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「ちばアート祭２０２０」企画・運営業務委託仕様書（公募用） 

 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、千葉県（以下「県」という。）が発注する「ちばアート祭２０２０（以下「アート

祭」という。）」企画運営業務の企画提案募集及び委託に付す場合において適用される主要事項を示

すものである。 

  この仕様書は、業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書（契約書に添付するもの）

は、受託者決定後に県が作成する。 

 

２ 実施目的 

  オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、本県の文化的魅力を発信する絶好

の機会であるため、県では、千葉の文化的魅力を特徴づけるモノ・コトとして「ちば文化資産」を

１１１件選定した（別紙１）。 

  この「ちば文化資産」を会場や作品のテーマとして活用し、あらゆる人々が文化の担い手として

参加・体験することができるアート祭を実施することで、本県の文化的魅力の発信及び文化力向上

と地域の活性化を図る。 

 

３ イベント概要 

（１）タイトル：ちばアート祭
さい

２０２０
にーぜろにーぜろ

 

 

（２）会場：以下の２地域を会場とする。地域ごとに以下に示す場所を会場とし、それぞれの地域の

特徴を生かしたイベントとして一体感を持った事業内容とすること。 

ア 千葉地域 【特徴：都市の中の公園】 

（ア）千葉県立美術館（以下「美術館」という。）（第７展示室（予定）） 

（イ）千葉ポートパーク円形広場・斜面（以下「パーク」という。） 

（ウ）千葉ポートタワー（以下「タワー」という。） 

イ 香取地域 【特徴：江戸情緒の街並み】 

（ア）小野川 

（イ）香取市上
うわ

川岸
が し

小公園（以下「小公園」という。） 

 

（３）開催期間：千葉地域・香取地域とも令和２年８月１日（土）～９月６日（日）とし、以下の事

項に留意すること。 

ア 千葉地域 

※美術館は８月４日（火）～１６日（日）の９時から１６時３０分まで（原則毎週月曜日 

休館）。 

※タワー及びパークは８月１日（土）～９月６日（日）まで利用可。また、タワーにおいて、 

タワーの自主企画によるイベント・ワークショップ等が実施される可能性がある。 

※時間帯は、夕方～夜を中心に、２２時までとする。（近隣に住宅・マンションがあることを 

考慮すること。） 

  イ 香取地域 

    ※小公園は、８月１日（土）～９月６日（日）までの土・日・祝日で、原則１０時から 

２０時まで。なお、小公園の自主企画等によるイベント・ワークショップ等が実施 

される可能性がある。 

    ※小野川は８月１日（土）～９月６日（日）までの１９時から２２時までとし、開催期間中、

展示の一時休止期間を設ける可能性がある。 
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（４）キーワード：①「子ども・若者」、②「未来」、③「体験」、④「多様性」 

・県内に所在する大学等と連携し、若者が文化芸術活動の担い手として参加する機会を設け

るとともに、作品を鑑賞するだけでなく、体験することのできる事業を取り入れること 

で、未来の担い手となる子ども・若者の参加を促す。 

   ・千葉県の文化的魅力を特徴づける「ちば文化資産」を未来に継承するため、会場及び公募作品の

テーマとして活用することで、県民等が「ちば文化資産」の魅力を再認識する契機とする。 

   ・世代や障害の有無等に関わりなく、多様な人々が参加・体験できる取組を行うことで、 

県民等が文化芸術活動を行う機会及び千葉の文化的魅力に触れる機会を創出し、文化芸術 

活動の裾野を広げる。 

 

（５）アート祭で展開するコンテンツ及びイベント 

ア 初日のオープニングイベント（点灯式含む） 

イ 「ちば文化資産」をテーマにした絵画及び写真公募展及び授賞式 

ウ 県が調整するデジタルアート作品展 

エ 県が調整するワークショップ等（香取地域・小公園）及び独自提案によるその他ワーク 

ショップ・集客イベント等（千葉地域） 

 

（６）参加費用 

・「ちば文化資産」をテーマにした絵画及び写真公募展の出品料及び観覧料、美術館で実施する

コンテンツの観覧料は無料とする。 

・県が調整するデジタルアート作品の観覧料は無料とする。 

・上記以外のコンテンツについては出展（店）者、参加者の過度な負担とならない範囲で受託者

又は出展（店）者において費用を徴収することを可とする。 

 

４ 企画提案内容 

（１）提案にあたっての基本的な考え（各会場のテーマ及び本事業に対する考え方） 

 

（２）運営体制 

・運営責任者を設置し、原則として契約開始から事業完了まで交代は行わないこと。 

・本業務全体を円滑に運営するために必要なスタッフの手配（ボランティアの活用も可）・ 

管理・運営を行うこと。 

・本業務が円滑に実施され、かつ高い効果の獲得が可能な体制を構築すること。 

・緊急時（災害発生時、怪我・病人発生）等の危機管理対応を含め、安全かつ確実に業務が実

施できる体制を構築すること。 

 

（３）運営計画（契約後から事業完了までの全体スケジュール） 

 

（４）見積書 

 

（５）千葉地域の会場レイアウト 

   ・施設毎に会場内レイアウトを図示すること。 

・会場として使用する施設の図は別図１「千葉県立美術館 フロアマップ」及び別図２ 

「千葉ポートパーク平面図」、別図３-１・２「千葉ポートタワー 平面図（１F、２F、 

４F）」を参照すること。なお、パーク内で使用可能なエリアは赤線内であるが、独自提案の

集客イベント等は円形広場を中心とすること。 

    ※円形広場は広いことから、会場内が閑散とした印象とならないよう、レイアウトを工夫 

すること。 

※県が調整するデジタルアート作品は、ポートパーク斜面（黄枠付近）を予定している 

ことに留意すること。   

 ・千葉市みなと活性化協議会や千葉商工会議所等の地元活性化団体等と連携を図り、近隣の

ケーズハーバー等を会場の一部とすることは差し支えないが、その場合は別途、使用範囲

及びレイアウトを図示すること。 
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（６）来場者の滞在時間を延ばす取組 

   ・千葉地域の来場者が、会場に長く滞在でき、かつ、満足度を高める取組（会期中キッチンカー

を展開する、会場内に休憩スペースを設ける等）を提案すること。なお、実施に伴い必要とな

る手続きは８-（４）に従い行うこととし、実施場所等は４-（５）に従い図示すること。 

 

（７）「ちばアート祭」期間中のタイムスケジュール 

   ・４-（８）で提案するイベント毎に会場設営・リハーサルから撤去までを含めて作成すること。 

 

（８）各コンテンツ及びイベントの企画内容 

※各コンテンツ及びイベントの詳細は、別紙２「３－（５）に掲げるコンテンツ及びイベントに

ついて」を参照のこと。 

  ア 初日のオープニングイベント（点灯式含む） 

    ・会場、実施時間帯、内容 

イ 「ちば文化資産」をテーマにした絵画及び写真等公募展 

（ア）作品の募集・審査 

・本年度の「ちばアート祭２０１９」の内容に加えて、新たに提案することも可とする。 

    ※授賞式については企画提案に含めない。 

（イ）作品の展示 

    ・美術館での展示レイアウト及び、タワー１Fの展示スペース以外を活用する場合はその

レイアウト、応募作品すべてが展示できない場合の対応策。 

ウ 独自提案によるワークショップ等の実施 

  ・千葉地域で実施するワークショップ等（使用施設はタワー及びパークを基本とする）の 

会場、内容、運営体制、参加者の熱中症対策などの安全対策。 

エ その他集客イベント等の実施 

  ・千葉地域での実施内容及び出演者等（出演者等の選定方法（公募・招聘等）、属性（プロ・

アマ等）等）、使用会場のレイアウト、実施時間帯、参加者の熱中症対策などの安全対策。 

オ その他（任意） 

  ・公募展への応募意欲を上げるための写生会・撮影会の実施・SNS キャンペーンの実施等。 

 

（９）最寄り駅から会場までの誘導計画の作成 

    ・最寄りの駅（千葉みなと駅及び佐原駅）から、各会場まで徒歩約１０分を要することから、 

     来場者が会場まで期待感を持って到着できるよう、別図４及び５の推奨ルートに、案内看

板設置や、装飾などのサイン計画及び誘導計画を作成し提出すること。（誘導 

計画に沿った人員配置に必要な人件費を含むこと。） 

※特に円形広場入口付近でアート祭が実施されていることが来場者に明確に伝わるように

計画すること。 

※看板設置等にあたり必要な手続きは８-（４）に基づき受託者において行うこと。 

※美術館を装飾する際は、美術館西側の植え込み部分のみ使用可能である。 

 

（10）「ちばアート祭」開始までの期間のプロモーションについて 

    ・業務委託契約締結後、「ちばアート祭」の機運醸成を図っていくためのプロモーション 

内容と実施スケジュールを提案すること。 

 

（11）各種媒体を活用した広報宣伝業務 

  ・使用媒体毎の実施（掲載）回数、期間、作成部数（リーチ数）等。 

    ・「ちばアート祭」を周知するとともに、誘客を図るために効果的な広報媒体を活用すること。 

    ・本事業内で本事業と直接関係しない取組の広報宣伝活動を行う場合は、事前に県の承認を

得ること。 

・絵画及び写真等公募展の作品募集及び「ちばアート祭」開催告知のため、以下の①～⑤ 

の広報宣伝を行うこと。 
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①ポスター（B2判）の作成及び駅（JR千葉みなと駅及びJR佐原駅）への掲出 

②絵画及び写真等公募展作品公募チラシの作成及び配付 

③「ちばアート祭」開催告知チラシの作成及び配付 

 ※チラシには以下の内容を盛り込むこと。 

  a.最寄り駅から会場までの動線を示したマップ 

  b.会場内で実施される展示・イベント等の案内 

  C.会場付近で実施されるイベント及び観光案内 

④ホームページの作成 

※ホームページを作成するにあたっては「千葉県ホームページ運営要領」を遵守すること。 

    ⑤その他 誘客につながる効果的な広報 

（未就学児・中高生等をターゲットとした公募展作品募集の情報発信等） 

   ※紙媒体、SNS等を利用したインターネット広告、イベント等の種類は問わない。 

 

※紙媒体の納品・配布先・配布数等については、県と協議のうえ決定すること。 

※②、③には多言語版HPにリンクされる２次元バーコードを付けること。 

※④は日本語を含む２か国語以上に対応させること。 

 

（12）キャッチコピー・ロゴマークの作成 

    ・キャッチコピー及びロゴマークは、県から提供された「ちばアート祭２０１９」のものを

ベースに加工すること。なお、作成したキャッチコピー及びロゴマークは成果物として県

に譲渡すること。 

 

（13）提案に当たり工夫した点やアピール事項 

 

５ 企画提案にあたっての留意事項 

  ・世代・障害の有無等に関わらず、多様な方が出品・観覧・体験がしやすい内容とすること。 

  ・具体的かつ実現可能な内容で企画提案すること。 

  ・提案のあった出品者、出演者・団体、司会者は県と協議のうえ最終的に決定する。 

  ・アート祭を通じて「ちば文化資産」及び千葉の魅力を発信できる提案であること。 

・受託業者がイベント運営に当たり、ボランティアスタッフの起用や、民間企業等から協賛を 

得ることを可とする。 

・提案には以下の①、②、③の取組を盛り込むこと。なお、以下の内容を盛り込んだ提案に 

○障・○地・○学と示すこと。 

①障害者の芸術活動の振興を図る取組。 

②地域の活性化を図る取組（県が連携する千葉市みなと活性化協議会、千葉商工会議所等や、 

その他、会場地近隣に所在するホテルや企業、地元活性化に取り組む団体等との連携事業等）。 

③学生や若者が参画する内容を含んだ取組 

 

６ 委託期間 

  契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

 

７ 委託料の上限 

  ６４，４００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  ※委託料には、３-（５）ウに係る制作・展示施工の費用以外の本業務の実施に必要なすべての

経費を含めるものとする。 

  ※「小公園」以外の施設使用料は委託料には含まず、別途県が手配する。 

 

８ 委託業務内容 

  本業務の遂行に付随して必要になる全ての事項を実施すること（３-（５）ウ県が調整するデジ

タルアート作品展に係る制作・展示施工の業務を除く）。具体的な業務内容は以下の通り。 
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（１）４で提案した内容及び別紙２で受託者が実施することとしている内容の実施 

 

（２）運営マニュアルの作成 

 

（３）会場の設営等 

  ア 施設管理者等との各種調整・協議 

    ・会場となる各施設の施設管理者と丁寧かつ誠実な協議のうえ、業務を進めること。 

  イ 会場設営・管理・撤去 

  （ア）作業が可能な日時 

①美術館 設営：８月３日（月）９時～１７時 

撤去：８月１６日（日）１６時３５分～１８時 

②タワー ７月３１日（金）～９月７日（月）営業時間（９時～２１時）内 

③パーク ７月２５日（土）～９月９日（水） 

     が利用可能であるが、県及び関係施設、受託業者で調整を図り今後決定する。 

  （イ）会場設営・管理・撤去に必要な資材・機材・スタッフの確保 

     ・必要な資材・機材の搬入出、関係車両等の誘導を含む。 

     ・作品展示やイベント、夜間の照明等に必要な電力を確保するための工事、電力の円滑な 

供給 

（ウ）会場として使用する各施設の環境整備・現状復帰 

（エ）看板・案内板等の設置 

   ・県と協議し、必要とした箇所に設置できるよう看板・案内板を作成する。なお、設置 

してある看板・案内板に汚損・破損が生じた場合は、早急に対応すること。 

①美術館 

＜屋外看板＞ 

・美術館正面玄関右側の所定の位置に屋外看板を作成し設置すること。 

・事業名、開催期間を明記し、縦９０㎝×横１８０㎝、横書きを原則とし、屋外に 

２週間設置しても耐えられる仕様とすること。 

＜屋内看板＞ 

・事業名、開催期間を明記し、縦８８㎝×横４３㎝、縦書きを原則とし、美術館の 

マグネット式看板を使用すること。 

     ②４-（９）で提案したサイン計画に基づく看板を作成し設置すること。 

       ・来場者にイベント開催を伝える看板を設置すること。 

       ・屋外に約１か月設置しても耐えられる仕様とすること。 

③県が調整するデジタルアート作品（４作品程度）の説明看板を作成し設置すること。 

  ・作品毎に、最低１枚設置すること（必要数は増減する可能性がある）。 

・サイズは最低６０ｃｍ×６０ｃｍとすること。 

  ・夜間に来場者が読むことができるよう照明をつけること。 

  ウ 観覧（車椅子の方含む）に支障のないように環境整備すること。（パークの円形広場及び 

斜面部分の養生やスロープ設置等） 

 

（４）業務遂行に必要となる官公庁等への各種申請手続き 

・法令等による官公庁等への届出・申請等が必要な場合は、手続きのすべてを代行すること。 

・法令等により委任・代理が不可能な場合はあらかじめその旨を県へ報告すること。 

・手数料等の負担が生じる場合、当該手数料は委託料に含まれるものとする。 

 

（５）アート祭の実施に係る各会場の整理・案内・受付（３-（５）ウに記載した、県が調整する

デジタルアート作品に係るもの以外） 

   ・３－（５）ア、イ、エに記載したコンテンツの実施に必要な、会場整理・案内及び受付に係

る体制の整備は受託業者において行うこと。なお、状況により県が必要と判断した場合は、

体制の増員について県の指示に従うこと。 
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   ・パーク駐車場の施錠・開錠は、通常パークが行っているが、「ちばアート祭」の終了時間が

パークの営業時間外となることから、駐車場の施錠・開錠の実施方法を県と協議し、承認を

得ること。 

   ・８－（６）の実施に要するスタッフの配置と合わせ、効果的な人員配置とすること。 

 

（６）３－（５）ウに記載した県が調整するデジタルアート作品の管理（点検・点灯及び消灯・簡易    

修理・警備・来場者誘導） 

   ・デジタルアートがライトアップされる時間帯（１９時～２２時を予定）の間、作品管理の見

回り及び来場者誘導のため、少なくとも、千葉地域は平日５名、土日祝日１０名程度、香取

地域は、平日２名、土日祝日は交通規制対応の警備員と併せて７～１０名程度のスタッフの

配置を積算に含めること。 

   ・デジタルアート作品については、毎日、ライトアップ開始前に、作品の状況確認及び点灯を 

行い、ライトアップ終了後に作品の消灯を行うこと。 

    その際に、汚破損等を発見した場合は、マニュアル等に基づき対応すること。なお、対応が

不可能な場合は、県へ連絡のうえ指示を仰ぐこと。 

     ※作品の状況確認（簡易なメンテナンス作業を含む）及び点灯・消灯に係る時間は、千葉地域 

      は１日１名４時間程度、香取地域は１日１名２時間程度の業務量を、積算に含めること。 

   ・作品警備のためのスタッフを地域毎に最低１名２４時間常駐させ、施設管理者等から通報が

あった際等に即時対応できる体制を整えておくこと。 

   ・香取会場では、別図５で示した作品展示範囲において、土・日・祝日（１９時から２２時）に

交通規制を実施する可能性があるため、その前後の時間を含めた警備体制をとること。 

 

（７）展示作品やワークショップ参加者等に係る保険への加入 

   ・展示作品（県が調整するデジタルアート作品を含む）及び作品の運搬、ワークショップ参加

者の事故等に係る必要な損害保険等への加入を含むこと。 

 

（８）来場者の評価把握及び事業を事後評価するための資料作成等 

ア 来場者数のカウント 

    ※カウント方法は受託後県と協議すること。 

  イ 来場者の評価把握 

    ※来場者からの評価件数を増やすための取組を提案すること。 

 

（９）成果物の納品 

   本事業実施に当たり制作した以下の成果物を「千葉県環境生活部県民生活・文化課」（千葉市

中央区市場町１－１県庁本庁舎４階）に納品すること。 

ア ロゴマーク及び各種媒体等を活用した広報宣伝業務に係る成果物 

・紙媒体のものは「サンプル」及び「印刷用データ及びWEB閲覧用データ（※）」、紙媒体以外の

ものは「電子データ」を納品すること。サンプルの部数については別途協議すること。 

  （※）「印刷用データ及びWEB閲覧用データ」は以下のとおり。 

   ①ファイルの種類（納品内容により形式を県と協議すること） 

    ・PDFファイル、wordファイル、画像ファイル（ai・jpgファイル）等 

   ②データの種類及び容量 

    ・印刷用データは全頁を一括したものとすること。 

    ・WEB閲覧用データは全頁を一括閲覧できるものとし、解像度は文章や図・写真が 

明瞭に判読可能な程度とし、かつ容量は1,000KB程度以内とする。 

 

イ 業務完了報告書 

  委託業務完了後、電子データ（PDF ファイル及び加工可能な形式）及び紙媒体（１部）で、

委託期間終了日までに納品をすること。また、業務完了報告書は以下の項目の実施内容を

報告すること。 
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  ・運営体制 

  ・各会場レイアウト 

  ・来場者数 

  ・来場者評価結果 

  ・運営マニュアル 

  ・広報実施内容及び結果 

  ・成果物の内容 

  ・記録集 

   ※全公募作品１点ごとのデータ（作品名・出品者名・作品画像・ちば文化資産名）、 

プログラム及びコンテンツの実施概要を掲載すること。 

  ・その他必要な事項 

 

９ 著作権の譲渡等 

  本事業の実施により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 

（１）本業務の受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第２１条の２

（譲渡権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の３（貸与件）、第２７条（翻訳権・翻案権）

及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利及びその他の知

的財産権はすべて県に無償で譲渡するものとする。 

（２）成果品について、受託者及びその他の第三者が著作者人格権、実演者人格権、その他の人格的

権利を有する場合には、県及び県の指定する第三者に対して当該権利を行使せず、また  第

三者が行使しないよう措置するものとする。 

（３）成果品に含まれる第三者の著作権、肖像権その他全ての権利についての交渉、処理は受託者が

行うこととし、その経費は業務委託料に含むものとする。 

（４）県は、成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 

（５）受託者は、県の了解のもとに、成果品を使用することができる。 

（６）本業務の遂行にあたり受託者が独自に作成した著作物についても成果品として県に無償で 引

き渡すこととし、著作権の扱いは、（１）から（５）の規定を準用する。 

 

10 その他 

（１）本業務の実施にあたっては、県と協議又は打合せを綿密に行うとともに、県の指示に従い、誠

実に業務を進めるものとする。なお、協議又は打合せは、県の求めに応じ実施するものとし、

場所については、県の指示に従うものとする。 

（２）業務の実施に際しては、変更が生じる可能性があるが、その場合も柔軟に対応するものとし、

県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 

（３）業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、業務の一部の再委託については、高い効

果が見込めると県が判断した場合は認めるものとする。 

（４）県が求める資料を作成のうえ、紙及びデータで提出すること。作成部数、データ形式等に関し

ては、県の指示に従うこと。 

（５）受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ県と

協議のうえ、承認を得ること。 

（６）本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 

（７）本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。 


