ＭＩＹＡＧＩものづくり人材ＰＲ動画制作及び魅力発信業務

企画提案募集要領

この要領は，「ＭＩＹＡＧＩものづくり人材ＰＲ動画制作及び魅力発信業務（以下，「本業務」と
いう。）」を委託するに当たり，公募型プロポーザル方式により，優れた提案及び能力を有し，最も
適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。
第１ 募集事項
１

案件名
ＭＩＹＡＧＩものづくり人材ＰＲ動画制作及び魅力発信業務

２

事業目的
人口減少社会の本格的な到来により，今後人手不足が深刻化していくことが見込まれているが，

富県宮城の実現に向け，県内でものづくりを行っている地元企業及び立地企業（以下「県内もの
づくり企業等」という。）が人材を確保し，安定的に稼働を行って，売り上げを伸ばしていくこ
とが必要である。
そのため，県内ものづくり企業等の情報を分かりやすく伝える動画を制作し，授業やインター
ネット等による情報発信をすることにより，高校生に県内ものづくり企業等への具体的なイメー
ジを持っていただき，企業と高校生のミスマッチ解消による就職後の早期離職防止を図るととも
に，高校生の就職先の決定に大きな影響力を持つ保護者や教員等においても県内ものづくり企業
等の認知度向上を図ることで，県内ものづくり企業等への就職を促進しようとするものである。
また，インターネット等による情報発信により，県内への就職を希望する大学生等についても，
県内ものづくり企業等の認知度向上を図ることで，県内への就職を促進しようとするものである。
３

委託業務内容
別添「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）による。

４

契約期間
契約締結の日から令和４年１月３１日（月）まで

５

事業費（委託上限額）
５，２２５，０００円（消費税及び地方消費税（以下，「消費税」という。）の額を含む。）

第２ 応募資格
企画提案に応募できる者に必要な資格は，次のとおりとする。
（１）

宮城県内に本社，支社，営業所又はこれらに類する事業拠点を有し，本業務の実施につ

いて，県の要求に応じて即時に来庁し，対応できる体制を整えていること。
（２）

物品調達に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成９年宮城県告示第１２７５号）

第４条第２項の規定に基づく物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録された者で
あること。
（３）

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者

の資格）の規定に該当する者でないこと。
（４）

宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領」（平成９年１１月１日施行）

に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。
（５）

宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する

措置要件に該当する者でないこと。（別表１）
（６）

上記（１）から（５）を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による
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参加も可能とするが，その場合は全事業者が（３）から（５）を満たさなければならない。
また，県は代表者とのみ委託契約を行うため，その他の参加者については，代表者との委
託契約（宮城県との関係においては再委託に該当）により業務を行うこと。その場合にお
いては，本業務全体の進行管理及びとりまとめ等は代表者の責任において行うものとする。
第３ スケジュール
募集開始から契約締結，業務着手から完了に至るまでの予定は下表のとおりである。
企画提案の募集開始

令和３年 ４月１６日（金）

質問受付

令和３年 ４月１６日（金）から
令和３年 ５月１２日（水）まで

質問への回答

令和３年 ５月１７日（月）までに回答

企画提案書の提出期限

令和３年 ５月２４日（月）午後５時必着

企画提案書の書面の審査（５者を超える場合に限る）

令和３年 ５月２７日（木）

書面審査の結果発表（５者を超える場合に限る）

令和３年 ５月２８日（金）

企画提案書のプレゼンテーション審査

令和３年 ６月 ４日（金）※予定

審査結果の通知

令和３年 ６月 中旬 ※予定

見積合わせ，契約の締結

令和３年 ６月 下旬 ※予定

業務開始

令和３年 ７月 上旬 ※予定

委託契約終了

令和４年 １月３１日（月）

第４ 応募手続
１

提出書類

（１） 企画提案提出書（様式第２号）

１部

（２） 企画提案書（任意様式）

８部及び電子媒体１部

イ

Ａ４判片面印刷とし，下記事項を明確にした提案内容を簡潔かつ分かりやすくまとめた

ものとすること。
・動画の構成及び情報発信方法等，具体的な実施内容及び実施方法
・動画，ＤＶＤの制作スケジュール（企画，取材，編集等）
・業務実施体制
・再委託の有無及び予定
ロ

企画提案にあたり，写真，記事，イラスト等を使用する場合は，その所有者，保有者等

から承諾を得ること。
ハ

委託業務を確実に実施・履行するための組織体制（業務分担，担当者名等），連絡体制

等を詳細に示すこと。
ニ

企画提案に併せて，当該内容に基づく３分程度のサンプル動画を作成して提出すること

も可能とするものとする。ただし，サンプル動画の作成は必須ではない。
なお，サンプル動画を作成する場合には，登場人物の肖像権等の許諾を得ていること。
また，動画の保存形式は新たに再生ソフトウェア等をインストールすることなく，パソコ
ンで再生できるものであること。
ホ ページ番号は目次を除き通し番号とし，各ページの下部中央に印字すること。
へ

企画提案書の電子媒体のデータはＰＤＦ形式によるものとし，サンプル動画を作成した
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場合にはサンプル動画と併せて，ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにより提出すること（提出時に
ディスクが２枚となっても可）。
（３） 概算見積書（任意様式）
イ

１部

本業務の実施に要する取材費，交通費，食費，通信運搬費，事務経費その他必要と見込

まれる経費を全て計上し，その内訳（項目，数量，単価，金額，税等）を明らかにした概
算見積書（様式任意）を作成すること。
なお，本業務に係る費用の総額は，第１の５に定める委託料の上限額を超えないこと。
ロ

概算見積書については，積算した金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は，その端数金額を切り捨てた金額）を
もって見積額とするので，参加者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず，積算した金額の１００分の１１０に相当する金額を概算見積
書に記載すること。
ハ 概算見積書は，任意の様式によるものとし，企画提案書と別冊で作成すること。
なお，宮城県知事村井嘉浩あてに，参加者の商号又は名称，代表者の職氏名を記載し，
社印及び代表者印を押印の上，提出すること。
（４） 会社概要（既存のもので可）
２

１部

企画提案書作成等に関する質問の受付及び回答

（１） 受付期限 令和３年５月１７日（月）午後５時まで（必着）
（２） 提出方法
イ 指定様式（様式第１号）を用いて，電子メールにより提出すること。
ロ 電子メールアドレスは，下記のとおりとする。
sanritu-ka@pref.miyagi.lg.jp（宮城県経済商工観光部産業立地推進課）
ハ 電話や口頭，受付期間以外の質問は一切受け付けない。
（３） 回答方法
質問に対する回答は，宮城県経済商工観光部産業立地推進課のホームページに掲載する。
ただし，質問又は回答の内容が，質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについて
は，質問者に対してのみ回答する。また，質問の内容によっては回答しないこともある。
３

企画提案書等の提出

（１） 提出期限
令和３年５月２４日（月）午後５時必着
（２） 提出方法
郵送又は持参とする。
（３） 提出先
〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎１４階北側）
宮城県経済商工観光部 産業立地推進課
４

提出後の変更，取下げ等

（１）

提出された書類について，提出後の差し替え，変更及び取消は認めない。また，提出さ

れた書類は返却しない。
（２）

企画提案を提出後に取り下げる場合は，速やかに取下願（様式第３号）を提出すること。

取下願の提出があっても，既に提出された書類は返却しない。
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５

その他

（１）

企画提案は，参加者（共同提案にあっては当該共同体）１者につき１提案とし，複数提

案を認めない。
（２） 企画提案の提出後，内容について説明を求めることがある。
（３） 企画提案に要する費用は，全て応募者の負担とする。
第５ 業務委託候補者の決定
１

評価・選定の体制
県が設置する選定委員会において，評価基準（別表２）に基づき，提出書類及びプレゼンテー

ションの総合評価により審査し，最も優れていると判断した提案者を業務委託候補者として選定
する。
また，応募者が１者のみであった場合は，選定委員の評価点の平均が満点の６割以上となった
場合に，業務委託候補者として決定する。
なお，応募者が５者を超えた場合は，プレゼンテーション審査に先立ち書類審査を実施し，上
位５者を選定する。
２

書類審査

（１） 書類審査の実施日
令和３年５月２７日（木）
（２） 審査の実施方法
応募のあった企画提案書について，評価基準（別表２）に基づいて審査し，書類審査の
結果，提案者の中から上位５者を選定する。
（３） 書類審査結果の通知
審査終了後，速やかにすべての提案者に審査結果を通知する。
３

プレゼンテーション審査

（１） 実施日時
令和３年６月１日（火）を予定。詳細は，対象者に別途通知する。
（２） 実施場所
宮城県庁内を予定。詳細は，応募者に別途通知する。
（３） 実施方法
イ プレゼンテーションへの出席者は１者につき３名以内とする。
ロ

１者当たりの持ち時間は３０分以内（説明２０分以内，質疑応答１０分以内）とし，県

から指示した時間から順次，個別に行うものとする。
ハ

事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。サンプル動画を作成

した場合，出席者が退席した後に，選定委員のみで閲覧する。
ニ

当日の新たな資料配付は，企画提案の差し替えや変更に当たらず，補足説明の範囲を超

えないものに限り認める。その場合は８部持参すること。
ホ

プレゼンテーションの会場には県でプロジェクタとパソコンを用意するので，パソコン

を使用して説明することも可とする。
４

審査結果の通知及び公表
審査結果は，応募者全員に文書により通知する。
また，「入札結果等の公表要領（平成２０年４月１日施行）」に基づき，見積合わせの結果及

び選定に係る下記の事項を公表する。
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（１） 参加者名称
（２） 選定された候補者の名称と得点
（３） 他の参加者の得点（得点を点数順に記載するのみで，参加者名は列記しない）
（４） 選定委員名
５

業務委託候補者の選定の取消
次の場合は，業務委託候補者の選定を取り消し，３による評価点数の合計が次点の者を業務委

託候補者とする。
（１） 業務委託候補者が辞退した場合。
（２）

入札参加業者登録簿に登録されている業務委託候補者が，第７により委託契約を締結す

るまでの間に登録を取消された，又は入札参加資格制限を受けた場合。
（３）

第７により委託契約を締結するまでの間に，第２の応募資格を有しないことが判明した

場合。
第６ 失格事由
次のいずれかに該当する場合は，失格とする。
（１） 故意に選定委員会の委員に接触する等審査の公平性に影響を与える行為があった場合。
（２） 提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合。
（３） 本募集要領等に従っていない場合。
（４） 同一の提案者が，２件以上の企画提案書を提出した場合。
（５）

民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反），第９３条（心裡留保），

第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案。
（６） その他応募者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合。
第７ 委託契約の締結
１

委託契約先
本業務は，原則として，業務委託候補者に委託する。

２

仕様の決定
委託する仕様内容は，プレゼンテーションの審査結果通知後，仕様書及び企画提案された内容

を踏まえ，県と業務委託候補者とで協議の上決定する。
３

見積合わせの実施
県は，業務委託候補者と別途見積合わせを実施し，概算契約金額を確定した後に契約を締結す

る。契約条件は，「委託契約書」による。
４

その他
本業務の実施により知り得た業務上の秘密は，契約期間に関わらず，第三者に漏洩してはなら

ない。
第８ その他
１

提出された企画提案書等は，情報公開条例その他の法令の規定に基づき，開示する場合がある。
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（別表１）宮城県入札契約暴力団等排除要綱 別表
措
１

置

要

件

登録業者の役員等（法人の場合は，非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表
者，その他の団体の場合は，法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等，個人の
場合は，その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員である
場合，又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

２

登録業者又はその役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損
害を加える目的をもって，暴力団，暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」とい
う。）の威力を利用するなどしていたと認められるとき。

３

登録業者又はその役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認め
られる法人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に
協力し，又は関与していると認められるとき。

４

登録業者又はその役員等が，暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。

５

登録業者又はその役員等が，暴力団等であることを知りながら，これと取引したり，又は不当
に利用していると認められるとき。

注）使用人が，登録業者のために行った行為は，登録業者の行為とみなす。
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（別表２）評価基準
審査項目

審査の観点

１ 全般

配点
【10】

本事業の趣旨をよく理解しており，基本的考え方，仕様内容等に沿った提案である
か。
２ 企画・構成
①学生のものづくり・地域産
業への興味関心の醸成

10
【75】

・学生がものづくり・地域産業への興味関心を持つ
ような構成，演出，表現となっているか。
・学生が働くイメージを身近に感じられるような内

20

容となっているか。
②関係者のものづくり・地域
産業への理解度の向上

・学生が就職する際に相談する，保護者や教員等が
見ても，ものづくり・地域産業への理解度が向上
するような内容及び構成となっているか。

③学校の授業での利活用

・動画閲覧により，就職先あるいは大学進学後の選
択肢として検討する契機となる等，授業等での活
用がしやすい内容及び構成となっているか。

④幅広い場面での利活用

15

15

・学校での授業以外で学生が自宅等で閲覧する場
合，取材した県内ものづくり企業等が合同企業説
明会等で説明する場合，県が事業の成果としてＰ

5

Ｒする場合等，幅広い場面での利活用がしやすい
内容及び構成となっているか。
⑤早期離職防止

・社会に出たことのない学生が見ても就職後とのギ
ャップを感じず，キャリア教育の面でも有効的な
情報となっているか。

⑥情報発信・自由提案

・動画の情報発信効果をさらに高め，県内ものづく
り企業等の認知度向上を図るための方法等，独自
の提案があり，その内容が優れたものであるか。

３ 業務遂行能力関係
①業務遂行能力

5

15

【15】
・提案内容を確実に履行できる組織体制であるか，
業務実績は良好か。

②スケジュール

・実施スケジュールは妥当なものと認められるか。

③積算内訳

・積算内訳や単価等は妥当であり，業務内容と整合
性が図られているか。

合 計

5
5
5
【100】
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