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平成２８年 ５月２３日 

「飼料米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作」の 
企画競争に係る公募について 

 
一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

 

 下記により企画競争によるＤＶＤビデオ制作業務の実施者を公募します。 

 

記 

１ 企画競争に付する業務 

  飼料用米の生産利用の拡大及び推進を図るため、飼料用米の低コスト及び多収生産に結

びつく栽培技術等を紹介するＤＶＤビデオを制作する。 

 

２ 業務の目的 

  飼料用米は、新たな食料・農業・農村基本計画において、平成 37 年度の生産努力目標を

110 万トンに設定し、その確実な達成に向けて必要な支援を行う旨が明記されたところで

あるが、今後、飼料用米の生産拡大を円滑に進めていくためには、収量の向上や生産コス

トの低減等が課題となっている。 

  このため、飼料用米の低コスト及び多収生産を紹介するＤＶＤビデオを制作・配布し、

より一層の飼料用米の利用拡大及び推進を図る。 

 

３ 業務名、業務の内容 

（１）業務名 

「飼料用米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作業務」 

（２）業務の内容 

   別添１仕様書による 

４ 企画書の提出者の資格要件 

  次のいずれも満たすものであること。 

（１）予算決算令及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しない者であること。 

（２）過去において、農業、畜産関係の報道番組または普及啓発ＤＶＤ等のビデオ制作受託

の実績があること。 

（３）豊富な農業関係の映像ライブラリーを保有しているか、農業関係映像ライブラリーを

利用することが可能であること。 

 

５ 参加誓約書 

  ４の参加資格を有することの誓約書を、別添「参加誓約書様式」に基づき作成し提出す

ること。 

なお、参加誓約書には会社（団体）の業務内容が分かる定款・規約、業務実績が分かる
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総会時等の資料及び記の４の（２）の制作実績等を添付する。 

 

６ 企画競争に係る説明会 

平成２８年５月２５日（水） １１：００～１１：３０ 

東京都千代田区神田紺屋町８ アセンド神田紺屋町ビル４Ｆ 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 会議室 

なお、説明会の出席の有無を、本企画競争の参加要件とはしない。 

 

７ 契約について 

（１）契約の限度額は次のとおりとする。 

   ４,０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）契約保証金は免除する。 

（３）本業務に係る請負契約は、契約予定者との協議が調い次第、当協会との間で締結する。

ただし、契約条件が合致しない場合には、請負契約の締結ができない場合もある。 

（４）契約及び業務期間は契約締結日から平成２９年２月末日までとする。ただし、契約相

手方は成果物案を契約終了日以前に協会宛に提出し、協会はその内容について検討後、

不明な点等がある場合は、契約相手方に対しその内容について随時問い合わせ、修正依

頼をすることができるものとする。 

（５）契約の相手方は、制作に係る経費等について取りまとめの上、別途定める請負契約書

に基づき、実績報告書を提出するものとする。当協会は、当該実績報告書の内容を審査

の上、契約相手方に請負費を支払うものとする。ただし、制作の進捗状況と必要性に応

じ、請負契約額の８０％を上限として概算払いを行うことができるものとする。 

 

８ 応募書の提出について 

（１）応募書の提出は別添「応募書提出様式」に基づき作成し提出すること。 

（２）「応募書提出様式」の１の応募書の作成様式は任意とする。また、同様式１の（５）の

その他ＤＶＤビデオ制作上参考となる事項については必須事項としないものとする。 

 

９ 応募書の提出に当たっての留意事項 

（１）応募書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。 

（２）契約にいたらなかった応募書は、当該提出者に無断で２次的に使用しない。 

（３）提出された応募書は、原則として当該提出者に返却しない（返却を希望する場合は事

前に申し出ること）。 

（４）応募書に虚偽の記載を行った場合は、当該応募書を無効にするとともに、提出者に対

して以後一般競争参加の停止を行うことがある。 

（５）契約した応募内容については、公表する場合がある。 

 

10 応募書等の提出先及び提出期限、連絡窓口 

  参加誓約書及び応募書については、封筒に収納の上、郵送又は持参により提出するもの
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とする。 

（１）提出先 

  〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町８ アセンド神田紺屋町ビル４Ｆ 

        一般社団法人 日本草地畜産種子協会 総務部あて 

（２）提出期限 

   平成２８年６月６日（月） 午後５時必着  

（３）連絡窓口 

   一般社団法人 日本草地畜産種子協会 草地畜産部（担当：矢﨑 聖二） 

   ＴＥＬ：０３－３２５１－６５０１  ＦＡＸ：０３－３２５１－６５０７ 

 

11 契約候補者の選定 

（１）契約候補者の選定は有識者及び当協会の役職員により構成する審査委員会において、

別添２の「応募に対する審査項目及び審査方法等について」に則って実施するものとす

る。 

（２）応募書の審査項目及び審査方法は、別添「応募に対する審査項目及び審査方法等につ

いて」に記載したとおりとする。 

（３）審査の結果、限度額の範囲内の額を提示した者のうち、最も優秀とされてものを契約

候補者とする。ただし、契約候補者は契約の相手方として最適とされただけであり、契

約手続きの完了までは、協会との間に如何なる契約関係を生じるものではないものとす

る。 

 

12 成果品の著作権の帰属等 

本業務により発生した著作権は、一般社団法人日本草地畜産種子協会に帰属するものと

する。また、当協会は契約相手方に断りなく協会のホームページ、発行物等に当該成果物

を利用することができるものとする。 

 

13 その他 

（１）審査の内容は公表しないこととし、審査結果は、全ての参加者に対して後日通知する

ものとする。 

（２）請負契約に関する詳細については、別途定める請負契約書によるものとする。 

（３）採用された応募書の内容は、審査委員の意見を踏まえて修正を求めることがある。 

 

 

担当、問い合わせ窓口 

一般社団法人日本草地畜産種子協会草地畜産部（担当：矢﨑） 

 ＴＥＬ：03-3251-6501   ＦＡＸ：03-3251-6507 

Ｅ-mail：yazaki@souti-fsa.or.jp  
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別添 参加誓約書様式 

 

番       号 

年   月   日 

 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

会  長  野 口 政 志  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

 

「飼料用米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作業務」 

の企画競争参加に係る誓約書 

 

平成２８年度標記ＤＶＤビデオ制作業務の企画競争に応募するにあたり、「飼料用米低コス

ト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作の企画競争に係る公募について」の記の４の資格要

件を有する者であることを、誓約します。 

 

 なお、提案に関する担当者は次のとおりです。 

 

（担当者） 

所属部署 

氏名 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

 

 

注： 会社（団体）の業務内容がわかる定款・規約、業務実績が分かる総会時等の資料、及 

び「飼料米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作の企画競争に係る公募」につ

いての記の４の（２）の制作実績等を添付して下さい。 
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別添 応募書提出様式 

番     号 

年  月  日 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

会  長  野 口 政 志  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

「飼料用米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作業務」応募書の提出について 

 

 

標記ＤＶＤビデオ制作業務を受注したいので、下記のとおり応募書を提出します。 

 

記 

 

１ 応募書 

（１）応募案（別添仕様書に基づいて作成） 

（２）ＤＶＤビデオ制作方法 

（３）ＤＶＤビデオ制作実施体制 

（ＤＶＤビデオ制作に携わる責任者の略歴・実績、実施体制等） 

（４）ＤＶＤビデオ制作のスケジュール 

（５）その他ＤＶＤビデオ制作上参考となる事項 

２ 見積書（下表により、積算内訳を付記し、作成すること） 

                             （単位：円） 

区分 予算額 積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 担当者 

所属部署 

氏名 

ＴＥＬ／ＦＡＸ      

Ｅ-mail 
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別添１ 
「飼料用米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作業務」仕様書 

 

１ 本編時間   ２５分程度 

２ 制作枚数   ４００枚 

３ 納入期日   平成２９年２月末日 

４ タイトル   飼料用米低コスト・多収生産技術の基本 

５ 制作限度額  ４００万円 

６ ＤＶＤの基本構成 

 

１）多収専用品種の選定 

  地域の気象条件に合致した適正な品種選択が低コスト生産実現にとって重要であること

を、下記に沿って紹介する（7 分程度）。 

（１）地域別多収品種紹介（専用品種） 

（２）多収品種の特徴（玄米の収量が高い、耐倒伏性を備えている） 

（３）窒素吸収特性（多収を達成する必要窒素量） 

 

２）安定多収栽培技術 

  食用品種との作業時期競合を回避し、かつ十分な登熟を得るための作型、作期を選択し

安定した多収栽培実践のために重要な管理、対策を下記に沿って紹介する（7 分程度）。 

（１）肥培管理（地力の評価、堆肥活用、多肥栽培） 

（２）水管理（早期落水は減収要因。完全落水のタイミング） 

（３）漏性イネ対策（耕起時期の影響。防除体系適用。除草剤選択） 

（４）病害虫予防（早期確認、早期防除） 

   （５）雑草対策（除草剤の適切な使用） 

３）低コスト栽培技術 

  生産費の削減及び作期分散に有効な直播栽培技術により栽培合理化を図ること、収穫 

期を遅らせて立毛状態でできるだけ籾水分を低下させ、乾燥にかかるコスト削減を図る 

ことを紹介する。 

また、コスト評価事例を示し、コストの削減効果を紹介する。 

（10 分程度） 

（１）直播栽培（乾田直播、湛水直播、初期雑草対策） 

（２）立毛乾燥（品種選定、気象条件、鳥害） 

（３）事例に基づいた生産費の紹介 

 

４）まとめ 

  １）～３）で紹介した内容の重要部分についてフリップにまとめ、最後に紹介する。 
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別添２ 

応募に対する審査項目及び審査方法等について 

 

１ 応募資格の有無 

  「飼料米低コスト・多収生産のためのＤＶＤビデオ制作」の企画競争に係る公募につい

ての記の４の（１）～（３）により確認する。 

 

２ 審査項目は下記７項目とする 

（１）公募内容の理解度 公募者の制作目的、仕様書内容について理解しているか。 

（２）提案内容の優秀性 提案内容に具体性、妥当性、実現可能性があり、それが優れてい

るか。 

（３）提案内容の独創性 独自の発想に基づく提案内容が含まれているか。 

（４）業務遂行の安定性 請負業務を遂行するための適切な人員を有しているか。 

専属の担当者を設置する等の請負業務実施体制は十分か。 

スケジュールに無理がなく請負業務を安定的に遂行できるか。 

（５）業務成果の中立性 適正公平な成果を示すことが出来るか。 

（６）必要経費     請負業務内容に見合った適切な経費であるか。 

請負業務を円滑に実施するために必要な経営基盤を有しているか。 

（７） 専門的知識    請負業務を遂行するに当たって十分な専門的知識を有しているか。 

 

３ 審査方法 

（１）応募資格を満たしている者について、応募書の内容を審査項目別に採点する。採点は

５段階の評点（５点＝優れている、４点＝やや優れている、３点＝普通、２点＝やや劣

っている、１点＝劣っている）とする。ただし、特に重要な要素については点数に重み

付けを行う。 

（２）次に、各審査委員の審査項目別採点を合計した後、審査委員別の全体の平均値を算出

する。平均点は小数点以下第２位を四捨五入して表示する。 

（３）総合評点は審査委員全員の平均値で表示し、３．５０点以上である者のうち、最も優

秀とされたものを契約候補者とするものとする。 

（４）総合評点の最高得点者が複数いて同点の場合、応募者全員が基準の平均値３．５点を

満たさなかった場合の対応については、審査委員会で協議し契約候補者を選出する。 

 

４ 審査委員会について 

（１）開催予定日   平成２８年６月８日～１０日 

（２）審査      専門家及び事務局等６名で実施 

 

 


