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有明圏域広域観光振興 SNS 運用代行業務

公募型プロポーザル実施要領

令和４年９月２２日

有明圏域定住自立圏推進協議会広域観光振興部会

（事務局：大牟田市観光おもてなし課）
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有明圏域広域観光振興 SNS 運用代行業務

公募型プロポーザル実施要領

１．業務の名称

有明圏域広域観光振興 SNS 運用代行業務

２．業務の目的

有明圏域定住自立圏推進協議会広域観光振興部会はその前身も含める

と、平成２５年より、大牟田市、柳川市、みやま市、荒尾市、南関町、長

洲町の４市２町で構成し、本圏域の魅力を発信・維持していくために、各

自治体の観光資源を発信し、交流人口及び観光消費額の増加を図ってき

た。

現在では、九州新幹線や佐賀空港、有明海沿岸道路など着実に広域交通

網が整備され、第３次有明圏域定住自立圏共生ビジョンのもと、広域のメ

リットを活かした、誘客施策について検討を進めている。

そのような中で、他の圏域にはない固有の観光資源を活かしたイベント

の実施や、広域観光マップの作成・配布、イベント等での相互情報発信を

行っているが、令和２年からの新型コロナ感染症の影響により、圏域一体

となった観光情報の発信が不十分である現状であるため、圏域内外へのプ

ロモーションを推進する必要がある。

本業務は、圏域内外へ観光情報を発信するにあたり、パンフレットのよ

うな紙媒体ではなく、非接触で個人のデバイスにより情報を得る電子媒体

であり、なおかつ手軽で魅力的なコンテンツを発信できるソーシャルネッ

トワークサービスを活用し、その運用を委託することで、より一層の広域

観光の発展を目的とするものである。
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３．業務の概要

（１）業務名：有明圏域広域観光振興 SNS 運用代行業務

（２）業務内容：別紙 1「有明圏域広域観光振興 SNS 運用代行業務仕様書」の

とおり

４．履行期間

契約締結の日～令和５年３月３１日まで

５．プロポーザル提案上限額

1,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

６．プロポーザルの方式

プロポーザルの方式は公募型とする。

７．参加資格要件

プロポーザル参加資格は、次の条件を全て満たすこととする。

（１）構成市町（大牟田市、柳川市、みやま市、荒尾市、南関町、長洲町）に

おいて物品購入等に係る指名停止等期間中でないこと。

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き中又は社会更

生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き中の事業者でないこ

と。

（３）次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこと

①暴力団員（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。以下この項において「法」という。）第 2条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）が事業主又は役員に就任している場合

②暴力団員が実質的に運営している場合

③暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用して

いる場合

④契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引

に係る契約を締結している場合

⑤暴力団（法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している場合

⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している場合
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８．質問書の提出

本業務に対する質問は、次により質問書の提出をお願いします。質問内容及

び回答については、大牟田市ホームページにて公示します。

①提出様式：メール（法人名、連絡先、担当者氏名を明記し、要旨を簡潔に

まとめてください。）

②提出期限：令和 4年 9月 29 日（木）17：15 必着

③提出先：有明圏域定住自立圏推進協議会広域観光振興部会 事務局

（大牟田市観光おもてなし課）

④提出方法：電子メール：e-kankoomotenashi01@city.omuta.fukuoka.jp

TEL：0944-41-2750

※提出期限までに、大牟田市観光おもてなし課まで電話で到着

を確認してください。

⑤回答について：10 月 6 日（木）に大牟田市ホームページで行います。

９．提出書類

（１）提出書類

下記の書類について、指定された部数を提出してください。

なお、副本については、提案者が判明しないよう、事業者が推定できるよう

な記述、ロゴ等の挿入は行わないでください。

提出書類 部数 内容 備考

１ 提案参加申込

書

正 本 の

み

様式 1

２ 企画提案書 正本1部

副本9部

仕様書に定めることについて

企画提案。書式は横向きで長辺

綴じの両面印刷にて出力する

こと。

任意様式

2 種類まで提出

可

３ 見積書 正本1部

副本9部

①見積書の金額は、消費税及び

地方消費税を含む額を記入。

②次のいずれかに該当する場

合、見積書は無効となります。

・見積もりに際し、不正の行為

があったと認められるもの。

・２つ以上の金額を表示したも

任意様式

mailto:e-kankoomotenashi01@city.omuta.fukuoka.jp
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（２）提出期限

令和 4年 10 月 13 日（木）17：15 まで（必着）

（３）提出先

住所 〒836-8666 福岡県大牟田市有明町 2丁目 3 番地

有明圏域定住自立圏広域観光振興部会 事務局（大牟田市観光おもて

なし課）

※開庁時間は、土日祝日を除く、8：30～17：15

（４）提出方法

持参又は郵送。なお、郵送の場合は簡易書留郵便によること。

※郵送で提出した事業者は、提出期限までに、協議会事務局（観光おもてな

し課）に電話で到着を確認してください。

１０．審査

有明圏域定住自立圏推進協議会広域観光振興部会において審査のうえ、1 社

を選定します。

選定に当たっては、提出された提案書を審査するとともに、必要に応じヒア

リングを実施し、最も優秀な提案を行った者を選定するものとします。

なお、ヒアリングは、提案を行った事業者であっても、実施しない場合があ

ります。また、ヒアリングを行う場合、詳細は別途連絡します。

の、又は、2 通以上の見積書が

提出されたもの。

・見積書に、住所、代表者名、

担当者名、電話番号のないもの

（正本のみ）。

・見積金額、その他必要な文字

を訂正し、文字が確認できない

もの。

４ 申立書 正 本 の

み

様式 2

５ 類似業務実績 正本1部

副本9部

過去 3年間の SNS運用業務実績

を提出のこと。

様式 3
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審査の基準について

１１．委託業者の決定

審査の結果を基に、委託業者を決定します。選定結果につきましては、提案

者全員に対して、連絡を行います。

１２．企画提案募集スケジュール

（１）企画提案等依頼 令和 4年 9 月 22 日（木）

（２）本業務に関する質問書の提出締切 令和 4年 9 月 29 日（木）

（３）質問書に対する回答 令和 4年 10 月 6 日（木）

（４）企画提案書等提出期限 令和 4年 10 月 13 日（木）

（５）審査結果通知 令和 4年 10 月下旬（予定）

（６）契約の締結 受託予定者特定後、速やかに契約を行います。

１３．契約に関する基本事項

・ 受託予定事業者は、当協議会と契約内容等詳細について協議します。

・ 契約締結に当たっては、暴力団関係者でないこと等に関する表明･確約書

（参考様式）を提出していただきます。なお、提出がない場合は、契約の

締結ができません。

評価項目 評価基準 配点

業務実績
本業務と類似する業務実績をどの程度有し

ているか。
10 点

実施体制

本業務を遂行するための体制を整え、十分な

経験や能力を有する者を配置しているか。ま

た、実現性が高いスケジュールが示されてい

るか。

10 点

専門技術力

業務の目的を理解した上で、仕様書に定める

業務内容に対して的確で独自性が高く、圏域

内の魅力発信と来訪、回遊が期待できる提案

が行われているか。

① コンテンツの構成

② コンテンツの内容

③ コンテンツの持続的な保守管理

80 点

内訳：

① 30 点

② 30 点

③ 20 点

合計点 100 点



6

１４．その他留意事項

・ 書類作成経費等につきましては、各事業者の負担でお願いいたします。

・ 書類に虚偽の記載があった場合、提出は無効となりますので、ご了承くだ

さい。

・ 書類提出後の修正又は変更は認めません。ただし、やむを得ない理由によ

り修正又は変更が生じた場合で、当協議会が承諾したものについては、こ

の限りではありません。

・ 提出された書類等は返却いたしません。

・ 応募後に辞退する場合は、「辞退届（様式４）」を提出してください。

・ 採用決定後、選定に関する問合せには一切応じないものとします。

・ 受託者決定後は、双方協議の上、内容の一部を修正することもあり得ます。

１５．問い合わせ先

有明圏域定住自立圏推進協議会広域観光振興部会 事務局

（大牟田市観光おもてなし課） 担当：堺 平田

TEL：0944-41-2750 FAX：0944-41-2764

メールアドレス：e-kankoomotenashi01@city.omuta.fukuoka.jp

mailto:e-kankoomotenashi01@city.omuta.fukuoka.jp

