歳入確保（広告事業提案）

令和３年度

公民連携広告事業提案制度 募集要領
桑名市では、民間企業等ならではのアイデアとノウハウを活用した
「これまでにない新たな取り組み」や「現在の広告事業に新たな要素
を付加する」広告事業の提案を幅広く募集します。

◆ 提案のできる方
提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する民間企業、ＮＰＯ法人等の法人又は任意団
体等（※個人は除く）
◆ 提案の対象とするもの
市が所有する公共施設、備品、物品、配布物など
◆ 募集期間
随時募集
◆ 提案方法
郵送または持参により政策創造課へ提出

令和３年４月
桑名市

本制度に関する問合せ先
〒５１１－８６０１ 桑名市中央町 2 丁目 37 番地
桑名市役所 市長公室 政策創造課
電 話 ０５９４－２４－１１２９
メール seisakum@city.kuwana.lg.jp
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１.趣

旨

本市では、民間企業等ならではのアイデアやノウハウによる提案を幅広く募集し、市の持つ資産
を最大限活用することができる広告事業を展開しています。

２.募集する提案
◆対象となる広告事業の提案
市の持つ資産を広告媒体として活用することにより、市民サービスの向上や地域経済の活性化
が期待できるものとします。
◆募集する提案
「これまでにない新たな取り組み」や「現在の広告事業に新たな要素を付加
す る も の 」とします。なお、他 市 町 村 で 既 に 実 施 し て い る 広 告 事 業 で あ っ て も 、本
市において未実施の場合は対象とします。

◎特に以下の事業について提案を募集します。
詳細は桑名市ホームページをご参照ください。
URL（http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/25,74417,208,775,html）
〇桑名市ホームページバナー広告および広報くわな広告事業
〇図書館貸出票広告掲載事業
〇公共施設玄関マット広告掲出事業
〇公共施設パンフレットスタンド設置貸付事業
〇市議会インターネット配信広告事業
〇検診用封筒広告事業

３.提案のできる方
提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する民間企業、ＮＰＯ法人等の法人又は任意団体等
が提案することができます（※個人は除く）。ただし、次に掲げる団体は提案できません。
（１）

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

（２）

応募書類提出時に桑名市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けている者

（３）

桑名市税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納している者

（４）

桑名市暴力団排除条例に規定する排除の対象となる法人等に該当する者

（５）

政治的・宗教的な関連性や要素がある場合

（６）

地方自治法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の
５第６項の規定に抵触する者

（７）

公共性・公平性に問題がある等、その他、桑名市が連携を行うにあたりふさわしくない
と判断した場合

※１者が複数の施設や物品に提案をしていただくことも可能です。
※複数企業等から１つの提案をいただくことも可能ですが、その際は代表企業等を設定し、責任
の所在を明確にしたうえでご提案ください。
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４.提案金額、契約期間
◆提案金額
民間事業者や広告代理店等からの提案額とします。
※但し、提案された年間広告料が著しく安価な場合は、提案をお断りする場合があります。
◆契約期間
原則５年以内として提案してください。

５.提案の対象とするもの
市が所有する公共施設、備品、物品、配布物などを対象とします。
※原則、すべて屋内での広告事業に限定します。

６.事前協議・対話
提案を希望される方は、条件等の確認や提案づくりのサポートのため、提案書の提出前に必
ず事前協議・対話を行ってください。なお、相談内容により施設等を所管する部署等へ照会を
行う場合があり、回答に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先：桑名市 市長公室 政策創造課

政策推進係

ＴＥＬ：０５９４－２４－１１２９
ＦＡＸ：０５９４－２４－１４１２
メール：seisakum@city.kuwana.lg.jp

７.提案書の受付
（１）提出書類
提案に当たっては、次の資料を１部提出してください。提出書類は原則Ａ４サイズで作成をお
願いします。
◆

提出書類
①桑名市公民連携広告事業提案書
②その他提案事業の内容が分かる参考資料（任意）
③市税、国税の未納税額がないことの証明書（市税の完納証明書および国税の納税証明書）
④登記事項証明書または代表者の身分証明書
⑤印鑑（登録）証明書
※桑名市の入札参加資格者名簿に登録された方がご提案いただく場合、④～⑤は不要です。
※複数企業等から１つのご提案をいただく際、④～⑤は提案者それぞれの分をご提出ください。

◆

提案書様式等は桑名市 HP「公民連携広告事業の提案募集について」からダウンロード可能
URL→http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/25,74417,208,775,html

（２）提出方法、提出先
持参又は郵送のいずれかの方法で、桑名市役所
へご提出してください。
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政策創造課（桑名市中央町二丁目37番地）

（３）提出期間
通年募集
・ 持参の場合は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（土・日・祝日を除く。）
・ 郵送の場合は締切日の当日消印有効
《令和３年度》
提出期間
第１期

令和３年４月１日（木）～

令和３年６月 30 日（水）

第２期

令和３年７月１日（木）～

令和３年９月 30 日（木）

第3期

令和３年 10 月１日（金）～

第4期

令和４年１月１日（土）～

令和３年 12 月 31 日（金）
令和４年３月 31 日（木）

※土日・祝日・年末年始は休庁日です。
※郵送の場合、消印有効とします。

（４）注意事項
・ご提出いただいた資料は返却致しかねますのでご了承ください。
・提案内容について、必要に応じてヒアリングまたは追加資料の提出をお願いすることがあ
ります。
・提案の成立・不成立に関わらず、桑名市は提案及び対話・調整にかかる一切のコスト（事
前協議等にかかる人件費・交通費などを含む一切の費用、損害等）の補填や賠償は、いた
しません。

８.広告掲載の条件
受付した提案は、桑名市広告掲載要綱及び桑名市広告掲載基準等に則した提案かどうかの観点
により、実現の可能性について検討を行います。
※市の資産を所管する部署ごとに、前述の要綱等以外に基準を設けている場合があります
※広告媒体によっては、桑名市広告掲載要綱等に定める以外にも掲載できない広告がある場合が
あります。
※導入の可否を総合的に判断した結果、提案をお断りさせていただく場合があります。

９.企画提案の選定方法（審査の流れ）
広告事業の選定は、次のとおり進めます。
（１）【事業者または広告代理店】事前協議・対話の申し入れ
広告事業の提案を希望される方は、「対象となり得る提案かどうか」等の確認が必要なた
め、必ず本市との事前協議・対話を行って下さい。
（２）【事業者または広告代理店】提案書の提出
募集要領にあった具体性かつ現実的な提案か、条例等に違反していないかなど、提案を受
け付けるか否かを判定します。
※提案内容が受け付けできない場合は、提案者へ郵送で通知します。
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（３）【桑名市】桑名市公民連携提案審査委員会（内部審査）
市が設置する「桑名市公民連携提案審査委員会」に報告し、審査を行います。
・審査にあたっては、提案が継続的に履行し得る内容であることを確認し、総合的な見地から
提案内容等を審査し、選定します。
・複数企業から提案が提出され、その提案が市として１枠しか受け入れすることができない場
合は、採点方式により審査を行い１者に選定します。
・提案者（代理可）にプレゼンテーションをお願いする場合があります（※都合により出席で
きない場合はこの限りではありません）。
（４）【桑名市】桑名市広告審査委員会（内部審査）
（３）において採用となった提案について、契約締結後に広告媒体に掲載するスポンサー広
告の原稿内容の審査を実施します。
※法令及び本市の契約上のルール等により、改めてご提案に関して公募等の手続きが必要になる場
合がありますが、その際に、本市が提案者から得た情報の全部または一部を利用して、仕様書等
を作成させていただくこともあります。また、公募等の際には、事前に別途協議をさせていただ
きます。
※選定にあたっては条件を付す場合があります。

10.類似提案が複数者から提出された場合
類似提案が複数企業から提出され、その提案が市として１枠しか受け入れすることができない
場合は、下記の採点方式により審査を行います。

審査における評価項目と配点は次のとおり
①採点（Ｂ）は、小項目ごとに５段階で評価する
・非常に良い：５点、良い：４点、普通：３点、あまり良くない：２点、良くない：１点
②得点は、次の算式による
・得点率（Ａ）×採点（Ｂ）＝得点

審査項目

配点

得点率
（Ａ）

採点
（Ｂ）

得点
（Ａ×Ｂ）

サービス
向上

市民にとって有益なものか

２５

５

５

２５

企画提案の独自性

２５

５

５

２５

歳入確保

提案金額

５０

５０
※採点方法は
次項参照

１００

１００

合計点数

※提案金額の採点例
提案者が２者の場合【高い提案者：Ａ円、低い提案者：Ｂ円】
（Ａ＋Ｂ）÷２＝基準金額（＝２５点）
・高い提案者の得点＝２５点×（Ａ÷基準金額）
・低い提案者の得点＝２５点×（Ｂ÷基準金額）
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11.審査結果の通知と公表
（１）検討結果の通知
提案に対する本市の審査結果は、応募していただいたすべての提案者に郵送で通知します。
（２）提案と審査結果の公表
審査により選定された提案については、市ホームページにて公表します。

12.契約の締結
提案をいただいた広告事業を具体的に実施する場合には、所管部署において必要な調整や契
約手続等を行います。また、事業の実施に当たっては関係法令に従い、適正に行います。
※サービスの開始は調整や契約手続きが整い次第、順次導入していただくこととします。
※広告掲載契約期間は、提案に基づくものとします。契約期間満了後も引き続いて同内容の広
告事業を実施することとした場合は、公募により行います。

13.広告ＰＲに伴う費用負担
企業広告ＰＲに伴う費用等の負担区分については、原則次のとおりとします。
内容

費用負担者

契約締結後、広告掲載までにかかる一切の費用
契約期間満了後（契約解除後）の原状回復にかかる一切の費用

事業者負担

原状回復に係る費用
・看板等の内容や設置場所、施工内容については、市や関係機関と協議のうえ決定するものとしま
す。
・設置に際しては、公共施設という性質上、安全確保を確実に取れる方法で設置（配置）するとと
もに、設置方法について事前に市へ書面にて報告し承認を得るものとします。また、設置場所や
方法などについては、市の方針を遵守してください。

14.留意事項
（１）契約の解除
事業主または広告代理店の事情、違法行為等により、広告事業の維持が困難な場合は、契約を解
除することがあります。その場合、原状回復に必要な費用はスポンサーの負担とします。
（２）その他
・情報公開請求があった場合には、「桑名市情報公開条例」に基づき対応します。
・提案書に虚偽の記載があった場合には、失格となる場合があります。
・いただいたご質問に対する回答は、必要に応じてホームページ上で公開いたします。

15.その他
広告事業の契約（提案）期間内であっても、施設の統合、廃止、用途の変更等をすることとなっ
た場合は、広告事業の契約を取り消すことがあります。
この場合において、当該指定の取消によって生じた損害について、本市はその賠償の責めを負わ
ないものとし、当該広告事業の取り消しを受けた施設については速やかに原状に復して明け渡しを
していただくこととなります。
なお、施設の廃止、統合、用途の変更は、次項の場合をいいます。
・施設等を廃止する場合
・他の施設と統合する場合
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16.これまでの主な導入実績

※有形財産を利用した広告事業のみ

導入箇所
桑名市役所本庁舎
桑名市役所本庁舎
多度町総合支所
長島町総合支所

広告媒体
番号案内表示システム
※広告事業提案制度での実施

掲載箇所
戸籍・住民登録課窓口
エレベーター前

案内地図板
※広告事業提案制度での実施

正面入口玄関付近
住民福祉課窓口付近
戸籍・住民登録課窓口付近、

桑名市役所本庁舎

４２インチＴＶモニター

桑名市役所本庁舎

壁面広告

玄関、エレベーター前等の壁面

中央図書館

デジタルサイネージ

中央図書館入口

市内避難場所

避難誘導標識

市内避難場所（6か所）

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ停留所看板

停留所看板

桑名駅メイト前停留所

１Ｆエレベーター付近

※平成29年10月終了

※導入済の媒体であっても現在の広告事業に新たな要素を付加するものであれば、本提案制度の対
象（応募可能）とします。
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