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「ちばアート祭２０１９」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２０１９」(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、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（以下、「大会」という。）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。この機会を活かし、多くの県民に本県の文化資産を再認識してもら

い、次世代に継承していく契機とするため、県では、「ちば文化資産」（別添１）を１１１件選定した。 

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、大会に向けた機運をより一層醸成  

するとともに、本県の文化力の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２０１９（以下「アート祭」という） 

 

（２）会場：以下の２施設を会場とし、１つのイベントとして一体感を持った事業内容とすること。 

   ア 千葉県立美術館（以下「美術館」という）（第７展示室、第２アトリエ、講堂） 

イ 千葉ポートパーク（以下「パーク」という） 

※会場として使用する施設の図は別添２「千葉県立美術館 フロアマップ」及び「千葉ポートパー

ク管理平面図」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となる。 

 

（３）開催期間：平成３１年８月１４日（水）～８月２５日（日） 

※美術館は午前９時から午後４時３０分、パークは午後９時まで（開始時間はワーク   

ショップの実施時間による）の予定。 

    ※一部の事業については、開催期間中の土曜日及び日曜日のみの実施とする。 

 

（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創るととも

に、作品を見るだけではなく、体験してもらう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」の魅力に気が付く契機とする。 

・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）主な来場者のターゲット：千葉県民（特に子ども・若者） 
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（６）参加費用：無料（絵画及び写真の公募作品の出品（出品料は無料とするが、出品及び返却に
係る作品運搬・郵送費は出品者の負担とする）、観覧、ワークショップの体験等、
アート祭の全ての事業について） 

 
（７）アート祭で実施するイベント概要 

（「土日のみ」の具体的な日付は8月17日,18日,24日,25日であり、各日１回以上実施する。）   
実施内容 美術館 パーク 

第７展示室 第2アトリエ 講堂 

ア 開会式※１ 8/17(土)※1  8/17(土)※1 ― 

イ 「ちば文化資産」をテーマに 
した絵画及び写真作品の展示 8/14(水)～

25(日) 
(8/13設営) 

― ― ― 

ウ 県内の大学等と連携したデジ 
タルアート作品の展示 

― ― ― 

エ 県内の大学等と連携したワーク 
ショップの実施※２ 

― 
土日のみ 

(雨天時)※2 
― 

土日のみ 
(晴天時)※2 

オ ライブパフォーマンス※３ 土日のみ※3 ― ― 土日のみ※3 

カ その他集客イベント ― ― ― 土日のみ 

キ 閉会式※３ 8/25(日)※3   8/25(日)※3 

 ※１ 開始日が平日となるため、開会式は開催期間中の最初の土曜日である８月１７日（土）の実施とする。 

会場は、美術館の第7展示室又は講堂のいずれかでの実施とし、企画提案に委ねる。 

 ※２ ワークショップは原則パークで実施し、雨天時は第2アトリエで一部のワークショップを実施する。 

 ※３ 会場は、美術館の第7展示室又はパークのいずれかでの実施とし、企画提案に委ねる。 

  
（８）企画提案いただく内容（詳細は「６（８）」を参照） 
 ア 提案に当たっての基本的な考え方（提案のコンセプトや考え方等） 
イ 運営体制 
ウ 運営計画（契約後から事業完了までの全体スケジュール） 
エ 会場レイアウト（美術館及びパーク） 

   ・施設毎にイベントを実施する際の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添２「千葉県立美術館 フロアマップ」及び「千葉ポートパー
ク管理平面図」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となる。 

オ イベント期間中のタイムスケジュール 
   ・「６（８）」の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。 
   ・美術館及びパークの別に分けたバージョンも作成すること。 
カ 各イベントの企画内容 
（ア）開会式 

    ・会場、実施時間帯、集客のための招待者及び取組を含む進行内容 
（イ）「ちば文化資産」をテーマにした絵画及び写真作品の展示 

  ○作品の募集 
・応募条件（対象とする分野、部門等） 
・応募方法（郵送・持参の別、提出期限等） 

  ○作品の審査 
・審査員の候補者を含めた審査体制 

  ○作品の展示 
・展示レイアウト、全ての作品が展示できない場合の対応策、来場者用パンフレットの内容 
（サイズ、態様、作成部数）   
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○作品の返却 

   ・作品の返却方法（搬出日及び引き取り場所等） 

キ 県内の大学等と連携したデジタルアートの展示 

・展示レイアウト 

・県が調整する作品以外の作品（出品者の選定方法（公募、招聘等）、出品者の属性（プロ・   

アマ等）、作品数等）（独自提案） 

ク 県内の大学等と連携したワークショップの実施 

  ・県が調整する大学と連携したワークショップの運営体制、参加者の熱中症対策 

・県が調整する大学と連携したワークショップ以外に実施するもの（独自提案） 

ケ ライブパフォーマンス 

  ・実施内容及び出演者（出演者の選定方法（公募、招聘等）、出演者の属性（プロ・アマ等）等）、

会場、実施時間帯、屋外で行う場合は参加者の熱中症対策 

コ その他集客イベント 

  ・実施内容及び出演者（出演者の選定方法（公募、招聘等）、出演者の属性（プロ・アマ等）等）、 

   会場（パーク内の具体的な実施場所）、実施時間帯、参加者の熱中症対策 

サ 閉会式 

  ・会場（雨天時の対応含む）、実施時間帯、閉会式への集客のための取組を含めた進行内容 

シ 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、実施（掲載）期間、作成部数等 

ス キャッチコピー・ロゴマーク 

・具体的なデザイン・内容が分かるように記載すること。 

セ 独自提案（応募意欲を上げるための写生会・撮影会の実施等） 

ソ 提案に当たり工夫した点やアピールしたい事項 

 

（９）各イベントの詳細 

   別添２「『ちばアート祭２０１９』イベント詳細」参照 

  

４ 委託期間 

  契約締結日から平成３１年１０月３１日（木）まで 

 

５ 委託料の上限 

  ２０，２００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  ※委託料には、本業務の実施に必要な全ての経費を含めるものとする。 

  ※美術館及びパークの施設使用料は委託料には含まず、別途県が手配する。 

 

６ 委託業務の内容 

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。具体的な業務内容は以下の通り。 

 

（１）運営体制の整備及び運営責任者の設置 

・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替は行わないこと。 

・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・管理・運営を行うこと。 

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

できる体制とすること。 
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（２）全体計画の立案 

ア 運営計画の作成 

  ・契約後から事業完了までのスケジュールを作成すること。 
イ 会場レイアウトの作成（美術館（第７展示室）及びパーク） 

    ・施設毎にイベントを実施する際の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添２「千葉県立美術館 フロアマップ」及び「千葉ポート 

パーク管理平面図」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となる。 

ウ イベント期間中のタイムスケジュールの作成 

  ・３（７）の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。 
・美術館及びパークの別に分けたバージョンも作成すること。 

エ 運営マニュアルの作成 

オ 作品制作者、出演者及びワークショップの講師の決定・管理・各種調整（リハーサルを含む） 

   ※詳細は（８）を参照 
 

（３）会場の設営等 

  ア 施設管理者等との各種調整・協議 

  美術館及びパークの施設管理者と丁寧かつ誠実な協議のうえ進めること。 

  イ 会場設営、管理、撤去 

 （ア）作業が可能な日時 
①公募作品及びデジタルアート作品の展示（美術館） 
・設営 ８月１３日（火）午前９時～午後５時 

  ・撤去 ８月２５日（日）午後４時３５分から午後６時 

 ②ワークショップ 

     ・準備 ８月１６日（金）及び８月２３日（金） 
※美術館を使用する場合は午前９時～午後５時 

     ・撤去 ８月１８日（日）午後９時以降又は１９日（月） 
         ８月２５日（日）午後９時以降又は２６日（月） 

③開会式、ライブパフォーマンス、その他の集客イベント、閉会式 
①及び②に準じる。 

  （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、関係車両等の誘導も含める。 
     ・必要な電気工事、電気の円滑な供給等も含める。（美術館第７展示室で行うデジタル

アート作品の展示には電力の供給が必須となる。） 
  （ウ）会場として使用する施設の清掃・現状復帰 

（エ）看板・案内板等の設置 
    ①美術館 

＜屋外看板＞ 
・美術館の正面玄関右側の所定の位置に屋外看板を設置すること。 

      ・事業名、開催期間を明記し、縦９０ｃｍ、横１８０ｃｍ、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８８ｃｍ、横４３ｃｍ、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。 
    ②パーク 
      ・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２週間設置しても耐えられる仕様とすること。 
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（４）業務遂行に必要となる官公庁等への各種申請（道路使用許可申請等）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、手続きの全てを代行すること。 

・法令等により委任・代理ができない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）パークに設置する作品の警備 

  ・ワークショップで作成しパークに設置する作品について、作品の破損や来場者の事故防止のた

め、電飾点灯後（開催期間中の土曜日午後７時頃）から撤去（開催期間中の日曜日午後９時以降

又は月曜日）までの間、警備を行うこととし、その体制は運営体制の中で具体的に示すこと。 

  ・夜間及び早朝については、警備のためのスタッフの常駐は求めないが、パークの管理者等 

から通報があった場合や悪天候により作品撤去の必要があると県が判断した場合に即時対応

ができる体制を整えておくこと。 

 

（６）来場者及び出演者・出品者の誘導・整理・案内・受付 

・美術館における公募作品の展示については、来場者対応のため、最低１名のスタッフを展示 

期間中第７展示室に常駐させること。 

・県が調整する大学と連携したデジタルアート作品の展示やワークショップについては、大学

が用意するスタッフと役割分担について協議のうえ来場者に対応すること。 

 

（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 

作品の運搬や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）「３（７）、（９）」に掲げるイベントの企画・運営（別添３「『ちばアート祭２０１９』イベント詳細を参照） 

ア 開会式 

開会式は、美術館第７展示室又は講堂のいずれか１カ所で実施することとし、以下の内容を踏ま

え、会場、実施時間帯、内容について企画提案すること。 

・内容については、開会式への集客のための取組（ライブパフォーマンスの実施、デジタルアート作品

への点灯式等）を含めること。 

・開会式への集客のため、千葉県にゆかりのある画家・写真家等を招待することとし、提案すること。 

・式の実施に必要な進行台本の作成、司会者・スタッフの手配、進行、観客席・ステージ等の    

設営・撤去を行うこと。 

・第7展示室で実施する場合、開会式終了後、速やかに開会式でのみ使用する備品の撤去を行うこと。 

・手話通訳者又は要約筆記を配置すること。 

 

イ 「ちば文化資産」をテーマにした絵画及び写真作品の展示 

（ア）作品の募集業務 

 以下の内容を踏まえ、絵画及び写真作品の応募条件及び応募方法を企画提案すること。 

・応募は絵画・写真ともに１人１点までとすること。 

・題材とした「ちば文化資産」の名称を必ず応募者に記載させること。 

・作品のサイズについては、絵画は３０号（長辺約９１０ｍｍ）以下、写真は４つ切り     

（２５４ｍｍ×３０５ｍｍ）以下とすること。 

・最低限、「小学生」、「中学・高校生」、「一般」の３部門に分けること。 

・応募条件とは、対象とする分野（絵画なら洋画、日本画、写真なら白黒、カラー等）、上記以外の

部門の設定の有無等である。なお、受領から展示までの間の作品保護のため、出品者に過度の

負担にならない程度の額装等を求めることは可とする。 
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  ・応募方法とは、郵送・持参の別、提出期限等である。 

・出品者に持参させる場合、作品を受領するための会場は受託者において確保すること。 

  ・障害のある方でも出品が可能となるような配慮（関係団体を通じた募集、郵送による応募受

付、電子メール等を使用したデータによる応募等）をすること。 

  ・日本語を母国語としない人でも出品が可能となるよう、日本語の他、英語による対応等の配慮  

（作品募集告知、作品受領時の対応、電子メール等を使用したデータによる応募等）をすること。

また、英語以外の言語への対応を追加する場合は、具体的な対象言語を示すこと。 

・作品の受領について、出品者とトラブルにならないよう留意し、主催者は作品の汚損・破損・

紛失について責を負わない旨を作品募集の際から周知すること。 

・応募された作品は、今後県の広報媒体等で使用する可能性があることから、募集の際に事前

に告知を行う等、作品の使用に関し必要な著作権関連の処理を行うこと。 

   

（イ）作品の審査 

  全ての応募作品が展示できない場合の展示作品の選定のため、また、応募作品の中から県の

広報媒体等で使用する作品の選定のために、応募作品の審査を行うこととし、以下の内容を踏

まえ、審査体制を企画提案すること。 

・絵画・写真のそれぞれの分野毎に最低１名審査員を置くこととし、審査体制を企画提案すること。

なお、審査員については、提案された人物について契約後に県と協議の上最終的に決定すること。 

・審査会場及び審査後から展示までの作品保管場所については受託者において確保すること。 

 

（ウ）作品の展示 

 以下の内容を踏まえ、展示レイアウト・全ての作品が一度に展示できない場合の対応策・  

来場者用パンフレットの内容を企画提案すること。 

・原則として、全ての応募作品を展示することとし、展示スペースの関係上、一度に全ての  

作品を展示できない場合は、展示の入れ替え等の対応策をとることとし、企画提案すること。 

・空間が目立つことのないようにすること。 

・展示用パネルは原則として美術館の備品（縦２００ｃｍ×横２４０ｃｍ、足部分４０ｃｍ）を使用

すること。 

・県立の美術館における展示としてのクオリティーを担保し、展示に統一感を出すこと。（統一

デザインによるキャプション、写真・絵画の台紙の作成等） 

・来場者用に展示作品の紹介やワークショップの実施を周知するパンフレットについては、サイズ、

態様（二つ折り、色数、両面・片面等）及び作成部数について企画提案すること。 

 なお、応募作品を掲載する場合は、（ア）と同様、募集の際に事前に告知を行う等、作品の使用

に関し必要な著作権関連の処理を行うこと。 

 

 （エ）作品の返却 

以下の内容を踏まえ、作品の返却方法について企画提案すること。 

・応募のあった作品は、事業実施後に出品者への返却を行うこと。 

・出品者には、出品時に返却方法（出品者による搬出、着払いによる郵送）について選択させ、

同意を得ること。 

・展示最終日に出品者に美術館から搬出させる場合は、平成３１年８月２５日（日）午後４時

３５分から午後６時までの間とすること。 

これ以外の日時で搬出させる場合は、受託者において美術館から作品を撤去し、別途保管  

及び返却のための会場を確保すること。 
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・作品の返却については、作品の汚損・破損・紛失について出品者とトラブルにならないよう留意し、

主催者は作品の汚損・破損・紛失について責を負わない旨を作品募集の際から周知すること。 

 

ウ 県内の大学等と連携したデジタルアートの展示 

・県が調整する千葉県内に所在する大学が作成するデジタルアート作品（別添３「『ちばアート

祭２０１９』イベント詳細」参照）を２点展示することとし、会場内のレイアウトを企画   

提案すること。 

・作品の搬入・設営・展示期間中の運営・撤去に必要な業務及び経費（必要機材及び電源・回路の 

確保、作品の運搬、遮光用設備の設置等）は原則受託者の負担で実施することとし、大学及び   

美術館と綿密な打ち合わせを行うこと。なお、県が調整する大学の作品については、展示期間中、

当該大学の教員及び学生が常駐し運営することから運営に携わる教員及び学生への人件費  

（千葉県における最低賃金（平成３０年１０月１日現在の時間額は８９５円）を下回らないこと）

及び旅費（ＪＲ東金線求名駅とＪＲ京葉線千葉みなと駅の往復分）を委託料から支払うこと。  

ただし、大学側から辞退があった場合はこの限りではない。 

・展示のための設営・展示・撤去の作業日・時間については、「６（３）イ（ア）」に準ずる。 

・この他に作品を追加する場合は独自提案として企画提案すること。作品については、新規・

既存、公募・招聘を問わず、制作者については、プロ・アマ、学生・成人の別は問わないが、

作品を招聘する場合は、千葉県出身等の県にゆかりがある作家とすること。また、招聘作品・

作家の場合は過去の入賞歴等があること、公募の場合は上位入賞者とする等、展示作品は  

一定のクオリティーのあるものとすること。 

 

エ 県内の大学等と連携したワークショップの実施 

  ・県が調整する千葉県内に所在する大学と連携したワークショップ（別添３「『ちばアート祭 

２０１９』イベント詳細」参照）の実施に必要な資材、スタッフを確保することとし、大学

によるワークショップの実施をサポートする運営体制を企画提案すること。 

  ・ワークショップで制作した作品の屋外展示に必要な措置（注意喚起の立札の設置等）を行うこと。 

  ・ワークショップの実施準備・運営・ワークショップで制作した作品の撤去に必要な業務及び

経費（必要機材及び電源・回路の確保等）は原則受託者の負担で実施することとし、大学や

美術館、パークの管理者と綿密に打合せを行うこと。なお、県が調整する大学がワークショ

ップの運営を行うことから、運営に携わる教員及び学生に対して人件費（千葉県における 

最低賃金（平成３０年１０月１日現在の時間額は８９５円）を下回らないこと）及び旅費 

（ＪＲ総武線西千葉駅と千葉都市モノレール千葉みなと駅間の往復分）を委託料から支払う

こと。ただし、大学側から辞退があった場合はこの限りではない。 

・テントの設置、実施時間の配慮等、参加者の熱中症対策を企画提案すること。 

・この他にワークショップを追加する場合は独自提案として企画提案すること。 

 

 オ ライブパフォーマンス 

   以下の内容を踏まえ、実施内容、出演者、会場（パークの場合は具体的な場所を特定する   

こと）、実施時間帯を企画提案すること。 

    なお、「カ その他の集客イベント」の一環として実施することも可とするので、その場合は、「カ 

その他の集客イベント」の項にその旨が分かるように記載すること。 

・開催期間中の土曜日及び日曜日に、各日最低１公演実施すること。 

・曜日や時間帯によって会場を変えることも可とする。 
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・実施内容については、美術館内で実施する場合は入館者、パークで実施する場合は近隣住民

等の迷惑になるような大音量の音を出さないなど、十分に配慮すること。 

  ・パークで実施する場合は、テントの設置、実施時間の配慮等、参加者の熱中症対策を企画   

提案すること。 

  ・出演者の属性（プロ・アマ、学生・成人等）、出演者の公募・招聘の別も問わないが、千葉県

にゆかりのある人物とするか、または、千葉県を題材とすること。また、招聘の場合は過去

の入賞歴等があること、公募の場合は上位入賞者とする等、出演者は一定のクオリティーの

ある者とすること。 

  ・実施内容については、４日間で実施する全公演のうち、最低１公演は障害者の出演又は障害

者の芸術活動への理解を促進する内容（出演者は障害者に限らない）を取り入れること。 

  ・集客につながる演出を工夫すること。 

  ・障害者によるパフォーマンスを行うに当たっては、本人や関係団体等と綿密な打ち合わせの

うえ、出演に必要な配慮を行うこと。 

 

カ その他集客イベント 

   パークに展示する作品観覧（特に夜間）への集客を促すため、以下の点を踏まえ、実施内容、

出演者、会場（パークの場合は具体的な場所を特定すること）、実施時間帯を企画提案すること。 

 ・「オ」のライブパフォーマンスを組み込むことも可とする。 

 ・日中に実施する場合は、テントの設置、実施時間の配慮等、参加者の熱中症対策を行うこと。 

 

キ 閉会式 

閉会式は美術館第７展示室又はパークのいずれか１カ所で実施することとし、以下の内容を踏ま

え、会場(雨天時の対応含む)、内容、実施時間帯について企画提案すること。 

・内容については、閉会式への集客のための取組（ライブパフォーマンスの実施、デジタルアート 

作品の消灯式等）を必ず含めること。 

・式の実施に必要な進行台本の作成、司会者・スタッフの手配、進行、観客席・ステージ等の    

設営・撤去を行うこと。 

・手話通訳者又は要約筆記を配置すること。 

  

（９）各種媒体を活用した広報宣伝業務 

・作品募集及び事業開催告知のため、以下の①から⑤までの広報宣伝を行うこと。 

・使用媒体毎に、実施（掲載）回数、実施（掲載）期間、作成部数等を具体的に企画提案すること。 

  ・紙媒体の納品・配布先・配布数等については、県と協議の上決定すること。 

   ①ポスターの作成及び駅（会場周辺及び主要駅）等への掲出 

   ②チラシの作成及び配布 

   ③ホームページの作成（日本語及び英語は必須、その他の言語は独自提案） 

    ※千葉県ホームページを利用する場合は、デザイン作成及び県へのデータ提供を行う 

こと。ただし、「千葉県ホームページ運営要領」を遵守する必要があり、統一フォー  

マットの利用、掲載画像の容量制限等の各種制限があることに留意すること。 

   ④千葉県ホームページ用のバナーの作成 

   ⑤テレビ・ラジオ等のメディアによる広報 

 ・その他、SNS等を利用した誘客につながる効果的な広報を行う場合は独自提案として企画提案すること。 



9 

 

（１０）キャッチコピー、ロゴマークの作成 

  ・作成したキャッチコピー、ロゴマークは成果品として県に引き渡すこと。 

  ・著作権の扱いは「８ 著作権の譲渡等」による。 

 

（１１）アンケート及び記録映像の作成等 

  ・来場者数のカウント 

・来場者、出品者、出演者に対するアンケートの作成、回収、集計 

   ※アンケートの内容等については県と協議の上実施すること。 

  ・記録集を制作し、電子データ及び紙媒体（１０部）で納品すること。 

※記録集には、全公募作品・デジタルアートのデータ（作品名、出品者名、作品の画像、）、    

ワークショップ・ライブパフォーマンス及びその他集客イベントの実施概要を掲載すること。 

※「８ 著作権の譲渡等」を参照の上、作品集の作成に必要な著作権関連の処理を行うこと。 

  ・事業開催期間中の記録映像の作成（動画及びスチール） 

   

（１２）各種制作物の納品 

    各種広報物、記録集、記録映像等、本事業の実施に当たり制作したものについて、電子   

データ及び現物を納品すること。 

 

（１３）県との打合せの実施 

   事業の実施に当たっては、県と連絡調整や打合せを十分に行うこと。 

 

（１４）業務完了報告書の作成 

  委託業務完了後、委託期間終了日までに電子データ及び紙媒体で納品すること。 

 

（１５）独自提案による事業の実施 

   「３（７）、（９）」に記載のイベントの他に、応募意欲を上げるための写生会・撮影会の  

実施等を実施する場合は独自提案をすること。なお、独自提案は加点の対象となるもので 

あり、提案がない場合に減点するものではない。 

 

７ 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。 

  ・提案のあった審査員、出品者、出演者・団体、司会者は、県と協議の上最終的に決定する。 

 

８ 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。 
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（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。 

 

 

９ 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。 


