伝」に登載されている者であり、当該名簿の有効 

期間内にこの提案募集の公示の日又は提案競技参加申請期限日が含まれてい 
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ること。 

(2) 地⽅⾃治法施⾏令第 167 条の４に該当する者でないこと。 

(3) この公募開始⽇から契約相⼿⽅候補決定の⽇までの間に、福岡市から福岡市 

競争⼊札参加停⽌等措置要領（以下「措置要領」という。）に基づく競争⼊札参 

加停⽌の措置⼜は排除措置を受けている期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲⽰されているホームページアドレス 

https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 

(４) この公募開始⽇から契約相⼿⽅候補決定の⽇までの間に、措置要領別表第１、 

第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。 

(５) 市町村税を滞納していない者であること。 

(６) 消費税及び地⽅消費税を滞納していない者であること。 

(７) 会社更⽣法に基づく更⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者（更⽣⼿続開始の 

決定がなされ、競争⼊札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、⺠事再⽣法に 

基づく再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者（再⽣⼿続開始の決定がなされ、 

競争⼊札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、破産法に基づく破産⼿続開始 

の申⽴てがなされている者⼜は会社法に基づく特別清算開始の申⽴てがなされ 

ている者、⼿形交換所による取引停⽌処分を受けている者、その他の経営状態が 

著しく不健全であると認められる者でないこと。 

※なお、契約相⼿⽅候補に選出された場合であっても協定締結までの間に、措置要   

  領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合⼜は水道

局に提出した書類に虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなか

ったことが判明した場合は、契約締結しないことがあります。 

（８）福岡市内に本社を置く企業（以下、地場企業）に限るものとする。 

（９）複数の企業体による共同参加は認めない。 

（10）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。 

以下「法」という） 第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団（以下「暴⼒団」という）、 
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法第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員（以下「暴⼒団員」という）でないこと。 

(11) 暴⼒団⼜は暴⼒団員との密接な関係がないこと。 

 

５.スケジュール 

募集開始            令和 4 年 11⽉1７⽇（木） 

質問受付期間        令和 4 年 11⽉17⽇（木）～22⽇（火）17 時まで 

質問に対する回答     令和 4 年 11⽉24⽇（木）17 時まで 

参加申込締切        令和 4 年 11⽉28⽇（月）17 時まで 

企画提案書提出締切  令和 4 年 12⽉５⽇（月）17 時まで 

参加辞退締切        令和 4 年 12⽉５⽇（月）17 時まで 

審査会              令和 4 年 12⽉７日（水）～9 日（金）のうち、いずれか１日 

契約相⼿⽅候補決定  令和 4 年 12 月 12 日（月） 

契約締結            令和 4 年 12 月 16 日（金） 

 

６.参加申込み 

（1）書類提出⽅法・期限 

令和 4 年 11⽉28⽇（月）17 時までに、「(2) 提出書類」を郵送（必着）⼜は 

持参してください。郵送・持参先は「15.問合せ・提出先」を参照してください。 

※郵送による提出の場合は、郵送後、必ず電話で提出した旨の連絡をお願いします。 

 

（2）提出書類 

提案参加申込書（様式第１号）  １部 

※印鑑は実印を使⽤すること。 

 

７.企画提案書の提出 

（1）企画提案書提出⽅法・期限 
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令和4年12⽉５⽇（月）17 時までに、郵送（必着）⼜は持参してください。郵送・

持参先は「15.問合せ・提出先」を参照してください。 

※郵送による提出の場合は、郵送後、必ず電話で提出した旨の連絡をお願いします。 

（2）提出書類 

企画提案書 

※形式は⾃由ですが、⽤紙の規格は A4 判横⻑、両⾯印刷で横書き（11 ポイン 

ト以上）とし、ページ番号を付してください。 

（3）企画提案書内容 

仕様書及び「10.審査基準」を参考に企画提案書を作成してください。応募者名 

が分かる記述は⼀切しないよう留意してください。 

記載事項については、基本的には任意としますが、次の項⽬については記載する 

こと。なお、仕様書に記載されている内容は最低限実施するものであり、事業効果を

更に引き出すための独⾃の取組みがあれば具体的に記載してください。 

① コンセプト 

本業務の⽬的を踏まえ、ポイントや全体のコンセプトを⽰すこと。 

② 構成 

仕様書に記載している福岡市⽔道施設の撮影スポットを選定し、現地に行かずと

も、ダムを見学できる構成等を⽰すこと。また、観た⼈の印象に残り、興味を持っても

らえるような⼯夫・アイデアを⽰すこと。なお、提案書には、トップページのイメージ等

を記載すること。 

③ 実施体制・スケジュール 

業務を円滑・確実に遂⾏することが可能な体制・スケジュールを⽰すこと。 

④ 価格 

本業務にかかる経費を作業項⽬ごとの内訳を含めて⽰すこと。 

（4）提出部数 

11 部（正本１部、副本 10 部。いずれも印刷物） 
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※全て左綴じでホッチキス２点⽌めしてください。 

※正本のみ、表紙に会社名を記載してください。 

 

８.質問の受付 

本公募に関する質問がある場合は、次のとおり受け付け回答します。 

（1）受付期間 

令和 4 年 11⽉17⽇（木）から令和 4 年 11⽉22⽇（火）まで 

（2）提出⽅法 

質問書（様式第 2 号）に質問内容を具体的に記⼊の上、電⼦メールで提出して

ください。メールの件名は、「VR ダム見学制作業務委託（会社名記載）」とし、電⼦メ

ール送信後、必ず電話で提出した旨の連絡をお願いします。メールの送付先「15.

問合せ・提出先」を参照してください。 

（3）回答⽅法・掲載場所 

質問に対する回答は、令和 4 年 11 月 24⽇（木）までに福岡市ホームページに

掲載します。 

＜福岡市ホームページ＞ 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/business/keiyaku-kobo/teiankyogi.html 

 

９.選定⽅法 

（1）審査会の設置 

本事業の契約相⼿⽅候補を選定するため、本事業の提案競技にかかる審査会 

（以下「審査会」という。）を設置し、審査会において、企画提案書内容及びプレゼン

テーション等をもとに審査を⾏います。なお、審査会は⾮公開とします。 

 

（2）⽇時・場所（予定） 

 令和 4 年 12⽉７日（水）～9 日（金）のうち、いずれか 1 日 福岡市水道局 



6 

 

※⽇時・場所の詳細については、申込者に電⼦メールで通知します。 

※新型コロナウイルス感染症の拡⼤状況を勘案し、WEB 会議システム等によるプレ 

ゼンテーションとする場合があります。 

（3）参加者 

・審査会には、1 社につき 2 名まで参加できます。 

・プレゼンテーションは、本事業を主に担当する者が⾃ら⾏ってください。 

（4）プレゼンテーション等 

・１社につきプレゼンテーション 15 分間、質疑応答 10 分間程度とします。 

 なお、参加者数により、若干の変動がある場合があります。 

・プレゼンテーション及び質疑応答は、プロジェクターやスクリーンは使⽤せず、提出 

いただいた企画提案書を⽤いて実施します。また、当⽇の資料の追加・持ち込みは 

認めません。なお、本業務と同種または類似業務の実績として制作した動画を再⽣ 

したい場合には、プレゼンテーションの時間内であれば再⽣することは可能です 

（再⽣に必要な機器は審査会参加者持参）。 

（5）審査⽅法及び契約相⼿⽅候補の決定 

①審査会において、審査基準に基づき提案内容の審査を⾏い、最も評価点の⾼い 

者を契約相⼿⽅候補として決定します。また、２番⽬に評価点の⾼い者を次点候 

補者とします。いずれの場合も、評価点が５割以上である必要があります。 

②審査会参加者が１者の場合は、審査会における評価点が５割以上であれば、契 

約相⼿⽅候補として決定します。 

（6）審査結果の通知 

審査結果については、書⾯をもって通知します。また、応募書類等を提出した応募 

者数及び決定した契約相⼿⽅候補を福岡市ホームページで公表します。 

 

10.審査基準 
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下記の「審査基準」に基づき、応募書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内

容について審査を⾏い、契約相⼿⽅候補を順位付けします。 

 

「審査基準」 
審査基準 審査の視点 配点 

①コンセプト ・本業務の目的と意図を理解し、それらを踏まえた提案がなされているか。  20 

 

 

②企画構成 

 

・ダム見学の代替となるような企画・構成の提案がなされているか。 

・観た⼈の印象に残り、興味を持ってもらえるような⼯夫・アイデアがあるか。 

40 

・撮影する素材数（量）及び内容は⼗分であるか。 

・撮影スポットが適切に選定されているか。 

20 

③実施体制・ 

スケジュール 

・本業務実施にあたり、⼗分な実施体制が取られているか。 

・業務が円滑に遂⾏できるスケジュールとなっているか。 

15 

④価格 本業務内容に対して企画・製作費等に係る費用は適切か。 5 

 合計 100 

 

11.契約 

（1）契約相⼿⽅候補との協議 

上記9.で選定した契約相⼿⽅候補は、すみやかに水道局と最終的な仕様等を

決める協議を⾏い、協議が整い次第、水道局と契約を締結します。 

なお、契約締結に⾄らない場合は、次点者と業務委託契約⼿続きのための協 

議を⾏います。 

（2）契約相⼿⽅候補と具体的な委託内容について合意に達した後、福岡市水道局 

契約事務規則のほか、関係法令等に基づき契約を締結します。 

 

12.失格要件 

以下のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

（1）条件を満たさない提案を⾏った場合 

（2）提出書類に虚偽があった場合 

（3）審査委員等に対する不正な⾏為が認められた場合 
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（4）事業推進に必要な⼿続きを⾏わない場合 

 

13.参加辞退 

参加申込後、参加を辞退する場合は、令和 4 年 12⽉５⽇（月）17 時までに、参

加辞退書（様式第 3 号）を郵送（必着）⼜は持参すること。郵送・持参先は「15.問

合せ・提出先」を参照すること。 

※郵送による提出の場合は、郵送後、必ず電話で提出した旨の連絡をお願いします。 

 

14.その他 

・本公募要項は、公募期間中に福岡市ホームページにて公表するとともに、 福岡市水

道局総務課にて配布します。 

・全ての応募書類の作成及び提出に関する費⽤は、応募者の負担とします。 

・提出された応募書類は返却しません。 

・応募書類提出後において、契約相⼿⽅候補の決定までの間は企画提案書等に記載

された内容の変更は認めません。ただし、明らかな誤字・脱字等の場合は、この限り

ではありません。 

・本公募要項に定めるもののほか、必要な事項については、水道局において定めます。 

 

15.問合せ・提出先 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-28-15 

福岡市水道局総務部総務課 

「VR ダム見学制作業務委託」  

担当 西 

電話番号︓092-483-3139 

電⼦メール︓somu.WB@city.fukuoka.lg.jp 


