
「ぐんま結婚・子育て応援キャンペーン事業」企画提案コンペ実施要領 

 
１．趣旨・目的 
 本事業は、民間企業や大学等の創意工夫やアイディアを引き出した地域ぐるみの取組を創出すると

ともに、地域における少子化対策の実施主体を育成することを目的とする。 
 
２．コンペ概要 
 以下のいずれかのテーマに沿う内容で、事業を提案するものとする。県民や企業・団体等を巻き込

んだ広範なキャンペーン等を想定するが、下記テーマに沿い、指定された効果測定が可能な内容であ

れば、提案内容は自由である（詳細については別紙「提案仕様書」による）。 
 
  【テーマ】 

① ぐーちょきパスポートの協賛店舗拡大の取組（効果測定①） 

 ② 結婚応援パスポートの結婚予定男女の利用拡大の取組（効果測定②） 

 ③ その他、結婚、妊娠、子ども・子育てに温かい社会の実現に資する取組（効果測定②） 

 
 【効果測定の内容】 

 ① ぐーちょきパスポートの協賛店舗数 

 ② 結婚、妊娠、子ども・子育てに温かい社会の実現に向かっていると考える人の割合 

 
 いずれのテーマにおいても、プランの実施前後で効果測定のため調査を行うことを必須とする。 

複数テーマにまたがる取組も可とするが、その場合、それぞれのテーマごとに効果測定を行う必要

があることに留意する。 
 効果測定の内容①に関しては、最新の協賛店舗数を県から提供する。効果測定の内容②に関しては、

国の現状値をもって代えるため、事前調査を省略することができる。 

 そのほか、キャンペーンを行うにあたり、効果測定に有効なものがあれば、企画提案に含めること

とする。 
 
 (1)採択予定件数  ２件（上限） 
 (2)委託金額    採択１件につき 1,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 
 
３．応募資格 
 企画コンペに参加できる者は、以下の全てを満たす民間企業・学校・各種団体とする。なお、群馬

県内に拠点を置かない企業・学校・各種団体においても応募可能であるが、事業実施拠点は原則とし

て群馬県内となることに留意すること。 
  
 (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でないこと。 
 (2)群馬県の入札参加制限を受けている期間中の者でないこと。 
 (3)会社法に基づく精算の開始、破産法の規定に基づく破産申し立て、会社更生法の規定に基づく 

   更生手続開始の申し立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされてい 



   る者（再生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く）でないこと。 
 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 3 条及び第 4 条による指定を受けた指定暴

力団等及びその暴力団員でないこと。 
 (5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体及 

 びその構成員でないこと。 
 (6)本店等所在地において国税、都道府県税、市町村税の滞納をしていないこと。 
 
４．スケジュール 
 (1)企画提案募集  平成 30 年 6 月 1 日（金）～6 月 29 日（金） 
  (2)質問受付    平成 30 年 6 月 1 日（金）～6 月 22 日（金）17 時まで 
 (3)説明会     平成 30 年 6 月 12 日（火） 10 時～（1 時間程度） 
 (4)応募締切    平成 30 年 6 月 29 日（金） 15 時【必着】 
 (5)第一次審査   平成 30 年 7 月 2 日（月）～３日（火） ※書類審査  
 (6)第二次審査   平成 30 年 7 月 5 日（木）予定 ※プレゼン・ヒアリング 
 (7)採用案決定   平成 30 年 7 月 6 日（金）予定 
 (8)契約期間    契約締結日から平成 31 年 1 月 31 日（木）まで 
 
５．実施要領・仕様書・申込様式の配布 
 群馬県ホームページからダウンロードできます。 
 郵送等を希望する場合は、「12．問合せ先」あてにご請求ください。 
 
６．説明会 
 次のとおり説明会を開催しますので、応募を予定される企業・学校・団体の方は是非御参加くださ

い。説明会へ参加される場合には、事前申込みが必要です。 
 なお、説明会への参加は、本企画コンペ参加にあたっての必須要件ではありません。 
 (1)開催日時    平成 30 年 6 月 12 日（火） 10 時～ 
 (2)開催場所    群馬県庁 17 階 171 会議室（群馬県前橋市大手町 1-1-1） 
 (3)参加申込み   6 月 11 日（月）15 時までに、企業・団体名、参加者氏名、電話番号、電子メ 
          ールアドレスを「12．問合せ先」あてにＦＡＸ又は電子メールにより御連絡く 
          ださい。 
 
７．質問受付 
 次のとおり、応募を予定している事業者から質問を受け付けます。 
 (1)受付期間       平成 30 年 6 月 1 日（金）～6 月 22 日（金）17 時まで 
 (2)質問方法    下記の質問先あてに【別紙様式 質問書】により、持参・郵送・ＦＡＸ・電子 

          メールのいずれかの方法により提出してください。 
                    （ＦＡＸ・電子メールの場合は、送信後に着信確認のため電話をしてください） 
 (3)質問先     「12．問合せ先」に同じ。 
 (4)回答      質問受付日から 5 日以内に書面又は電話等により回答します。 
 
８．応募手続 
 本コンペに応募する場合は、次のとおり提出してください。 



 (1)提出書類   ①応募申込書（様式１）                      ６部 
②プラン概要書（様式２）                     ６部 
③誓約書（群馬県暴力団排除条例第７条関係）（様式３）（＊）    １部 
④法人登記簿謄本の写し（３か月以内に発行されたもの。コピー可）（＊）  １部 
⑤決算書の写し（直近のもの１期分。半期決算の場合は２期分）（＊） １部 
⑥県税完納証明書（＊）                      １部 
⑦会社案内のパンフレット等                    ６部 
 ＊を付したものは、群馬県の「物品購入契約資格者名簿」搭載者は提出不要。 
 なお、学校（ゼミ等）・任意団体の場合で提出できない資料がある場合は、 

別資料により代えることができます。 
 (2)提出方法   下記提出先あてに、持参、郵送にて提出してください。 
 (3)提出先    「12．問合せ先」に同じ。 
 (4)提出期限   平成 30 年 6 月 29 日（金）15 時まで【必着】 
 (5)書類の取扱  ・提出された応募書類は返却しません 

・提出された応募書類は、審査の必要上複製を作成する場合があります。 
 (6)その他事項  ・応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効とし、契 

  約締結後の場合においては、契約を解除することがあります。 
・提出後に辞退する場合には、速やかに御連絡をいただくとともに、その旨書 

  面にて提出願います（様式任意）。 
 
９．審査 
 提出された書類に基づき第一次審査を行い、その後、第一次審査通過者を対象に、企画提案に関す

るプレゼンテーション・ヒアリングによる第二次審査を行い、優れた企画提案を提出した事業者を委

託の優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います（採択数：上限２件）。 
 (1)第一次審査 

ア 審査期間  平成 30 年 7 月 2 日（月）～7 月３日（火） 
イ 審査方法  提出いただいた応募書類をもとに書類審査を行います。第一次審査通過は、 

        得点上位から順に 4 者程度を予定します。 
※応募総数が少ない場合は第一次審査を実施せず、全ての応募者に第二次審 

査にお進みいただく場合があります。 
    ウ 審査項目  別表「評価基準」のとおり 

エ 結果連絡  応募者全員に結果を連絡します。 
 

 (2)第二次審査 
  ア 審査期間  平成 30 年 7 月 5 日（木）10 時から（予定） 
  イ 審査方法  プレゼンテーション・ヒアリング等により審査を行います。 

ウ 場  所  群馬県庁内会議室を予定（群馬県前橋市大手町 1-1-1） 
※日時・会場等の詳細は、第一次審査通過者に連絡します。 

  エ 審査項目  上記、第一次審査の審査項目に同じ 
  オ 結果連絡  第二次審査参加者全員に結果を連絡します。 

また、優先交渉事業者（契約予定者）名は、通知発送後に県のホームページ上



で公表します。 
 (3)その他事項   審査結果についての異議申し立ては受け付けません。  

 
10．契約 
 (1)契約期間    契約締結の日から平成 31 年 1 月 31 日（木）まで 
 (2)契約方法    ・群馬県が、群馬県財務規則（平成 3 年群馬県規則第 18 条）に基づいて、採 

用案の提案者と契約締結の交渉を行います。 
・契約締結の交渉にあたっては、企画提案書の内容について調整を行い、必要 

がある場合には、その内容を変更する場合もあります。 
・契約締結の際は、上記交渉による調整後の委託仕様書を群馬県から示した上 

で改めて見積書を提出いただきます。 
・契約締結に必要な経費は受託者の負担とします。 
・委託料の支払いは、原則として事業完了後の精算払いとします。 

                    
11．その他留意事項 
 (1)地域少子化対策重点推進交付金事業 

 本事業は、国（内閣府）の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施するため、法令、国

及び県の会計･財務規定に従った処理をしてください。 

 実施内容が、内閣府を通じて優良事例として紹介された場合、平成 31 年度以降、他県におい

て横展開される場合があります。 

 なお、国や県、市町村等からその他の負担金・補助金・交付金を受けている事業、また従前か

ら受けて実施している事業については、本事業としての実施は認められません。 
 (2)個人情報の取扱について 
   本業務において個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」によることとし 

  ます。 

 (3)その他  

本要領に定めのない事項又は記載事項について疑義が生じた際には、必要に応じて関係者と協

議の上、群馬県知事が定めるものとします。 
  
12．問合せ先 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 
群馬県こども未来部こども政策課 少子化対策係（担当：近藤） 
TEL 027-897-2725 
FAX 027-226-2100 
E-Mail：kodomo-mirai@pref.gunma.lg.jp 



評価基準  

項目 基準（審査における視点・留意点） 

企画内容に 

関する評価 

趣旨・目的の 

理解 

・当事業の趣旨・目的を十分理解した内容となっているか 

 

企画内容の 

創造性 

・実施企業・団体のこれまでの経験や実績に基づき提案された、創意工

夫のある内容であるか。 

・結婚、妊娠、子ども、子育てに温かい社会の実現に向けた工夫や仕掛

けが盛り込まれているか。 

内容の妥当性 

及び実現性 

・実施団体の体制や計画内容の具体性から、実現の見込みが高いか。 

・体制について、実施団体の人員構成や組織系統がしっかりとしている

か。 

・事業計画は適正かつ具体的に組まれているか。 

・地域の多様な主体を巻き込むための適切な広報手段・広報計画等が練

られているか。 

事業実施の 

効果 

①テーマ１について 

・企業、団体等がぐーちょきパスポートの協賛店舗として登録しようと

考える効果が十分期待できるか。 

・地域全体で子育て家庭を応援しようという社会的機運が高まる企画と

なっているか。 

・効果測定の内容と方法は妥当か。 

②テーマ２について 

・これから結婚を考える男女が積極的に結婚応援パスポートを入手し、

利用を促す企画となっているか。 

・結婚を希望する未婚者が、結婚に対して前向きになれる社会的機運の

高まりが期待できるか。 

・効果測定の内容と方法は妥当か。 

③テーマ３について 

・結婚、妊娠、子ども、子育てに温かい社会の実現に向け、地域の様々

な主体が参画できる企画となっているか。 

・事業参加者の意識を変えることが期待できる企画となっているか。 

・効果測定の内容と方法は妥当か。 

業務遂行体 

制に対する 

評価 

業務遂行の 

妥当性 

・業務責任者、業務に従事する者の体制が整っており、各々の役割分担

が明確になっているか。 

・業務の遂行に必要な組織・人員を有しているか。 

総合的な 

評価 
その他 

・その他、特に評価に値する点があるか。 

 

経費 経費の妥当性 ・必要経費の見積額は妥当か。 

 



別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

（収集の制限）

第３ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を

明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段に

より行わなければならない。

（利用及び提供の制限）

第４ 乙は、甲の指示があるときを除き、この契約による事務に関して知ることができた個人

情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはなら

ない。

（適正管理）

第５ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（作業場所の特定等）

第６ 乙は、○○○○事務所内において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなけ

ればならない。

２ 乙は、甲が承諾したときを除き、前項の作業場所から、この契約による事務を処理するた

め、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料

等を持ち出してはならない。

（複写又は複製の禁止）

第７ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された

資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

第８ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報取扱事務について、第三者に

その処理を委託してはならない。



、 、 、２ 乙は 甲の承諾により 第三者にこの契約による個人情報取扱事務を再委託する場合には

甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるもの

とする。

（資料等の返還等）

第９ 乙は、甲が別に指示したときを除き、この契約による事務を処理するため、甲から提供

を受け、又は乙自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約

完了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

なお、法令等の規定により、保存期間が定められているものについては、当該保存期間終

了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

（従事者への周知及び監督）

第１０ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならないこと、これに違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用さ

れる場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、この契

約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適

切な監督を行わなければならない。

（立入調査）

第１１ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取

り扱っている個人情報の状況について随時調査することができる。

（事故報告）

第１２ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


