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防災意識高揚のための動画作成業務委託 企画提案募集要項 

 

１ 企画提案募集の目的 

  本業務は、千葉県の災害リスクや、それに対する日頃からの備えなどを啓発するための動画

を作成することを目的とします。 

   

２ 募集対象事業 

 （１）名称 

    防災意識高揚のための動画作成業務 

 （２）履行期限 

    令和２年３月２５日 

 （３）事業の概要 

    動画の作成及び関連業務 

 

３ 業務委託契約の上限額 

  ８，０００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。ただし、消費税率及び地方    

消費税率を合わせた率は１０％とすること）   

４ 応募資格 

  次の要件を全て満たす法人とします。 

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

者であること。 

 （２）「平成３０・３１年度版物品等入札参加業者適格者名簿」に委託業者として登録され、

又はこの募集要項で定める企画提案書の提出期限日までに登録される見込みであること。 

 （３）募集開始の日から審査終了の日までの間に、千葉県の物品等一般競争入札参加者及び 

指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれない

こと。 

 （４）募集開始の日から審査終了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止

等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る  

暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条   

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する者 
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若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 （６）宗教活動や政治活動を主たる目的とした者でないこと。 

 （７）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした    

者でないこと。 

 

５ 委託業務の内容 

  別紙１「防災意識高揚のための動画作成業務委託仕様書」のとおり 

 

６ 応募方法等 

 （１）提出物 

     表紙 ・・・企画提案書 

     様式１・・・企画提案概要説明書 

     様式２・・・業務スケジュール 

様式３・・・業務実施体制 

     様式４・・・法人の概要 

様式５・・・経費見積書 

 （２）提出部数 正本１部、副本１０部・ＣＤ－Ｒ１枚 

 （３）提出期限及び提出方法 

    令和元年８月２６日（月）午後５時必着（郵送の場合も同様。） 

    提出先に直接持参又は郵送（FAX又はメールでの提出は不可）。 

 （４）提出先 

千葉県防災危機管理部 防災政策課 地域防災力向上班 

「防災意識高揚のための動画作成事業」担当宛て 

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

 

７ 企画提案の審査 

 （１）審査方法 

    審査は、別に定める審査委員会を設置し、提出された企画提案書を基に次により行い 

ます。 

    なお、審査は非公開で行います。 

   ア 審査方法は、企画提案書の内容及び提案者からのプレゼンテーション・質疑応答を 
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踏まえて、当該提案者の企画提案能力及び実施能力等を総合的に審査し、審査委員会の

各委員の合計点が最も高い提案者を業務委託候補者として選定します。 

     なお、応募事業者が多数の場合には、事務局の書面審査により、プレゼンテーション・

質疑応答を行う者を選定することがあります。 

   イ 合計点が同点の場合にあっては、所要経費の低い企画提案を上位とします。 

   ウ 上記イにおいて所要経費が同額の場合にあっては、審査委員会の審議により選定  

します。 

 （２）審査委員会 

    審査委員会は、令和元年９月４日（水）に開催予定です。 

 （３）評価基準 

    企画提案書の審査に係る評価基準は、別紙２「企画提案書の審査に係る評価基準」   

のとおりです。 

 （４）選考結果の通知 

    選考後、速やかに結果を各提案者に通知します。 

    なお、業務委託候補者が、上記４に規定する応募資格の要件を満たさないことが判明 

した場合は、その者とは契約の締結は行いません。この場合においては、最終評価点が 

次点の者を業務委託候補者とします。 

 （５）その他 

    プレゼンテーション会場には、パソコン、プロジェクター、スクリーンを用意して   

います。プレゼンテーションに必要なデータをＵＳＢメモリ等に保存して持参してくだ

さい。 

 

８ 提案の無効に関する事項 

提案者が次のいずれかに該当するとき、その者の提案は無効します。 

 （１）応募資格のない者が提案したとき 

（２）所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき 

（３）同一の企画提案募集に対して、２以上の提案をしたとき 

（４）同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき 

（５）同一の企画提案募集に対して、２以上の代理人として提案したとき 

（６）経費見積書の金額に誤脱や判読しがたい記載をしたとき又は金額を訂正した見積りを

したとき 
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（７）選考委員会を欠席したとき 

（８）上記（１）から（７）に掲げるもののほか、提出書類に不備や偽りがあるなど、千葉県   

防災危機管理部防災政策課が無効であると判断したとき 

 

９ 契約締結等 

 （１）契約の締結 

    業務委託候補者と、提案された企画内容をもとに委託業務内容について協議をした後、

委託契約を締結します。 

 （２）契約保証金 

    契約に当たっては、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）第９９条  

第１項により、契約金額の１００分の１０以上を契約保証金として千葉県に納めていた

だきます。 

    なお、契約保証金の納付が免除される場合があります。 

 

１０ その他注意事項 

 （１）企画提案に必要な費用は、各提案者の負担になります。 

 （２）提出された企画提案書及びＣＤ－Ｒは返却しません。 

 （３）企画提案、契約その他の手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び  

日本国通貨とします。 

 （４）今回企画提案いただいた内容は、契約締結後、作成の過程で見直しを求めることがあり

ます。 

 （５）業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは    

できません。 

 （６）提出された企画提案書は、委託事業者の選定以外の目的に使用することはありません。 

 （７）提出された企画提案書に対する情報開示請求があった場合には、千葉県情報公開条例 

（平成１２年千葉県条例第６５号）に基づき開示することがあります。 

 （８）提出された企画提案書は、必要に応じて複写することがあります。 

    なお、書類の使用目的は、県庁内及び審査委員会での検討に限ります。 

 

１１ 質問の受付及び回答 

本件に関する質問については、電子メール又はFAXで受け付けますので、質問書（企画提
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案書様式６）を提出願います（FAXの場合は、受信を電話により確認すること）。 

なお、質問のあった事項とそれに対する回答は、県ホームページに掲載します。 

【提出先】 

  千葉県防災危機管理部 防災政策課 

  〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

  E-mail bousai9@mz.pref.chiba.lg.jp 

   F A X 043-222-5208 

 【質問の提出期限】 令和元年８月１６日（金）午後５時 
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別紙１ 防災意識高揚のための動画作成業務委託仕様書 

 

１ 概要 

防災意識高揚のための動画作成業務委託について、その仕様を示すものである。 

 

２ 動画の内容及び構成 

（１）県内の災害リスクを紹介するとともに、児童が家庭で実践できる災害への備えを映像でわ

かりやすく解説する内容とする。 

（２）動画は、小学校中学年程度が理解できる内容とする。ただし、大人が視聴する場合もある。 

（３）動画は、小学校での防災教育において活用を図るほか、イベント等での上映や千葉県   

ホームページ等のHP上でも配信する。 

（４）動画は、４分程度×８テーマ作成する。なお、個別のテーマは「４ 各章のテーマ」を参

照すること。 

（５）各章には通し番号を振らず、一つの章を単独で再生できるよう、構成を独立させること。 

 

３ 委託業務内容 

（１）業務 

業務は、企画、シナリオ作成、ロケーションハンティング、撮影、音声収録、ナレーショ

ン、ＢＧＭ、編集の他、映像使用料、著作権・肖像権等の権利関係の許諾に関する事務、映

像の成果品納品までの一切を含む。 

（２）作成内容 

・８章構成･合計３２分程度を１枚として作成すること。 

・聴覚障害者向けに字幕を付与し、メニュー画面から、「日本語字幕表示切替」の選択が

できるようにすること。 

・字幕の内容は、会話の内容・動画の内容を理解するために必要な効果音、音楽、笑い声、 

話者の特定、位置などとする。ただし、音声ガイド部分については字幕を付与しない 

こととする。 

・視覚障害者向けに音声ガイドを付与し、メニュー画面から、「音声ガイド切替」の選択

ができるようにすること。 

・音声ガイドは、動作・登場人物・場面の変化・画面上のテキスト及びその他の視覚的な

コンテンツに関する情報を提供するものとする。 
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（３）作成フロー 

①構成・シナリオ作成 

  ②シナリオ修正 

  ③ロケーションハンティング、ロケ交渉、撮影許可手続き 

  ④台本、ロケスケジュール作成 

  ⑤撮影 

  ⑥仮編集・ラッシュ（仮ナレーション、テロップを含む） 

  ⑦ナレーション収録・本編集 

  ⑧完全パッケージメディア（完パケ）納品 

なお、①、②、④、⑥、⑦については、千葉県担当者が内容確認を行う。 

また、⑥については、作品のある程度の部分ごとに随時行うことも可能とする。 

 

４ 各章のテーマ 

（１）登下校の際の安全確保 

  ・登下校のルートにある危険箇所（ブロック塀の倒壊、看板の落下、がけ崩れ等）を紹介す

るとともに、児童が安全を確保するための行動を解説する。 

・想定する災害は地震に限らず、風水害等の他の災害も含む。 

（２）連絡先の確認 

  ・災害が発生した際には、電話の輻輳等により家族と連絡がとれなくなることを紹介すると

ともに、家族との事前の話し合いや災害用伝言ダイヤルの利用を促す。 

（３）【６月】台風（大雨）の際の早期避難 

  ・台風等は事前に予測できるため、気象情報を入手することの重要性を紹介するともに、気

象警報の意味や雨が降り出した後の避難行動等を解説する。また、児童が高齢者を含む家

族に避難を促す内容も考慮する。 

（４）【７月】過去の災害に触れる 

  ・児童が災害伝承に興味を持ち、地域の災害リスクを考えるきっかけとなるよう、災害伝承

の意義や県内で過去に発生した災害とその記録を紹介する。  

  ・県内に残された災害伝承碑等を一例以上紹介すること。 

（５）【９月】防災訓練の心構え（安全確保など） 

  ・学校で行う防災訓練について、児童がとるべき行動を解説する。 

  ・想定災害は地震とする。 



8 

 

（６）【１１月】津波からの避難 

  ・津波防災の日を紹介するともに、発災時の避難行動を解説する。 

・千葉県の地域特性を踏まえた津波のリスクを解説すること。 

（７）【１月】自宅での家具固定 

  ・阪神・淡路大震災の際に、自宅で下敷きになった者が多かったことを紹介するとともに、

家庭での家具固定の方法を解説する。 

（８）【３月】東日本大震災の教訓 

  ・東日本大震災の全国及び県内の被災状況を紹介する。 

  ・東日本大震災の教訓として、児童が実践できる取組を紹介する。 

  ・実際の災害時の映像を使用する場合は、児童への心理的影響に配慮すること。 

 

５  成果品 

（１）映像を収録したＤＶＤ-video（コピープロテクトなし） ２枚 

（２）映像を収録したＤＶＤ-video（コピープロテクトあり） １５枚 

 

６ 規格 

・画像は、ＤＶＤ-video 形式で、一般的なＤＶＤプレーヤーで再生できる最高画質の画像

とする。 

・アスペクト比 １６：９ 

・日本語の字幕表示 

※ＤＶＤ-video を４：３の画面で再生する場合は、上下に帯の入ったレターボックスの形

で再生できるものとする。 

 

７ 納入場所 

 千葉県防災危機管理部防災政策課 

 （千葉市中央区市場町１－１） 

 

８ 留意事項 

（１）この仕様書に定めるほか、千葉県が業務遂行に必要と認めた事項については、原則として

受託者は千葉県の指示により実施するものとする。 

（２）受託者は業務進捗状況を千葉県に随時報告し、千葉県が必要と認めたときは、随時打ち合
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わせを行うものとする。 

（３）本事業により千葉県に対し納品した作品及び素材映像について、受託者は著作者人格権の

行使を行わないものとする。 

（４）本事業のために新たに作成された素材映像、画像、アニメーション、イラスト、デザイン、

映像等の著作権は、千葉県に帰属する。ただし、成果品に受託者または他者が既に著作権を

保有しているもの（以下「著作物」という。）が組み込まれている場合、当該著作物の著作

権は、なお受託者または他者に帰属するものとする。この場合、受託者または他者は千葉県

に対し、当該成果品を千葉県が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償

で承諾するものとする。 

（５）本事業により千葉県に対し納品した記録映像教材は、千葉県ホームページでの配信、講演

会、学校の授業等で使用できるものとすること。このことを踏まえ、映像、音楽等の著作権・

肖像権等、権利関係の処理を済ませた上で作成物を納入すること。それらに関する紛争が生

じた場合は、受託者の責任において対応し、千葉県は責任を負わないこととする。 

（６）作成物が、他者の肖像権・所有権・著作権等を侵すものでないこと。 
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別紙２ 企画提案書の審査に係る評価基準 

評価項目 評価基準（着眼点・評価ポイント） 

１ 企画提案内容 

（１）基本的な考え方 

①動画作成の目的を理解しているか 

②対象年齢（小学校中学年）の児童が視聴して内容を理解できるような構成・

工夫がなされているか。 

③大人が視聴してもなじめるような工夫がなされているか。 

（２）各章の内容について 

①各章ごとに仕様書で示した項目を適切に取り上げているか。 

②災害のリスクをわかりやすく伝える工夫がなされているか。 

③千葉県の地域特性を踏まえた内容となっているか。 

④視聴した児童が災害への備えを実践するような工夫がなされているか。 

⑤災害の実情を映像でわかりやすく伝える内容となっているか 

２ 事業推進・運営体制 

（１）業務推進能力について 
①他の自治体等、公的機関等において業務受託実績は十分か。 

②法人の経営状況は良好か。 

（２）運営体制について 
①事業実施体制（人員配置、作成スケジュール）は十分か。 

②再委託がある場合に、再委託先や再委託する業務内容は適正か。 

（３）事業費の積算 

①事業費予算の範囲内で必要な経費が適切に見積もられているか。 

②見積金額の算定根拠や内訳が具体的に示されているか。 

③適正な算出方法であり、金額は妥当か。 

 


