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１．業務の趣旨及び目的 

坂井市では、北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、国宝化を目指す丸岡城天守の壁面にプ

ロジェクションマッピング（以下「お天守マッピング」という。）を実施するとともに、

お天守前公園内の石畳及び芝生エリア等に映像を投影（以下「公園マッピング」という。）

することにより、夜間の街の賑わい創出とコロナ禍における観光産業の活性化を図ること

を目的とする。 

プロジェクションマッピングの制作にあたっては、丸岡城天守とお天守前公園の２ヵ所

を映写することにより丸岡城の魅力を最大限に伝える企画立案が要求される。よって、実

績や経験、専門的知見が必要と同時に、新たな魅力の創出や話題性のある企画提案を求め

ることから専門事業者によるプロポーザル方式により契約候補者を選定する。 

 

２．契約の概要 

業 務 名 丸岡城並びにお天守前公園におけるプロジェクションマッピング制作等業務 

（１） 業務内容  別紙「丸岡城並びにお天守前公園におけるプロジェクションマッピ     

ング制作等業務委託公募仕様書」のとおり 

（２） 履行期間  契約の日から令和３年３月２６日（金） 

（３） 契約金額  契約上限額 39,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．業務実施場所 

  （１）丸岡城天守 

  （２）お天守前公園 

 

４．参加資格要件 

 プロポーザルに参加できる者（企画提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件をす

べて満たしている法人であること。 

（１）過去 5年間において、城郭等の史跡又は、県内の公共施設等でプロジェクションマ

ッピングの採択実績がある者。 

  （２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当していない

こと。 

（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされてないこと。 

  （４）国税及び地方税を滞納していないこと。 

  （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団 

員（以下、「暴力団員」という。）または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団

員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

  （６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 
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５．契約候補者選定スケジュール 

№ 内容 期間 

１ 募集開始 令和 2年 12月 21日（月）市ホームページにて掲載 

２ 質疑受付 

参加意思確認書 

令和 2年 12月 22日（火）から 

令和 3年 1月  4日（月）午後 5時まで 

３ 質疑回答 令和 3年 1月  5日（火） 

４ 企画提案書の提出期限 令和 3年 1月 14日（木）午後 5時まで 

５ 審査及び 

プレゼンテーション等 

令和 3年 1月 18日（月） 

６ 審査結果の通知 令和 3年 1月 19日（火） 

７ 契約締結 令和 3年 1月 下旬 

 

６．参加意思確認書の作成要領 

（１）参加意思確認に必要となる書類 

① 参加意思確認書(様式第 1号) 

② 会社概要の分かるもの(会社パンフレット等) 

③ 業務実績調書(様式第 2号) 

④ 法人登記事項証明書（現在事項全部証明書：直近 3ヶ月以内の原本） 

  （２）参加意思確認書の提出 

    ① 提出期限 令和 3年 1月 4日(月) 午後 5時 00分まで(必着) 

    ② 提出場所 坂井市 丸岡支所 地域振興課 

    ③ 提出方法 持参(※1)又は郵送(※2) 

   ※1 持参で提出する場合、土、日、祝日は除く。 

※2 郵送で提出する場合、「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で行うこと。 

また、封筒の表面に、「丸岡城プロジェクションマッピングプロポーザル参加意思

確認書等在中」と朱書きすること。 

 

７．プロポーザルに関する質問書の受付及び回答 

  （１）提出期限   令和 3年 1月 4日（月）午後 5時 00分まで（必着） 

  （２）提出方法   質問書(様式第 4号)により、電子メールにて提出すること 

（３）回答期限日 令和 3年 1月 5日（火） 

（４）回答方法   プロポーザルへの参加を認めた者全員に対し電子メールで回答 

する。 

 

８．企画提案書の作成要領 

  （１）企画提案に必要な書類及び提出部数 

    ① 企画提案書（様式第 3号）原本 1部 副本 5部 電子媒体 1部 

     仕様書に応じた提案書類やイメージ図等（任意様式）を添付すること。 
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    ② 参考見積書（任意様式：事業費内訳がわかるもの） 

③ 工程表（任意様式） 

  （２）企画提案書の提出 

    ① 提出期限 令和 3年 1月 14日(木)午後 5時 00分まで（必着） 

    ② 提出場所 坂井市 丸岡支所 地域振興課 

    ③ 提出方法 持参(※1)又は郵送(※2) 

※1 持参で提出する場合、土、日、祝日は除く。 

※2 郵送で提出する場合、「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で行うこと。ま

た、封筒の表面に、「丸岡城プロジェクションマッピングプロポーザル参加意思確

認書等在中」と朱書きすること。 

 

９．審査方法 

   プロポーザルの審査は、公募型プロポーザル選定委員会を設置し、企画提案書について

のプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。総得点が高いものから順に順位付けを

行い、最多得点のプロポーザル提案者を受託候補者とし、第 2位を次点候補者とする。 

 

10．プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

   企画提案書をもとに、次のとおり選定委員会が評価を行うためのプレゼンテーション及

びヒアリング（以下「プレゼンテーション等」という。）を実施する。 

（１） 出席者(説明者)は、3名以内とする。 

（２） 原則として各社 30 分のプレゼンテーション及び 15 分程度のヒアリング（質疑応

答）を、順次個別に行う。 

  （３）プレゼンテーションの内容は提出された企画提案書に基づくものとする。 

  （４）説明にあたり、説明者はパソコン、プロジェクター及びスクリーンを使用すること

ができる。この場合、スクリーン以外の機材は各自で準備し持参すること。 

  （５）プレゼンテーション等の順番は、提案書の到着順とする。 
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11．審査基準 

   評価項目に係る評価基準は、次のとおりとする。 

評価項目 評価基準 

基
本
項
目 

コンテンツ コンテンツの内容の評価 

＜共通項目＞ 

・コンセプトが明確となっているか。 

・丸岡城やお天守前公園の形状を活かした内容となっているか。 

・オリジナル性があるか。 

＜お天守マッピング＞ 

・丸岡城にまつわる歴史や文化的要素を盛り込んでいるか。 

＜公園マッピング＞ 

・集客効果のある仕掛けや演出が盛り込まれているか。 

安全性・耐用性 機材設置に伴う安全性や耐用性を評価 

実施体制 業務遂行及びメンテナンス等の実施体制を評価 

費
用 

参考見積額 見積額の積算内容を評価 

後年度負担 導入後の運営方法と負担を評価 

そ
の
他 

ＰＲ効果 投影開始に伴うＰＲ効果を評価 

 

（１） 満点は、小計 100点×選定委員の人数とする。 

（２） 選定委員の評価点については、提案者ごとに評価基準に基づいて評価点を算出し、

その合計点を委員の評価点とする。 

（３） 参加資格適合者が 1 者の場合、プレゼンテーション等の審査を実施し総得点６０

点以上の場合、受託候補者とする。 

（４） 総得点が同点の場合は、基本項目の「コンテンツ」、「参考見積額」の順で評価点

が高いものとする。 

 

12．審査結果の通知 

   審査結果は、書面により通知する。 

 

13．契約の締結 

   受託候補者特定後、契約締結に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約の手続を行うものとする。な

お、業務内容は契約締結時において、本市と受託候補者の協議により、修正を行うことが

ある。    
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14．企画提案書の無効（失格事項） 

   次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格する。 

（１）提案者が次のいずれかに該当するとき。 

    ① プレゼンテーション又はヒアリングに出席しなかったとき。 

    ② 虚偽の申請を行い、企画提案資格を得たとき。 

（２）提案書が次のいずれかに該当するとき 

    ① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。 

    ② 定められた作成形式又は記載上の留意事項にしめされた要件に適合しないとき。 

    ③ 見積額が契約上限金額を超過したとき。 

 

15．契約、関係書類、検査について 

   坂井市財務規則、坂井市工事等検査規定に準ずる。 

 

16．その他留意事項 

（１）参加者の制限  

次の者は、プロポーザルに参加できない。また、参加者は、プロポーザルに関し、次の

者から直接または間接的に支援を受けることができない。 

① 審査委員会の委員 

② 坂井市議会議員 

③  坂井市職員  

④ 前記の者の同居家族及びこの者が自ら主宰し、実質的に関係する組織、団体等の者  

⑤ 坂井市政治倫理条例第３条第１項及び同施行規則第３条に規定する「議員及び市

長等の配偶者、２親等以内または同居の親族及び議員及び市長等が役員をしてい

る企業」並びに「議員及び市長が実質的に経営に携わる企業（市の出資法人を除

き、次に掲げる企業をいう。）」 

ア）議員及び市長等が資本金、その他これらに準ずるものの 5 分の 1 以上を出

資している企業 

イ）議員及び市長等に年額 100万円以上の報酬等を支払っている企業 

ウ）議員及び市長等が経営方針に関与している企業 

（２）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とする。 

（４）提出書類は返却しない。 

（５）提出された企画提案書の著作権はプロポーザル提案者に帰属する。 

（６）坂井市は、プロポーザルに関する公表、展示及びその他坂井市が必要と認めるとき

は、提案者の承諾を得ずに企画提案書を無償で使用できるものとする。 

（７）書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（８）現場視察は、参加申込者が自由に行うことができるものとする。 

（９）天災その他やむを得ない事由によりプロポーザルを実施することができないと認



 

6 

 

められる場合には、プロポーザルを延期し、もしくは中止し、または決定を取り消す

ことがある。この場合において、プロポーザルに要した費用を本市に請求することは

できない。 

（10）プロポーザルは優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務内

容は、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

 

17．問い合わせ 

坂井市役所 丸岡支所 地域振興課 担当 前田、橋向 

〒910-0292 坂井市丸岡町西里丸岡 12-21-1 

電話 0776-68-0801（直通）  FAX 0776-67-0094 

E-mail   chiiki-maru@city.fukui-sakai.lg.jp 

mailto:chiiki-maru@city.fukui-sakai.lg.jp

