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都市ボランティア共通研修企画運営業務委託仕様書 
 

１ 件名 

  都市ボランティア共通研修企画運営業務委託 

 

２ 業務目的 

 書類選考・面接を通過した都市ボランティアの候補者（３，０００名程度）に対 

して、大会時に来訪者を温かくお迎えするため、都市ボランティアに必要な心構え

や大会概要、来訪者へのサポート方法などの基礎知識を習得するとともに、千葉の

観光・魅力を積極的に発信できるよう、共通研修を実施する。 

 

３ 業務概要 

都市ボランティアを運営する関係４市町（千葉市、一宮町、成田市、浦安市）と

連携して、県が１日で２種類の研修を実施する。 

※約５０名×５０～６０回程度の開催を想定。 

研修の種類 主な内容 実施方法（実施時間） 教材の手配 

共通研修Ａ 

【東京都等

と共通】 

・東京 2020 大会の概要 

・障害のある方への理解 

・観客・来訪者へのサポート方法 等  

 

講義・グループワーク 

(３時間程度) 

 

大会組織委員会が作成 

※県がテキストとして印刷  

 

共通研修Ｂ 

【県独自】 

 

・千葉の観光・魅力発信 

☞県内交通、観光、文化資産等を活

用した効果的な発信方法 

 

講義・グループワーク 

(２時間程度) 

県が独自に作成 

① テキスト 

② 補助教材（文化資産写真等） 

 

４ 関係法規等 

（１） 東京２０２０大会に向けたボランティア推進方針（千葉県） 

（２） 大会ブランド保護基準（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会） 

（３）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 都市ボランティア募集要 

   項【千葉県】 

 

５ 用語の定義 

関係法規等で定められている用語のほか、次の各号に掲げる用語の意味は、各号に定

めるとおりとすること。 

（１） 都市ボランティア 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会都市ボランティア募集要項【千葉

県】（以下「募集要項」とする。）で県と千葉市、一宮町、成田市、浦安市の関係４市町

（以下「関係４市町」とする。）が募集したボランティアをいう。 

※運営体制の詳細は、別紙１参照。 

（２） 共通研修 

 募集要項に定める「東京 2020 大会の概要や障害のある方への理解に関する基礎知識

の習得などを目的とした研修（以下、「共通研修Ａ」とする。）と、千葉県内の観光・魅

力発信をするための基礎知識の習得などを目的とした研修（以下、「共通研修Ｂ」とす
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る。）の２つを合わせたものをいう。 

（３）参加者 

 研修を受講する都市ボランティアをいう。 

 

６ 業務の詳細と企画提案 

（１）共通研修Ａ 

  県は、以下の内容を中心とした研修を想定している。 

１．ボランティアについて 

２．オリンピック・パラリンピックの歴史・意義 

３．大会概要 

４．持続可能性 

５．ダイバーシティ＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ） 

６．コミュニケーション 

７．サポート方法 

８．安全管理     等 

※研修のプログラムや教材は、大会組織委員会より提供される予定である。 

※研修時間は、３時間程度を予定している。 

企画提案

するもの 

１．共通研修Ａにふさわしい講師の選定・手配の実施。 

２．ボランティアとしての心構えや必要な知識を習得する研修の実施。 

３．一体感を醸成し、参加者の意欲を掻き立てる研修の実施。 

４．上記のほか、共通研修Ａの内容にふさわしいもの（自由提案） 

 

（２）共通研修Ｂの内容 

研修プログラムや教材等は、千葉県で独自に作成し、以下の内容を想定している。 

１．千葉県の都市ボランティアについて  

２．千葉県で開催される８競技について 

３．千葉県について（県のあらまし、農産物・水産物・畜産物 等） 

４．観光・文化（歴史や文化資産等） 

５．交通案内      等 

※研修時間は２時間程度を予定している。 

企画提案

するもの 

１．共通研修Ｂにふさわしい講師の選定・手配の実施。 

※共通研修Ａと同様でも可。 

２．「オール千葉」でのおもてなしに向けて、千葉県の都市ボランティアと

しての心構えを持ってもらうための研修の実施。 

３．千葉の魅力を国内外から訪れる多くの観客・観光客へ積極的に発信する

ための研修の実施 

４．上記１．２．に付随するテキストの作成 

５．上記１．２．３．に付随し、研修後も使用できるハンドブックの作成 

６．上記のほか、共通研修Ｂの内容にふさわしいもの（自由提案） 

（３）（１）、（２）以外に企画提案をするもの 

ア 研修全体のコンセプト 

イ 研修会場内の一体感を創出するとともに、参加者の意欲を高めるための取組 
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７ 研修の会場及び開催日時 

（１）会場：県と関係４市町が別途指定する場所 

※千葉市内、一宮町内、成田市内、浦安市内を予定している。 

（２）日時：平成３１年１０月１日～翌年３月上旬の期間内で県と関係４市町が指定す

る日時で、５０～６０回程度 

   ※会場及び開催日時は変更になる場合がある。 

８ 委託業務内容 

次の業務を一括して委託し、必要な経費はすべて委託料に含めるものとする。 

（１）運営進行管理業務 

ア 運営体制の整備及び運営責任者の設置 

・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。 

・本業務の全体責任者及び各業務の責任者・担当者を配置すること。 

・責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと。 

イ 業務計画等の立案 

・業務委託契約締結後速やかに全体計画表（年間業務計画）を提出すること。 

   ・県は別紙２のとおりのスケジュールを想定している。 

（２）研修企画業務 

 ア 全体コンセプト作成業務 

（ア）研修全体 

・千葉県の都市ボランティアとしての自覚を促し、参加者のモチベーションが 

高まる全体コンセプトを複数案作成し、県の承認を受けること。 

   ・県では、共通研修Ａと共通研修Ｂを１日で行うことを想定しており、１日の 

流れの中で、共通研修Ａと共通研修Ｂとのつながりを意識すること。 

・講義形式やグループワーク等を組み合わせることで、都市ボランティアに必 

要な①心構えの定着化、②知識の習得、③一体感の醸成の３点ができる研修と 

すること。 

   ・単純な知識習得や観光案内情報の発信を目的とするだけではなく、その土地 

の歴史・文化等に触れるなど、参加者が研修受講後も主体的に学ぶ意欲を掻 

き立てるものとすること 

・研修のオープニング等の一部では、映像等を使い、参加者の意欲を掻き立て 

るものとすること。 

（イ）共通研修Ａ 

・共通研修Ａの基本的なプログラムは、大会組織委員会（公益財団法人日本財 

団）から提供される予定であるが、その内容の取扱については、各種規定等 

を順守すること。 

   ・大会組織委員会のプログラムをより効果的に実施できる内容とすること。 

   （ウ）共通研修Ｂ 

・県内交通、観光、文化資産等を活用した効果的に千葉の観光・魅力を発信す 

る方法を学べる研修とすること    

 イ テキスト・ハンドブック作成業務 

（ア）共通研修Ｂのテキスト作成 
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・研修時に使う教材として、千葉の観光・魅力を積極的に発信できる内容とす 

ること。なお県では、以下の内容を想定している。 

１．千葉県の開催８競技 

２．千葉県について（県のあらまし、農産物・水産物・畜産物 等） 

３．観光・文化（歴史や文化資産等） 

４．交通案内      等 

 ・テキストの素材は県から提供するほかに、受託者の負担でも用意すること。 

   ・テキストの内容については、事前に県に複数案を提示し、許可を得ること。 

（イ）共通研修Ｂのハンドブック作成 

・研修時に使う副教材として、テキストを効果的に補助する役割とすること 

・２０２０年の都市ボランティア活動時に携帯する資料として有益なものと 

すること。 

・写真や図等の素材は県から提供するほかに、受託者の負担でも用意すること。  

・写真や図等の素材は、事前に県に複数案を提示し、許可を得ること。 

（ウ）一般頒布用電子版冊子の作成 

  ・（ア）（イ）を編集する形で、県のホームページ等で広く県民に公開する 

一般頒布用電子版冊子を作成すること 

 ウ 配布資料等作成業務 

（ア）次第の作成 

・項目を事前に県に提案すること。 

（イ）アンケートの作成 

・設問項目を事前に県に提案すること。 

（ウ）その他研修に必要な資料 

 ・参加者の意欲を高めることができる必要な資料を検討し、県に提案するこ 

と。 

 エ 研修講師手配等業務 

（ア）講師の選定・手配 

・１０～１５名程度とする（県及び関係４市町からの推薦者を含む。）。 

・講師の選定には、交渉前に県へ候補者リストを提出し、県が認めた者のみ 

とする。 

・候補者は、おもてなし・接遇などの知識を持っている者、オリンピック・ 

パラリンピック等スポーツにゆかりのある者、千葉県にゆかりのある者、 

観光・交通に詳しい者など、都市ボランティアの研修講師としてふさわし 

い者を選定すること。 

（イ）講師トレーニング・事前説明等 

・研修の実施までに、事前に講師に対して共通研修Ａ及び共通研修Ｂに関 

するトレーニングや事前説明等を行うこと。 

・共通研修Ａのトレーニングについては、大会組織委員会（日本財団）の 

プログラムを受講することを予定している。 

（ウ）講師との日程調整 

    ・トレーニング、事前説明会、研修日などの日程調整を行うこと。 

（エ）講師への謝金等の支払い 

・県が指定した者に対して、トレーニング時、事前説明会時、研修時等で 
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における謝金等を支払うこと。なお、単価は１１，０００円程度/１時間 

を想定している。 

 オ 会場手配等業務 

（ア）会場の利用に関する手続 

  業務分担等は以下のとおりとする。  

・会場の確保（利用料の負担を含む）については、県及び関係４市町が行う。 

・会場内で使用する備品等（その使用に必要な手続、経費を含む）の調達等は

受託者が行う。 

【想定会場】 

千葉会場エリア：千葉市内（総合保健医療センターなど） 

一宮会場エリア：一宮町内（一宮町公民館など） 

成田市内エリア：成田市内（成田スカイタウンホールなど） 

成田空港エリア：千葉市内（ホテル会議室など）、成田市内（成田スカイ 

タウンホールなど）の２か所 

浦安エリア  ：浦安市内（浦安市役所など） 

・その他会場使用の詳細については、すべて会場の指示に従うこと。 

  

（３）研修運営業務 

ア 研修進行業務 

（ア）当日の進行管理 

・研修開催日には、全体の進行管理を行うスタッフ（進行役）を配置し、円滑 

な運営に努めること。 

（イ）受付等補助業務 

・関係４市町が行う受付等の業務を補佐するスタッフを配置し、円滑な運営 

の補助に努めること。 

（ウ）会場レイアウトの作成 

・県及び関係４市町が指定する会場ごとのレイアウトを作成すること。なお 

会場外へ案内板等を設置する場合は会場ごとの規則ごとにより対応するこ 

と。 

・どの会場でも統一感のあるものとし、参加者の意欲を高めるものとするこ 

と。 

・研修内容に沿ったレイアウトとし、参加者同士の交流が生まれやすい配置等 

に留意すること。 

・参加者が研修を受けるにあたり必要な備品を設置すること（会場により設置 

備品などが異なる。）。 

（エ）タイムスケジュールの作成 

・設営・研修実施・撤去までを含む全体版と、研修実施中の詳細版の２種類を作

成すること。なお、後者は研修プログラムすべてを含めること。 

・研修プログラムは１日での開催を想定しており、休憩時間などにも配慮し実施

すること。 

（オ）研修プログラム進行台本の作成 

  ・司会、講師、事務局など役割ごとに作成をすること。 

（カ）運営マニュアル等の作成 
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・受付事務や参加者への対応など、当日に必要な事項を想定し作成すること。 

 

（キ）講師・進行役等の当日管理・誘導及び運営（割振り含む） 

・当日の役割分担を明確にし、配置図等を作成して適切な運営をすること。 

（ク）講師・進行役等の昼食等の手配 

（ケ）手話又は要約筆記等の配置（必要に応じて） 

 ・参加者の状況を事前に把握し、ダイバーシティに配慮した対応を行うこと。 

（コ）研修アンケートの回収及び集計 

・アンケート結果を元に、次の研修内容の吟味を行うこと。 

（サ）その他研修の実施に必要なすべての事項 

イ 会場の設営業務 

（ア）会場の設営及び撤去 

・県及び関係４市町が企画・調整し、配置を予定している内容を含めた、各種 

案内表示・会場内装飾、その他運営進行に必要な全ての設備について設営及 

び撤去業務を円滑に行うこと。 

（イ）会場の設営及び撤去にかかる機材の搬出入 

   ・研修が円滑に設営・撤去できるよう、設営・撤去のスケジュール及び諸般

の条件等は滞りなく伝達すること。 

（ウ）関係者の受付・誘導 

    ・県及び関係４市町と連携して、当日の関係者の受付・誘導を行うこと。 

    ・全ての研修の会において、講師以外で２名以上のスタッフを配置するこ 

と。 

ウ 記録映像・実施レポート等作成業務 

（ア）記録映像の作成（動画及び写真） 

   ・研修全体を記録する動画等を撮影するとともに、後日編集が可能な動画デー 

タの提供を行うこと。 

   ・研修全体を記録する動画は、５エリア×２回ずつ程度とする。 

・提供が必要な動画データのカット（シーン）は、事前に県と協議すること。 

・海外在住者など一部の対象者に向けて補講（ＥラーニングもしくはDVD等の電 

磁記録媒体を用いたものによる）を行うことができるよう、研修の様子を動画 

撮影し、県の指定する形式で提供すること。また、テキスト情報についても、 

PDF形式や補講形式に合わせて編集可能な形式にて提供すること。 

（イ）実施レポートの作成 

・県及び関係４市町のホームページやＳＮＳ用広報原稿として、研修の記録を 

まとめた実施レポートを作成すること。 

・報告書は、広く一般に公開されることを考慮した内容とすること。 

エ その他運営進行管理業務 

・上記に必要なスタッフの手配及び管理、各種備品等の用意すること。 

 

（４）各種申請作業等 

・以下の事項については、実施を証明する書面を県に提出すること。 

ア 会場使用に係る届出書類作成及び事務手続き 

イ 講師手配に係る本人の同意書類等確認書類作成及び事務手続き 
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ウ その他研修に関して必要な届出書類作成及び事務手続き 

 

（５）その他 

本業務の遂行に付随して必要になるすべての事項 

 

（６）成果物の納品 

以下の成果物を「千葉県環境生活部県民生活・文化課 県民活動情報オフィス」

（千葉市中央区市場町１－１千葉県庁本庁舎２階）に納品すること。 

ア テキスト、ハンドブック、一般頒布用電子版冊子 

校了後速やかに、紙媒体のものは「本品」、「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 

ルの納品数については別途協議する。 

  「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 

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

   ②データの種類及び容量 

印刷用データは全ページを一括したものとすること。 

ＷＥＢ閲覧用データは全ページ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（５ＭＢ以内。それを超える場合はファイ 

ルを分割すつこと）とする。 

 

イ 記録映像・実施レポート等 

県の指定する日までに電子データを納品すること。 

 

ウ 業務完了報告書 

委託業務完了後、委託期間内に紙媒体（１部）及び電子データ（ＰＤＦファイル

及び加工可能な形態とすること）で、委託期間終了日までに納品をすること。業務

完了報告書は別紙様式のとおりとし、以下の項目の実施内容を報告すること。 

・運営体制 
・研修実施結果 
・その他運営業務実施結果 

   ・成果物の内容 
   ・その他必要な事項 

 

９ 委託期間 

契約締結の日から２０２０年３月２７日（金曜日）まで 

 

１０ 委託料の上限 

  ２７，０２２千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  ・委託料には５委託業務内容に係る全ての経費が含まれる。 

 

１１ 著作権の譲渡等 

この契約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
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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

２６条の２（譲渡権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の３（貸与権）、第２７

条（翻訳権・翻案権等）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、受託者その他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、肖像権その他すべ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物として県

に無償で引き渡すこととし、著作権の扱いは、（１）～（５）の規定を準用する。 

 

１２ その他の留意事項 

（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

応じて実施するものとし、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）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。）手数料など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）県が求める資料を作成のうえ、紙媒体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。 

（６）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上、承認を得ること。 

（７）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。 

（８）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。 
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別紙様式 

  年 月  日 

 

委託業務完了報告書 

 

千葉県知事 鈴木 栄治 様 

 

（住 所） 

（団体名） 

 

 

  年 月 日付けで契約をした都市ボランティア研修企画運営業務について、下記

のとおり業務が完了しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 事業名：都市ボランティア研修企画運営業務 

 

２ 期 日：２０２０年３月２７日（金） 

 

３ 会 場：  

 

４ 内 容：運営体制 
 
研修実施結果 
 
その他運営業務実施結果 

        
成果物の内容 

    
その他必要な事項 

５ その他： 

 

 

 

・ 必要に応じて別紙を添付すること 

 

 


