
下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          

  業 務 名  

  「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務 

  事業概要  

  ものづくりの現場で働く若者の姿を映像化し、ＷＥＢ広告等を用い周知することに 

  より、中高大学生に関心を持ってもらい、ものづくり・製造業を職業選択のひとつ 

  にしてもらうことを主な目的としています。 

  委託内容  

  プロモーション動画制作、ＷＥＢ広告掲載、フォトブックの作成 

  応募期限  

  平成 31 年２月 18 日（月）午後５時【必着】 

  応募方法  

  必要書類を持参又は郵送により町商工観光推進室まで提出 

  審 査 会  

  応募者のプレゼンテーションにより、仕様書に規定されている審査基準に基づき 

  審査します。 

  【日時】平成 31 年２月 25 日（月） 【場所】役場２階 大会議室 

箕輪町役場 商工観光推進室 プレスリリース  

平成 31年１月 31日 発信 

産業振興課 商工観光推進室 

(課長) 山口 弘司 (担当) 小松 祐貴 

電 話：0265-79-3111 （内線）158 

ＦＡＸ：0265-79-0230 

E-mail：sangyou@town.minowa.lg.jp 

「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務委託に係る 

公募型プロポーザルの実施について 

箕輪町 

添付資料 有  無 
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「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務委託 

プロポーザル実施要項 

１ 趣旨 

  この要項は、「箕輪町「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務」の委託候補者

を選定するために行うプロポーザルに関して、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 委託する業務の内容 

  本業務の内容は、別添「仕様書」のとおりです。 

 

３ 委託期間 

  契約日から平成31年３月31日まで 

  ただし、動画制作及び動画広告掲載に十分な時間が必要なため、契約を延長し、最長平成32

年３月31日までの工期変更契約を行うことを付記します。 

 

４ 委託料 

  本業務の委託料は、上限 ２，３８０，０００円（消費税抜き）です。 

 

５ 契約書 

  本業務の契約書（案）は別添２のとおりです。 

 

６ 応募者の資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年法律第16号）第167条の４第１項及び箕輪町財務規則（昭和53

年箕輪町規則第２号）第102条第１項の規定により入札に参加できない者でないこと。 

(2) 公告日から入札日までの間において指名停止の措置を受けていない者であること。 

(3) 箕輪町建設工事等入札参加の資格及び業者の選定に関する規程（平成12年箕輪町告示第360

号）第３条並びに第６条第１項及び第２項の規定に該当しない者であること。 

 

７ 企画提案に関する手続き 

(1) 企画提案に関する手続き 

企画提案に参加を希望する場合は、別添「企画提案書作成要領」に従い、次のいずれかの

方法で書類の交付を受けてください。 

 ア 箕輪町ホームページ（トップページ＞仕事・産業＞工業＞その他）からダウンロードで

きます。 

 イ 箕輪町役場産業振興課商工観光推進室において直接配布します。 

 ウ 郵送を希望する場合、Ａ４版の書類の入る封筒に書類送付先を明記し、送付用切手を貼

付し、「「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務申込書在中」と記載の紙を

同封のうえ、箕輪町役場産業振興課商工観光推進室あて申し込んでください（申込先は10

を参照）。 
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(2) 企画提案参加申込書及び企画提案書の提出 

   企画提案に参加を希望する者は、参加申込書（別記様式）及び企画提案書を次により提出

してください。 

  ア 提出期限：平成31年２月18日（月）午後５時 

  イ 提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る）により、箕輪町役場産業振興課商工観光推

進室まで提出してください（送付先は10を参照）。 

  ウ 企画提案書について 

   (ｱ) 別添「企画提案書作成要領」に従い、必要書類を提出してください。 

   (ｲ) 企画提案書は１案に限り、提出部数は、10部とする。 

(3) 応募に関する質問 

   提案書作成に関する質疑については、以下の手順により受け付けます。 

  ア 受付期限：平成31年２月12日（火）正午 

  イ 質問様式：様式は任意様式としますが、以下の項目を明記してください。 

         ・件名は「「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務に関する質

問」としてください。 

        ・質問者の会社・団体名、所在地、部署名、担当者氏名、電話番号及び電子メ

ールアドレスを記載してください。 

         ・質問の表題を本文の冒頭に記載してください。 

         ・提案書の審査に関する質問には回答できません。 

  ウ 受付方法：持参、電子メールのいずれかの方法により、箕輪町役場産業振興課商工観光

推進室まで送付してください。 

 エ 回答方法：原則として電子メールにより参加申込者全員に回答します。 

  オ 回答時期：質問毎に随時回答 

(4) 応募資格要件の審査 

７(2)の参加申込書の提出があった者については、資格要件の審査を行い、応募要件を満た

していないと認められるときは、その旨及び理由を企画提案書提出期限までに通知します。 

(5) 委託契約候補者の審査 

委託候補者の選定は、「「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務審査会」（以

下「審査会」という。）を設置し、プロポーザル参加者からプレゼンテーションを受け、提案

の内容を次の(6)の審査基準に従い審査します。 
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(6) 審査基準 

   企画提案は、次の基準に基づいて選定されます。 

項目 審査の視点 配点 

１ 事業のコンセプ

ト、基本的な考え方 

事業目的、仕様書の内容を満たした提案となっているか １０ 

箕輪町の製造業に対して魅力を持ち、就職につながるよ

うなコンセプトになっているか 
１５ 

２ 事業内容の適切性 

ＹｏｕＴｕｂｅ、ＬＩＮＥその他の有料広告で、目的に

対する効果的な広告方法を実現できるか 
１０ 

ものづくり現場の姿や、熱い想い、個人ヒストリーなど

で魅力が引き出され、総合的に演出されるものであるか 
１５ 

メインターゲットの興味を引き、話題性に富む斬新な演

出ができているか 
１０ 

デザイン性や独創性に富み、ターゲットの関心を引く効

果が期待できるか 
１５ 

３ 実現性・業務遂行 

の確実性 

提案事項を確実に実行できる体制及びスケジュールにな

っているか 
１５ 

見積内容、積算根拠が提案内容と整合が取れているか １０ 

合計  １００ 

(7) プレゼンテーション兼審査会 

   ・平成31年２月25日（月） 箕輪町役場 ２階 大会議室 午後１時30分から 

   ・プレゼンテーションは１社15分以内 

   ・説明資料は原則、提出した企画提案書を使用すること。 

   ・詳細な開始時間は別途連絡します。 

(8) 委託契約候補者の選定の方法  

ア 審査委員ごとの順位付け  

各審査委員は、提案者ごとに(6)の審査基準に基づいた評価の合計点数をもとに、上位か

ら順に１位から３位までの順位付けを行います。同点がある場合は、見積額が安価な提案

者を上位とします。ただし、各審査委員の合計点数の総計が５割未満の場合は選定しない

ものとします。なお、提案者が１者の場合は、順位付けはありません。  

イ 委託契約候補者の選定 

各審査委員が行った順位付けに対して、１位は４点、２位は２点、３位は１点の順位点

を付けます。各審査委員の順位点を総計して、最も得点の高い者を委託候補者として選定

します。最も得点の高い者が複数だった場合は、見積額が安価な提案者を委託契約候補者

として選定します。  

(9) 選考結果通知  

審査結果は、確定後速やかに参加者に文書で通知する。  

(10)その他  

プロポーザル審査会の参加に要する経費は、すべて参加者の負担とする。  
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８ プロポーザル参加に際しての留意事項 

(1) 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

(2) 提出された書類の内容を変更することはできません。 

(3) 提出された書類は返却しません。 

(4) 応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 

(5) 応募申請書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。 

 

９ 業務委託候補者選定後の手続き等 

(1) 契約手続 

町と契約候補者は委託業務に係る業務仕様書を協議し、確定させた上で委託契約を締結し

ます。 

また、箕輪町財務規則に定める随意契約の手続きにより、委託候補者から見積書を徴取し、

予定価格の範囲内であることを確認して契約書を取り交わすものとします。 

なお、協議が整わない場合は、審査結果において総合評価が次点の候補者と協議すること

となります。 

(2) 契約保証金 

  契約保証金は、箕輪町財務規則（昭和53年箕輪町規則第２号）第122条第３項第３号により

免除とします。ただし、契約者が契約を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する

額を徴収します。 

  【参考】箕輪町財務規則第122条第３項第３号 

  ⇒契約者が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を２回以上

にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するも

のと認められるとき。 

(3) 委託料の支払 

受託者は、委託業務の完了検査後に請求書を提出し、町は委託料を支払うものとします。 

(4) 業務の再委託 

受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。 

ただし、委託者が特別な理由があると認め、あらかじめ、これを承諾した場合には、この

限りではないものとします。 

(5) 個人情報の取扱い 

受託者が業務を行うにあたり取得した個人情報の取り扱いについては、箕輪町個人情報保

護条例（平成12年箕輪町条例第38号）に基づき、適切に行ってください。 

(6) 守秘義務 

受託者は、委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利

益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様とします。 

(7) その他 

委託契約の締結にあたっては、地方自治法及び箕輪町財務規則をはじめとする諸規程が適

用されます。 
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10 応募、企画提案書等の提出及び、問い合わせ先 

  〒399-4695 長野県箕輪町大字中箕輪10298番地 

  箕輪町役場産業振興課商工観光推進室 

  電 話：0265-79-3111（内線158） 

  ＦＡＸ：0265-79-0230 

  Ｅ-mail：sangyou@town.minowa.lg.jp 

    担 当：小松 祐貴 



（別添） 
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「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務 

仕様書 

 

１ 業務名 

 「輝く！ものづくり現場プロジェクト」動画等制作業務 

 

２ 業務の目的 

ものづくりの現場で働く若者の姿を映像化し、その動画を町ホームページやＷＥＢ広告で

配信するとともに、フォトブック（パンフレット）を作成し、視覚的に短時間で理解できる

情報として伝えることで、中高大学生に「輝くものづくり現場」に関心・興味を持ってもら

い、ものづくり・製造業を職業選択肢のひとつにしてもらう。 

 

３ 業務の実施期間 

 契約日から平成31年３月31日まで 

ただし、動画制作及び動画広告掲載に十分な時間が必要なため、契約を延長し、最長平成

32年３月31日までの工期変更契約を行うことを付記します。 

 

４ 委託料 

本業務の委託料は、上限２，３８０，０００円（消費税抜き） 

 

５ 業務の実施場所 

 箕輪町内 

 

６ 「輝く！ものづくり現場プロジェクト」事業趣旨 

  町内には大小約300社の製造業者があり、製造品出荷額は県内の町では第２位を誇り、製

造業は町の基幹産業である。 

  一方、製造業者への就業者数は近年減少傾向にあり、人口の減少率をはるかに上回るペー

スである。その要因として、高校を卒業した若者が大学や専門学校への進学を機に都会に流

出した後、Ｕターンしないことや第３次産業への就業者が増加したことによる。 

  また、経営者の高齢化・事業承継問題も顕在化しており、事業者数の安定のためにも創業

者や事業承継者を増やすことが必須である。 

  ついては、ものづくりの現場で働く若者の姿を映像化し、中高大学生をメインターゲット

に様々な機会で広告・周知することにより、視聴者に箕輪町の製造業の魅力を知ってもらう。 

さらには、動画出演者自身に「ものづくり」への想いと誇りを再認識しもらい、就労意欲

向上を目指す。出演者による出前講座を実施し、生の声を届ける。 

  その後、創業・企業・事業承継への支援として、新規創業に関するセミナーの開催を商工

会と共催し、中でも廃業の恐れが高い小規模製造業者を対象に「事業承継セミナー」を小単

位で数年かけて行うことにより当該企業の維持存続に寄与する。 
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７ 業務内容及び成果品用途 

  町が選定した町内企業のものづくりの現場で働く若者（５人以上10人以下）の姿の映像化

したプロモーション動画の制作及びその動画を用いたＷＥＢ広告への掲載並びにフォトブッ

ク（パンフレット）作成を主に実施するものとし、具体的には次の業務を行う。 

 

 (1) プロモーション動画制作 

 ものづくりの現場のプロモーション動画の企画、撮影、編集、制作等一式 

⇒デザイン・内容の企画や構成立案、掲載者との調整、取材、撮影、資料提供、原稿の

作成等のプロモーション動画制作に係る業務一式とする。ただし、次の要件に沿って

制作するものとする。 

 ア 動画の演出や構成イメージ 

    ・町が指定した企業へ受託者が出向き、現場で働く若者の仕事の様子を撮影、仕事へ

の想いなどのインタビュー 

    ・撮影対象者は５人以上10人以下 

   ・若者の関心を引くようなオシャレで、希有な演出とすること。 

   ・他者の著作権を侵害するようなものではないこと。 

   ・動画のＷＥＢ広告掲載・活用を想定した内容であること。 

   ・その他プロポーザル実施要領７(6)に掲げる審査基準に基づく 

 イ 動画について 

   (ｱ) 再生時間及び本数 

   短縮版～長編版で合計４本（15秒、30秒、５分、10分を各１本ずつ） 

   ただし、広告の掲載可能時間等の事情により、受託者と協議の上、再生時間の変更を

することがあります。合計４本は変わりません。 

   (ｲ) 映像・音声方式 

 ・映像 ＨＤ画質、画面アスペクト比16：９ 

 ・音声 ステレオ 

 ウ プレビューについて 

 ・５回まで 

 エ 媒体について 

 ＤＶＤ３枚 ただし、ＷＭＶ（Windows Media VIdeo）形式とし、編集可能な状態

で納品すること。 

オ その他 

受託者が撮影したもの又は協力企業から提供を受けたものを企業の許可を得て使用

すること。 
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  (2) 動画のＷＥＢ広告掲載・活用 

    (1)により制作した動画を次の要件によるＷＥＢ広告掲載、管理等一式 

   ア ＷＥＢ広告媒体 

(1)により制作した動画を次のいずれかの方法で、広告の対象とする者の年齢、地

域、興味、時間など費用対効果が最も高いと考えられるものを、町と協議のうえ決定

するものとする。 

   (ｱ) 動画サイト「YouTube」の動画再生前の有料広告に掲載 １か月間 

    (ｲ) LINEの広告に掲載 １か月 

    (ｳ) 前記２つ以外のＷＥＢ広告の方法により、事業目的が効果的に達成されるもの。

広告期間等は受託者提案による。 

イ ＷＥＢ広告配信 

 ・制作した動画をＷＥＢ広告として、広報できるように企画・調整業務一式とする。 

 ・ＷＥＢ広告に係る費用は、委託料のうちから受託者が支払うものとし、町が当該Ｗ

ＥＢ広告運営主体に払うものではない。 

ウ その他（町が行う動画活用方法予定） 

    ・動画サイト「YouTube」に箕輪町アカウントにより掲載 

    ・箕輪町みのわの魅力発信室「Facebook」 

    ・町行政チャンネル「もみじチャンネル」（伊那ケーブルテレビ） 

    ・町ホームページ 

    ・成人式 

    ・出前講座、セミナー等各種イベント ほか 

 

 (3) フォトブック（パンフレット）の作成 

  動画制作に登場した者をまとめたフォトブック（パンフレット）を制作するものとし、

そのためのデザイン・内容の企画や構成立案、掲載者との調整、取材、撮影、資料提供、

現行の作成等の制作に係る業務一式。 

 ア 紙面構成イメージ 

・動画と同様に、若者の関心を引くようなオシャレで、希有な演出とすること。 

・就活生や若者が箕輪町の製造業に興味を持ち、他のパンフレットとは一線を画す内

容とすること。 

・その他プロポーザル実施要領７(6)に掲げる審査基準に基づく 

 イ フォトブック（パンフレット）仕様 

 ・印刷物   Ａ４・４ページ、カラー（４Ｃ）、コート紙135ｋｇ、無線綴、左開き 

 ・部数    １，０００部 

・データ媒体 ＤＶＤ３枚 ＰＤＦ形式とし、編集可能な状態で納品すること。 
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  ウ レイアウトについて 

  ・Ｐ１ 表紙 町ホームページの指定したページへ飛ぶようにＱＲコードの貼付 

  ・Ｐ２～４ 掲載者全員を割振り、動画出演者全員が同じバランスで掲載されること。 

   ・定型の質問と回答 

   ・製造業の良さ 

   ・プライベートの一部（箕輪町で働くからこそ得られるもの。時間的余裕など） 

・前記のほかフォトブック活用方法に沿った内容 

 エ 校正について 

 ・５回まで 

 オ 写真について 

 ・受託者が撮影したもの又は掲載者から提供を受けたものを掲載者の許可を得て使用する

こと。ただし、受託者が撮影する写真は、カメラ撮影に精通した技術者が撮影するもの

とし、必ず一眼レフ等の高画質カメラを使用すること。 

カ その他（町が行うフォトブック活用方法予定） 

  ・上伊那郡内の中学校～大学など若者が集まる施設に配布 

   ・フォトブックのＰＤＦファイルを町ホームページ上に掲載 

   ・成人式や出前講座など各種イベントでの配布 ほか 

 

８ 町と受託者の業務 

 ≪町の業務≫ 

 ・動画及びフォトブック（パンフレット）に出演する者は、町が選出し出演の交渉を行う。 

 ≪受託者の業務≫ 

 ・動画及びフォトブック（パンフレット）に出演する者の企業に対し、撮影、インタビュー

その他動画及びフォトブック制作に必要な連絡調整を行う。 

 ・本業務の遂行にあたっては、事業スケジュールを示し、委託者の確認を得ることとし、実

施する業務の詳細は、受託者の提案を基に、委託者及び受託者が十分協議し、進めていく

ものとする。 

・受託者は、協力企業の指定した日程を最優先し、可能な限り土日祝日を問わず、誠意をも

って対応するものとする。 

 

９ 成果品提出方法及び納品期限等 

  本業務の成果品はすべて、記録媒体又は紙媒体で箕輪町役場産業振興課商工観光推進室へ

提出し、期限は平成31年３月31日とする。動画のＷＥＢ広告掲載は、その掲載をもって成果

品納品とする。 

 ただし、上記３に記載のとおり工期延長が予期されるため、納期もそれに応じ最長平成32

年３月31日までとする。 
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10 業務の適正な実施に関する注意事項等 

(1) 業務の再委託 

受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。 

ただし、委託者が特別な理由があると認め、あらかじめ、これを承諾した場合には、こ

の限りではないものとする。 

(2) 守秘義務 

受託者は、委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利

益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

(3) 制作物が他社の所有権や著作権を侵すものでないこと。 

(4) 本事業に関して作成した資料、成果品の所有権及び著作権は、原則として全て箕輪町に

帰属すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術等に

関する権利等（以下「権利留保物」という。）については、受託者に留保するものとし、

この場合、箕輪町は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることとする。 

 

11 その他 

 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決定する。 


