
 

鹿屋市戦争遺跡紹介映像及び VRコンテンツ制作業務委託 募集要項 

 

１ 業務内容 

(1) 業 務 名  鹿屋市戦争遺跡紹介映像及び VRコンテンツ制作業務委託 

(2) 履行場所  鹿屋市 

(3) 履行期間  契約締結日から令和４年２月 28日（月）まで 

 (4) 概 要  鹿屋市に来なければ体験できないコンテンツとして、VR 及び CG を駆使した動画及

びその告知動画を制作する。 

 (5) 仕 様  別紙「鹿屋市戦争遺跡紹介映像及び VRコンテンツ制作業務委託」仕様書のとおり 

 (6) 事 業 費  13,694,000円以下（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 提案者の資格要件 

(1) 令和３・４・５年度鹿屋市入札参加資格者であること。 

(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（同令第 167条の 11第１項にお

いて準用する場合を含む）の規定に該当しないこと。 

(3) 鹿屋市及び他の自治体において指名停止期間中でないこと。 

 

３ 評価基準 

別紙のとおり 

４ 事業スケジュール・事務手順 

(1) 実施の公示 令和３年４月 26日(月) 

(2) 参加表明書 提出期限 ５月 ７日(金)17時 

(3) 参加資格確認通知書 送付 ５月 12日(水) 

(4) 参加要請書 送付 ５月 12日(水) 

(5) 質問 受付期間 ５月 12日(水)～５月 18日(火)17時 

(6) 質問 回答期限 ５月 21日(金) 

(7) 企画提案必要書類 提出期限 ６月 14日(月)17時 

(8) 選定委員会(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) ６月 18日(金)14時 

(9) 審査結果通知 ６月 24日(木)  

(10) 契約締結 ６月 28日(月) 

(11) 業務完了(履行期限) 令和４年２月 28日(月) 

※日程については、発注者の都合で変更する場合がある。 

 

５ 参加表明手続 

(1) 提出期限  令和３年５月７日（金）17時必着 

(2) 提出書類  参加を希望する者は、公募型プロポーザル方式参加表明書（様式１）に会社概要及

び業務実績のわかる資料（任意様式）を添付して提出すること。 

(3) 提出場所  鹿屋市農林商工部ふるさとＰＲ課 

〒893-8501鹿屋市共栄町 20番１号（電話 0994-31-1121／ＦＡＸ0994-40-8688） 

(4) 提出方法  持参又は郵送 



 

６ 提案書提出手続 

  参加資格審査を経て提案書提出依頼を受けた者は、以下の手続きで提案書等を提出すること。 

(1) 提出期限  令和３年６月 14日（月）17時必着 

(2) 提出書類  ・ 提案書（様式２） 

・ 企画提案書（10部） 

１社１案とし、仕様書記載事項の実施内容や独自の提案等を記載 

・ 業務完了までのスケジュール（10部） 

・ 業務実施体制（様式３）（10部） 

・ 配置予定者調書（様式４）（10部） 

・ 見積書（10部）･･･ 仕様書を踏まえた積算内訳（消費税込）を記載 

・ 会社概要及び業務実績がわかる資料（10部） 

※ 応募書類の規格は日本工業規格Ａ４版サイズを基本とする（資料については日本工業規格Ａ

３版の折込も可とする。）。また、企画提案書については、10ページ以内とする。 

(3) 提出場所  鹿屋市農林商工部ふるさとＰＲ課 

〒893-8501鹿屋市共栄町 20番１号 

（電話 0994-31-1121／ＦＡＸ0994-40-8688） 

(4) 提出方法  持参又は郵送（提出期限日 17時必着） 

 

７ 留意事項 

(1) 提出期限までに上記提出先に提出されなかった提案書等は、いかなる理由をもっても受理しない。 

(2) 提出期限以降の提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

(3) 提出された提案書等は返却しない。 

(4) 提案書等の作成及び提出に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

(5) 提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲内において、複製を作成することがある。 

 

８ 質疑の受付・回答 

  質疑については、質問書（様式５）により電子メール（furusato-pr@city.kanoya.lg.jp）又はＦＡ

Ｘ（0994-40-8688）にて行うこととする。この場合、電話連絡で受信を確認すること。 

(1) 受付期間  令和３年５月 12日（水）から令和３年５月 18日（火）17 時まで 

(2) 回答方法  質問及び回答を取りまとめたうえで、令和３年５月 21日（金）までに参加表明書を

提出した者に電子メール又はＦＡＸにて回答する。 

 

９ 審査方法及び審査項目 

(1) 選定委員会の設置（予定） 

① 日  時  令和３年６月 18日（金）14時 00分から 

② 場  所  鹿屋市役所 別館第２会議室 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、オンライン開催の可能性も

あります。その場合は別途通知します。 

③ 選定方法  「審査基準」に基づき、提出書類、プレゼンテーション（20分以内）及び質疑応答



 

（15分以内）により行う。 

※提案者が１者であっても、選定委員会で定めた合格点（６割以上）に達してい

る場合は、本プロポーザルは成立するものとする。 

(2) 審査項目 

審査項目 全体に占める割合 審査基準 

１ 業務実施体制 10/50 別紙１ 

２ 企画提案書に対する評価 35/50 別紙１ 

３ 見積価格 5/50 別紙１ 

 

10 受注候補者の特定 

審査の結果、総合点数において最も高い評価点数を得た者について受注候補者としての適否につい

て協議を行い、適当と認められた者を受注候補者として特定する。ただし、最高得点者が複数ある場

合は選定委員会において協議し特定する。 

 

11 選定結果 

選定結果については、速やかに全参加提案者に文書にて通知する。 

 

12 契約の締結 

審査結果により受注候補者として特定された者と協議を行い、契約を締結する。この協議には、企

画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の協議も含む。 

ただし、契約締結が不調の場合、順位付けした上位の者から順に契約締結の協議を行う。 

 

13 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 会社更生法の適用を申請する等、契約履行が困難と認められる状態に至った場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく審議に反する行為等、選定委員会が失格で

あると認めた場合 

 

14  問合せ先 

   鹿屋市 農林商工部 ふるさとＰＲ課 

〒893-8501鹿児島県鹿屋市共栄町 20番１号 

電話 0994-31-1121／ＦＡＸ 0994-40-8688 

メール furusato-pr@city.kanoya.lg.jp 

 

 

 

 



 

 

 

別紙１ 審査項目及び審査基準 

 

審査項目 審査基準 審査配点 

１ 業務実施体制 

業務遂行に十分な体制を確保し、発注者との連絡調

整、迅速な対応が可能であるか。 
５ 

発注者の要請に応じることができるノウハウを有

しているか。 
５ 

２ 業務内容 

的 確 性 
業務の目的及び内容について十分に理解した提案

となっているか。 
10 

独創性及

び拡張性 

自社の強みを十分に活用し、独自の提案となってい

るか。 
10 

業務目的を達成するためのアイディアや取組、将来

を見据えた提案となっているか。 
10 

妥 当 性 
実施スケジュールは現実的かつ実行可能なものと

なっているか。 
５ 

３ 見積価格 
見積価格は、業務の内容に見合った適正なものであ

るか。 
５ 

合  計  50 

 

 

 


