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１ 動画広告制作・配信の目的 

【業務の目的】 

循環器病（脳血管疾患※１及び虚血性心疾患※２）は急激に発症し、数分から数時間の単位で

生命に関わる重大な事態に陥り、突然死に至ることもある。たとえ死に至らなくとも、特に

脳卒中においては重度の後遺症を残すことも多い。また、循環器病は、悪性新生物に次ぐ死

亡原因の第２位、介護要因の第１位となっている。 

このため、患者やその家族等が発症を的確に認識し、速やかに救急要請等を行い、早期に

適切な治療を提供する医療機関を受診することで後遺症を含めた予後が改善される可能性

がある。そこで、発症の前兆及び症状に対する知識や発症時の緊急受診の重要性を認識し、

適切な対応ができるように県民への啓発を目的とする。 
 
※１ 脳血管疾患（脳卒中）は脳の動脈に何らかの障害が発生し、それによって脳の機能が失われて 

   全身に影響を与える状態。脳の血管が詰まるタイプ（脳梗塞）と、脳の血管が破れるタイプ 

      （脳出血・くも膜下出血）に大きく分けられる。急に倒れて意識がなくなったり、半身のまひ 

      が起きたり、ろれつが回らなくなったりする発作が起きる。 

※２ 心臓に何らかの障害が起き、冠状動脈が動脈硬化のために細くなってしまい、心臓を動かし

ている心筋に酸素や栄養が十分に行き渡らなくなることが原因。そのため、心筋が一時的に

血液不足になって胸に痛みを引き起こしたり（狭心症）、完全に血管が詰まってしまい、胸に

激烈な痛みを生じたりといった症状がある（心筋梗塞）。特に心筋梗塞は突然死の最大の原因

と言われている。 

 厚生労働省 スマートライフプロジェクト https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/disease/ 

 厚生労働省 e-ヘルスネット https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic-summaries/m-05 

 

【委託業務の目的】 

ヒートショックによる循環器病の発症リスクが高まる冬期の啓発がより効果的と考え、イ

ンターネット動画共有サービス「YouTube」のインストリーム広告（動画の視聴前や視聴途

中に再生される動画広告)で、主要ターゲットを３０～６０代とした動画広告を配信し、死亡

や後遺症に直結する発症時の対応を適切に行えるよう県民への啓発に繋げることを目的と

する。 

 

２ 動画広告の主要視聴ターゲット 

山梨県内在住の３０代～６０代 

 

３ 動画広告の制作手法について 

（１）YouTubeのインストリーム広告（再生開始５秒程度でスキップ可能となる）の特性を考

慮し、序盤（再生開始５秒間）に、印象に残る力強いメッセージ性を有する動画となるよ

う、構成を工夫すること。 

（２）視聴ターゲットに対し、主な前兆症状や、発症直後の対応等、県民への啓発により適切

な発症時の早期治療につながる内容とするため、制作手法を工夫すること。 

（３）山梨県の広告と分かるようにすること（手法は自由）。 

 

https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/disease/
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４ 委託業務内容 

（１）動画広告の企画・制作 

下記の配信期間に脳血管疾患及び虚血性心疾患、各１本の動画広告の企画・制作。 

【配信期間】 

令和４年11月１日（火）～令和５年２月28日（火）（４か月間） 

（２）提出物（成果物） 

県保管用テープ（ＨＤ） １本 

県保管（ホームページ）用動画ＤＶＤ １枚 

県保管（ホームページ）用画像ＣＤ １枚 

パブリシティ用動画ＤＶＤ 

（市販のＤＶＤプレーヤーで再生可能なもの） 

３枚 

パブリシティ用画像ＣＤ １枚 

（３）成果物の提出期限 

成果物は、次の期限までに提出すること。なお、YouTubeで広告配信するための事前審

査を完了したものを成果物として提出すること。 

配信時期 成果物提出期限 

令和4年11月1日(火)～令和5年2月28日(火) 令和4年10月20日(木) 正午 

（４）制作した動画広告の配信 

制作した動画について、次のとおり広告配信すること。 

広告種別 YouTubeインストリーム広告（True View）方式 

※ ５秒でスキップ可能、視聴者が全て視聴した時点で１再生とカ

ウント 

ターゲット エリア：山梨県 年齢：３０代から６０代 

目標再生回数 各動画１０万回 

備考  広告の視聴状況や視聴者の反応を考慮しながら、県と協議

の上、ターゲット等について調整を行うこととする。 

 委託期間が満了した時点で再生回数が目標に到達していな

い場合は、県は、予め契約書にて規定する広告配信手数料

（定額）と媒体費・営業管理費（再生回数に応じ変動）を

受託者へ支払うものとする。 

（５）動画広告制作及び配信に係る委託料上限額 

３，８２８千円以内（消費税及び地方消費税相当額含む） 

（６）その他権利関係の処理 

動画を、YouTubeでの配信以外で、県ホームページ、県施設内、県関係イベント、報道

番組やデジタルサイネージ等でも放映することがある。これらの放映・送信・表示に支障

のない様、権利関係を処理すること。 
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５ 委託業者選定 

（１）委託業者選定方法、企画提案の条件 

委託業者は、企画提案プレゼンテーションにより選定する。 

企画提案に要する一切の費用は、提案者の負担とし、提出書類は返却しない。 

著作権法等の法令を遵守することとし、企画書の記載が、法令に基づいて保護されてい

る第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うこと

とする。 

（２）選考日程 

①企画提案募集要項等の交付開始        令和４年６月２１日（火） 

②企画提案に係る質問の受付期限        令和４年６月３０日（木）午後５時 

③質問に対する回答期限                令和４年７月 ５日（火） 

④企画提案書の提出期限                令和４年７月２１日（木）午後５時 

⑤企画提案に係る審査         令和４年７月２５日（月） 

（３）企画提案に関する質問の受付 

募集要項等に関する質問は、質問票（様式第３号）により受け付ける。 

①受付期限 令和４年６月３０日（木）午後５時必着 

②質問方法 ７の担当所属の電子メールアドレスあてに、電子ファイルを送信すること。

電子メールの件名は「動画広告プロポーザル質問」と記すこと。 

③回答方法 質問に関する回答は、令和４年７月５日（火）までに 

       山梨県福祉保健部健康増進課ホームページに掲載する。

（https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/index.html） 

④その他 電話や口頭での質問には応じない。なお、本企画提案に関係ない質問や、

本企画提案に公平性を保てない等と判断した場合には、回答しないことも

ある。 
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（４）企画提案書等の提出 

 企画提案書等以下の書類を令和４年７月２１日（木）午後５時までに、７の担当所属あ

てに郵送又は持参により提出すること(必着)。 

 ①期限までに企画提案書等を提出した者を対象に、プレゼンテーションを実施するもの 

  とする。 

 ②持参での受付は、平日午前９時から正午及び午後１時から５時までとする。 

 ③郵送により企画提案書等を受け付けた場合には、事務局から電話での確認の連絡を行 

  うので、郵送後３営業日以内に連絡がない場合は、事務局に問い合わせること。 

 ④提出期限後における企画提案書等の再提出、差し替えは一切認めない。 

【提出書類一覧】 

書 類（提出部数） 備 考 

① 企画提案書（７部） 

・企画書：動画広告（脳血管疾患及び

虚血性心疾患、各１本）を

とおした基本方針、全体的

なコンセプト等を記載 

・絵コンテ案：動画広告（脳血管疾患

及び虚血性心疾患、各１

本）について、各２案以内

を提出するものとする。 

※ 社名及び社名等が特定される情報は、

企画提案書に入れないこと。 

※ 企画提案書（企画提案書作成要領参

照）は、Ａ４版、７部（正本１部、副

本６部）提出すること。 

※ ２案を提案する場合は、それぞれ案

A、案Bと表示すること。 

※ パンフレット等の添付がある場合は、

別綴りにすること。 

② 見積書（１部） 委託業務全体（動画広告制作及び配信）に係

る見積書を、内訳付きで提出すること。 

③ 会社・業務概要（１部） 名称、代表者氏名、所在地、法人の経営方針、

人員（従業員数）、業務の概要等。 

④ 誓約書（様式第１号）  

⑤ 受託実績整理票（様式第２号） 本業務と類似実績もしくは関連のある業務

の実績など３件以内を記載すること。 
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（５）企画提案プレゼンテーション 

① 開催日 令和４年７月２５日（月）午後 

② 審 査 本県職員から構成される企画提案審査委員会が行う。 

③ 会場等 山梨県庁 会議室（予定）(所在地：甲府市丸の内１－６－１) 

※ 時間・場所等の詳細は、企画提案書を提出した者に対し、別途通

知する。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、Ｗｅｂ審査会または書

面審査のみとする場合もある。 

④ 順番等 応募作品等の提出順により決定する。 

各応募者のプレゼンテーション開始時間は、７月２２日（金）午後５

時までに電話にて連絡する。 

当日は、開始時間１５分前までに控え室へ入室すること。 

⑤ その他 ※ 時間は１社あたり３０分程度（質疑応答含む）とする。 

※ 県がプロジェクター、ＨＤＭＩケーブル及びスクリーンを準備す

るが、ＰＣ等は提案者が用意すること。なお、自前のプロジェク

ターの持ち込みも可能。また、ＰＣやプロジェクターの使用は任

意とする。 

※ 提出した企画提案書、絵コンテ案により企画コンセプト、内容等

についてプレゼンテーションすることとし、追加提案の説明や追

加資料の配付は認めない。 

※ やむを得ない事情がある場合を除き、プレゼンテーションに欠

席、または、遅刻した場合は、選考から除外する。 
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（６）企画提案の評価基準 

下記に示す審査項目について、評価の観点を基に配点し（最高点５点、最低点０点： 

２５点満点）で評価したものを審査点とする。 

各審査員の審査点を合計して総合点を算出し、最高得点を得た者から順位を付けるも

のとする。ただし、順位決定を行う際に、同位の提案者が複数ある場合は、審査員の多数

決により順位を決定する。 

なお、総得点が１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目が

ある場合は、契約締結候補者に選定しないことがある。 

審 査 項 目 評 価 の 観 点 

基本方針・全体的なコンセプト 本業務における基本的な考え方、実現すべき

目的、コンセプトは明確か。 

企画内容 (a)知識・ 

 行動の喚起 

視聴者に対し、循環器病の前兆への理解や発

症後の適切な対応を促す内容となっている

か。 

(b)印象度 

 

 

最初の５秒で視聴者を引きつけ、企画構成、

演出、映像音声技法等が視聴者に理解しやす

く、印象に残る、力強いメッセージ性を有す

るものであるか。 

(c)話題性 新聞・雑誌等、他のメディアでも取り上げら

れるような話題性が期待できるか。 

実施体制・事業遂行能力 事業実施にあたり、実施体制と管理体制が整

っており、事業を効果的に実施・管理運営で

きる体制か。 

また、類似事業の受託実績があるか。 

 

６ 審査後のスケジュール 

（１）審査結果の通知 

 審査結果については、選定・不選定にかかわらず審査結果通知を発出する。 

 なお、企画提案の効力について、次のいずれかに該当するときは、その者の企画提案は

無効とする。 

  ①企画提案に参加する資格のない者が提案したとき 

  ②所定の日時及び場所に企画書を提案したとき 

  ③同一人が２件以上の企画提案をしたとき 

  ④企画提案に関してその他不正な行為があったとき 

  ⑤見積書の金額が不明な企画提案をしたとき 

  ⑥その他、指示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき 
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（２）受託者選定後のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

８月上旬～ 打ち合わせ会議（採用通知から１週間程度） 

委託契約締結 

動画広告制作開始 

（適宜打ち合わせ、編集立ち会い等） 

※以後、試写、必要に応じて修正 

１０月２０日（木） 成果品納品（脳血管疾患及び虚血性心疾患、各１本） 

※事前審査を完了したもの 

１１月 １日（火） 動画広告配信開始 

 

７ 担当所属 

山梨県 福祉保健部 健康増進課 健康企画担当 

電話 ０５５－２２３－１４９３ E-mail：kenko-zsn@pref.yamanashi.lg.jp 

 

【様 式】 

様式第１号  誓約書 

様式第２号  受託実績整理表 

様式第３号  質問票 

 

 


