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坪田譲治作品の動画制作業務委託企画競争実施の公示

岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱第７条第１項の規定により、次のとおり公示

する。

平成２５年１０月 1７日

岡 山 市 長

１ 業務目的

坪田譲治作品の動画制作業務を実施するにあたり、提案書の公募による企画競争を実

施し、受託事業者を特定するもの。

２ 業務の概要

（１）委託名 坪田譲治作品の動画制作業務委託

（２）業務内容 別添仕様書（案）参照のこと。

（３）委託期間 契約日から平成２６年１月３１日まで

（４）概算予算額 総額２，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）以内

（５）支払条件 完了後払い

（６）契約保証 契約保証金（契約金額の 100 分の 10 以上）

本契約に係る契約保証金の種類は、①契約保証金の納付、②有価証

券の提供、③銀行等の金融機関の保証、④履行保証保険による保証の

いずれかとする。

３ 参加資格

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び岡山市契約規則

（以下「契約規則」という。）第２条第１項に掲げる者でないこと。

（２）参加申請書の提出日から契約までの間、岡山市競争入札参加資格及び審査等に関す

る事項について（昭和 61 年市告示第 120 号）に基づき、岡山市一般競争（指名競争）

入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格名簿」という。）に登載され、「役務」部

門の業種「製作」業種細区分「映画・ビデオ・マイクロフィルム・写真」に登録の

あること。

（３）参加申請書の提出日から契約までの間、岡山市指名停止基準に基づく、指名停止又

は指名留保期間中でないこと。

（４）平成２０年４月１日以降で、動画制作業務を元請として受託し、完了した実績を有

すること。
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４ 日程及び期限

内容 日程・期限

(１)仕様書等の交付 公示日～平成 25 年 11 月 7 日(木)

(２)仕様書等に関する質問受付 平成 25 年 10 月 23 日(水)午後 5 時まで

(３)仕様書等に関する質問回答 平成 25 年 10 月 25 日(金)午後 4 時掲載予定

(４)参加申請書及び企画提案書

の提出

平成 25年 10 月 28 日(月)～平成 25 年 11月 7 日(木)

必着

(５)ヒアリングの実施 平成 25 年 11 月 13 日(水)頃

(６)審査結果の通知 平成 25 年 11 月 18 日(月)頃

５ 仕様書等の交付方法

岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・その

他）からダウンロードすること。

●ホームページアドレス

http://www.city.okayama.jp/category/category_00001456.html

６ 仕様書等に関する質問の受付及び回答

下記の要領で、仕様書（案）等に関する質問を受け付ける。ただし、評価基準の配点

等、審査に支障をきたす質問については受け付けない。

（１）質問書提出方法

質問書（様式６）に必要事項を記載し，電子メールに添付して岡山市市民局文化振

興課に送付する。質問書提出は平成２５年１０月２３日（水）１７時必着とする。

件名は「坪田譲治作品の動画制作業務に対する質問」とする。

電話等による口頭での問い合わせには対応しない。

●電子メール：bunkashinkou@city.okayama.jp

（送信後、電話により着信の確認をしてください。電話：086-803-1054）

（２）質問書に対する回答方法

岡山市公式ウェブサイト（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・

その他）に回答を掲載する。

７ 企画提案書の提出

（１）提出方法

岡山市市民局文化振興課宛に、「坪田譲治作品の動画制作業務 企画提案書在中」と

朱書きの上、一般書留又は簡易書留により郵送すること。
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（２）提出書類・見本

様式１ 企画競争参加申請書

様式２ 業務実績調書及び見本 本業務に類似するおもな実績について

記載することとし、必ず平成 20 年 4 月

1 日以降の実績を含むこと。また、記載

した業務の成果品の見本（動画サンプ

ル、スクリーンショット等）など、実績

を確認できる資料を添付すること。

＜提出見本＞（再掲）

◆必須業務実績調書（様式２）に記載し

た業務の成果品の見本（動画サンプ

ル、スクリーンショット等）

様式３ 業務実施体制 作業責任者、主任技術者及び各作業分担

（作画、音声、編集等）ごとの責任者、

担当者をすべて記載すること。なお、一

部再委託する場合は、再委託先の事業者

名・業務内容及び再委託する理由を明記

すること。

様式４ 技術者実績調書 作業責任者、主任技術者及び各作業分担

（作画、音声、編集等）ごとの責任者に

ついて、それぞれ記載すること。

様式５ 企画提案書及び見本 企画提案書には、下記の内容を記載する

こと。また、下記に示す見本を提出する

こと（以下、［作品１］等の記載は、仕

様書別表の作品番号を示す）。

(1) 業務実施方針

本業務の目的を達成するため、何を

重視するか。また、貴社が実施する

場合の優位性は何か、等。

(2) 企画内容

①下記の条件ごとに、どのようなア

ニメーション効果を加えることが

可能か説明し、提案すること。
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ア．［作品１～５］委託者が提供す

る原画を紙芝居（スライドショ

ー）形式の動画に加工する場合。

※作品１の原画見本を元に、検討

すること（原画見本の提供は、市

に問い合わせること）

イ．［作品６］受託者が原画を制作

し、紙芝居（スライドショー）形

式の動画に加工する場合。ただ

し、別の手法での動画制作を提案

する場合は、その旨記載し、次項

②で説明すること。

ア、イいずれの場合も、「パン、ズ

ーム、まばたきする、しっぽが動く、

木の葉が落ちる」等を例示し、可能

であれば動画サンプル（過去に制作

した類似作品でも可）を提出する。

②貴社が原画を制作する［作品６］

について、紙芝居（スライドショ

ー）形式であれば何枚の静止画を

制作するか。

また、紙芝居（スライドショー）

形式以外の手法が望ましいと考

える場合は、その手法を提案し、

詳細に説明するとともに類似作

品の動画など見本を提出するこ

と。

なお、いずれの場合でも、絵コ

ンテを提出すること。

③ナレーション、音楽、効果音につ

いて、どのように考えているか。

なお、ナレーションは１作品につ

き１人のナレーターが原作をそ

のまま朗読するものとする。
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提案は、作品によってナレーター

を代えるか、音楽はどのようなも

のを使うのか、効果音は必要と考

えるか等を記載すること。

④その他、貴社が制作する動画につ

いて、補足説明を記載すること。

＜提出見本＞（再掲を含む）

◆任意提出可能であれば、対応可能なア

ニメーション効果を確認できる動画

サンプル（過去に制作した類似作品も

可）［企画内容(2)①］

◆必須［作品６・城山探険］の絵コンテ

（カット割りを示す簡易な図と説明）。

ただし、紙芝居（スライドショー）形

式か、別の手法によるか、分かるよう

説明を付すこと。［企画内容(2)②］

なお、紙芝居（スライドショー）形式

以外の手法を提案する場合は、その動

画サンプルを提出（過去に制作した類

似作品でも可）［企画内容(2)②］

◆必須［作品６・城山探険］に登場する

「正太」「善太」のキャラクターデザ

イン。制作にあたっては、以下の点に

留意すること。

・作品が書かれたのは昭和 10 年。

・正太（兄）は現在の小学５年、

善太（弟）は現在の小学３年

を目安とする。

・服装は、山登りにふさわしい

シンプルなシャツと半ズボンで、

時代的に違和感のないもの。

◆必須貴社で制作可能な背景画のイメ

ージがわかる見本。過去に制作した作

品で、［作品６・城山探険］に類似の
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ものを数点提出すること。

◆必須［作品１～５］について予定して

いるナレーターごとに、朗読音声のサ

ンプルを提出すること。提出するのは

既存の類似作品の音声でよいが、複数

のナレーターを予定している場合は

全員分を提出する［企画内容(2)③］。

なお、新たにサンプルを録音する場合

は、ナレーターごとに担当予定の作品

の一節を朗読すること。５作品すべて

１人のナレーターを予定している場

合は、［作品１・きつねとぶどう］の

５番目の場面の朗読をすること。

（下記のページを参照）

◆必須［作品１・きつねとぶどう］につ

いて、使用を予定している音楽のサン

プル（3 分間程度。複数の案も可）を

提出すること［企画内容(2)③］。

（様式自由） 見積書

（３）提出部数 各１１部

（内訳）・社名、代表者印（岡山市に届け出た使用印）のあるもの１部（正本）

・社名、代表者印のないもの１０部（副本）

※審査の公正のため、添付資料、見本等についても社名が分からないよう、

ロゴマーク等も含め消しておくこと。

※絵コンテ、キャラクターデザイン、背景画見本はカラーコピーを可とし、

正本・副本合わせて各１１部提出すること。

※動画、音声サンプルは Windows XP（Windows Media Player 9）で再生

可能な形式で CD-R に収めて提出する。各データには分かりやすいファ

イル名を付け、複数のデータを 1 つの CD-R にまとめてもよい。CD-R は

ウイルスチェック済みのものを３枚ずつ用意し、うち１枚には社名を明

記したラベルを貼付し、残り２枚は社名が分からない形で提出すること。

http://www.city.okayama.jp/museum

/tsubota-joji/dowa_05.html
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（４）注意事項

①連絡先（電話番号、電子メールアドレス等）を記入すること。

②提出期限までに提出されなかった提案書は、いかなる理由でも受理しない。

③提案書の提出期限後の差し替え、再提出は認めない。

④提案の提出は、１事業者につき１案とする。

８ 特定方法等

（１）審査体制

岡山市市民局事務事業委託審査委員会（以下、「委員会」という。）で審査を行い、

最適提案者及び次順位の提案者（次点）を特定する。

（２）審査方法

①委員会は、提出書類及び提案者へのヒアリングにより、審査項目について審査を

行う。

②委員会は、評価基準をもとに ５０点満点で審査し、得点により最適な提案者

及び次順位の提案者（次点）を特定する。

（３）ヒアリングの実施

発表時間は１事業者につき３０分以内とする。詳細な日時、場所については後日、

連絡する。

（４）評価基準

別紙のとおり

（５）提案者の失格

契約の締結までに応募者が、次のいずれかに該当する場合には失格とします。

①「３ 参加資格」を満たさなくなった場合

②提出書類に虚偽又は重大な不備があった場合

③契約の履行が困難と認められるに至った場合

④提案者が個別に委員会の委員と接触を持つなど審査の公平性を害する行為があっ

た場合

⑤提案者がヒアリングに出席しない場合

⑥見積額が概算予算額を超過している場合

⑦その他委員会で、本事業の遂行にふさわしくないと認められた場合

（６）特定結果の通知・公表

最適な提案者に対しては提案書を特定したことを書面で通知します。特定されなか

った提案者へは提案書を特定しなかったこと及び特定しなかった理由を書面で通知

します。また、特定結果等については岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契

約＞その他の入札結果＞平成 25 年度企画競争・その他）に掲載し、公表します。
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９ 契約手続等

最適な提案者は、企画競争を実施した結果、最適な者として特定しただけであり、契

約を締結するまでは契約関係を生じません。

委員会で選定された最適な提案者と協議し企画・提案内容を反映した仕様書を調整の

上、地方自治法第 234 条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとします。

なお、最適な提案者と協議が整わない場合、又は最適な提案者が契約締結するまでの

間に、失格条件に該当した場合、次順位の提案者（次点）と協議できるものとします。

１０ その他留意事項

（１）提案書等の作成及び提出に要する費用は、すべて提案者の負担とします。

（２）提出された提案書等は、事業受託者の選定以外には使用しません。

（３）特定しなかった提案書等は、原則として返却します。返却が不要な場合は、提案時

にその旨をお知らせください。

（４）提案書に虚偽の記載を行った場合、当該提案書を無効とするとともに、応募者に対

しては指名停止を行うことがあります。

（５）提案書は、岡山市情報公開条例（平成 12 年市条例第 33 号）の規定に基づき開示請

求されたときは、開示することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、開示の対象となり

ます。ただし、提案書特定期間中は、同条例第５条第１項第２号の規定により、開示

の対象としません。

（６）この企画競争の概算予算額は、この業務の契約締結に係る許容（予定）価格ではあ

りません。

（７）この企画競争において使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び

円とします。

（８）契約規則及び岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱に定めるところによります。

【提出先・問い合わせ先】

岡山市市民局文化振興課（岡山市役所本庁舎７階）担当：岩井、安藤

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号

電話：(086)803-1054

FAX：(086)803-1763

電子メール：bunkashinkou@city.okayama.jp



評価分類 評価内容 配点 評価点

１ 事業目的に対する
理解度

事業目的及び事業内容について十分理解しており、多
くの人に坪田譲治作品の魅力を伝え、興味を抱かせる
企画内容となっているか。

5 1～5点

２ 事業実績
過去に類似の事業実績が豊富にあり、提出見本から優
れていると判断できるか（必ず平成２０年４月１日以降の
実績を含むこと）。

5 1～5点

（１）様々なアニメーション効果に対応できる技術を持っ
ているか。

5 1～5点

（２）提出された絵コンテ（カット割りを示す簡易な図と説
明）から、見る人を飽きさせない動画を制作できると期待
できるか。また、動画の制作手法に関する提案は適切
か。

5 1～5点

（３）提出されたキャラクターデザインは、登場人物のイ
メージに合っており、子どもから大人まで幅広く好感を
持たれる魅力的なものとなっているか。

5 1～5点

（４）提出された背景画の見本は、作品のイメージに合っ
ており、優れているか。

5 1～5点

（５）提出されたナレーションサンプルは、作品のイメージ
に合っており、子どもから大人まで幅広く好感を持たれ
る魅力的なものとなっているか。

5 1～5点

（６）音楽、効果音についての考え方は適切か。また、提
出された音楽サンプルは、作品のイメージに合ってお
り、優れているか。

5 1～5点

４ 事業実施体制
人員体制及びスケジュールが確立されており、実現可
能性が確保されているか。

5 1～5点

５ 事業経費
提示した上限額の範囲内で、少しでも安い金額となって
いるか。

5 1～5点

50

◆特記事項

［評価方法］

合計

３ 企画提案の内容
（動画について）

評 価 基 準

坪田譲治作品の動画制作業務委託企画競争

評価点 5点：特に優れている、4点：優れている、3点：普通、2点：劣っている、1点：特に劣っている

［５ 事業経費について］

見積価格が最低である提案者に５点を付与し、それ以外の提案者の評価点の算出方式は次のとおり。

配点５点×｛１－（提案価格－最低提案価格）／概算予算額｝＝得点 （小数点以下第３位を四捨五入）

別紙


