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「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」ＰＲ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「次世代に残したいと    

思う『ちば文化資産』」ＰＲ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 事業の趣旨 

  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」を１１１件選定した。 

この「ちば文化資産」を活用し、大会に向けた機運をより一層醸成するとともに、

文化的魅力を県内外に発信し、本県の文化力の向上と地域の活性化を図るため、 

本事業を行う。 

 

３ 業務の内容 

平成３０年度・平成３１年度で、以下の業務を実施すること。 

※各業務は全体を通して一体感があり、相乗効果を高める内容とすること。 

※平成３１年度に実施する業務の準備を平成３０年度に実施しても構わないが、

県が各年度で支払う委託料は各年度の上限までとする。 

※「独自提案」は加点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。 

【参考】 

平成３０年度 

１ ロゴマーク、キャッチコピーの制作（１種類以上） 

２ リーフレット（概要）の制作（１種類以上） 

３ リーフレットデータ（多言語版）の制作（１種類以上） 

※英語版は必須。英語以外は独自提案。 

４ リーフレットデータ（周遊ルート）の制作（千葉市を含む１ルート以上） 

５ 独自提案 

平成３１年度 

１ リーフレットデータ（周遊ルート）の制作 

   ※少なくとも、平成３０年度に関する仕様で記載した「エリア（地域）数」と 

同数程度を提案すること。 

２ 動画の制作・配信（１種類以上） 

    ※音声アナウンスは日本語、字幕テロップは日本語・英語の使用が必須。 

３ スタンプラリーの実施（２シーズン以上） 

４ 独自提案 
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（１）ロゴマーク、キャッチコピーの制作 

【平成３０年度：１種類以上】 

ア 制作方針 

○「ちば文化資産」の認知度向上、及び、当事業の趣旨を効果的に実現することを 

目的とする。 

 ○ロゴマークは「ちば文化資産」のイメージを印象付けるようなシンボリックな 

図案、キャッチコピーは「ちば文化資産」の趣旨が一読してわかる短いフレーズ

とし、当業務のほか、広報物・啓発資材等に活用することを想定している。 

 ○ロゴマーク、キャッチコピーは万人が関心を寄せやすい、言葉づかい、デザイン、 

文字ロゴを使用し、当業務を実施するため、有効に活用すること。 

○ロゴマークについては、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を取り  

入れること。ただし、チーバくんの「デザインガイドマニュアル」（知事が新た

に定めるまでの間、ゆめ半島千葉国体実行委員会・ゆめ半島千葉大会実行委員会

が作成・発行したデザインガイドマニュアル（平成２２年２月発行）とする。）

を遵守することとし、最終的なデザインは県と協議のうえ決定する。 

 

イ 内容 

（ア）ロゴマークの規格 

データの

種類等 

【印刷用データ】様式：PDF、ai 

【WEB閲覧用データ】 

 ・様式：PDF、jpg 

 ・容量：明瞭に判読可能な程度（1000KB程度） 

納品 

・期限：平成３０年１２月２８日（金）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・形態：CD-R又は DVD-R 

 

（イ）留意事項 

○当ロゴマーク・キャッチコピーは最終的には県と協議のうえ決定する。事前に

県に案を提出し、県からの修正指示に従うこと。 

○当ロゴマーク・キャッチコピーは県の裁量で編集、WEB への掲載、県が作成  

する資材への使用、当業務以外の県事業における活用などを想定しているので、

著作権の処理など、これらを行う上で必要な手続きは受託者が責任をもって 

行うこと。 

○当ロゴマーク・キャッチコピーの著作権の取扱いは７を想定している。詳細 

は受託後に協議のうえ決定する。 
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（２）リーフレット（概要）の制作 

【平成３０年度：１種類以上】 

ア 制作方針 

○「ちば文化資産」及び各資産等の概要を伝えることを目的とする。 

○メインターゲットは、主に千葉県の文化資源などに対する知識や情報が少ない

人々を想定する。そのため、内容は誰にでも興味や関心を持たせられるものと

する。 

○漢字の使用や文章の難易度は、中学生が理解できる程度とする。 

○紙面における記事やキャッチコピー等は多くの人が受入れやすい表現を心がけ

ること。写真やイラストを多用して、内容の充実を図ること。 

○県の承認のうえ、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を活用する  

ことも可とする。（チーバくんの取扱いについては（１）と同様とする。） 

○掲載内容は、１種類以上は通年使用できるものとすること。 

 

イ 内容 

（ア）制作物の規格 

① 印刷物(紙媒体) 

サイズ ※企画提案すること 

言語 日本語 

ペ ー ジ

数・構成 
※企画提案すること 

紙質 

上質コート紙７０kg以上 又は同水準以上 

※軽量化による利便性向上など、本業務をより効果的なものとする

ため必要かつ明確な理由がある場合は、上記に関わらず提案可能

とする。 

色数 両面カラー刷４色以上 

数量 １万部以上 ※企画提案すること 

納品 

・期限：平成３１年２月２８日（木）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・梱包方法：ダンボール梱包 

・梱包単位：受託後協議をして決定 

備考 

県は配架先として、「県内市町村庁舎、ＪＲ主要駅構内、ちば文化

資産関連施設等」における無料配布を想定しており、配架先へは 

県が郵送する予定である。その他の配架先がある場合は企画提案

し、受託者が郵送すること（独自提案）。 
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 ② 電子データ 

データの

種類等 

【印刷用データ】 

・様式：PDF、ai 

・全頁を一括したデータを作成する 

【WEB閲覧用データ】 

 ・様式：PDF、jpg 

 ・容量：文章や図・写真が明瞭に判読可能な程度（1000KB程度） 

・全頁を一括閲覧できるものと、１ページ又は見開き単位に分割 

したものの２種類を作成すること。 

納品 

・期限：平成３１年２月２８日（木）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・形態：CD-R又は DVD-R 

 

（イ）掲載内容 

以下を必須項目とし、これに企画提案要素を加え、魅力のある内容とすること。 

ａ 表紙 

  ※（３）「リーフレットデータ（多言語版）」、（４）「リーフレットデータ    

（周遊ルート）」の案内、千葉県ホームページ等に誘導する仕組み（ＱＲ  

コードなど）を掲載すること。 

ｂ 「ちば文化資産」の概要説明 

 ｃ 「ちば文化資産」一覧及び各資産の紹介（名称、説明文、所在市町村、分類  

（「建造物、庭園、遺跡」「文化的景観、街並み」「イベント・祭り、郷土芸能、

伝統芸能、郷土料理」など）、写真など） 

   ※「名称」「所在市町村」「分類」「写真」は１１１件すべての「ちば文化資産」

について掲載すること。「説明文」などはすべての資産について掲載しなく

ても構わない。 

d 県内をエリア（地域）ごとに分けたイラストマップ 

   エリア（地域）の区分方法は以下の区分を目安とすること。 

   ※エリア（地域）の区分方法は企画提案すること。 

※以下の区分はあくまで目安であり、ある程度まとめても構わない。 

※複数のエリア（地域）を１頁内にまとめて掲載しても構わない。 

※「ちば文化資産」には以下の区分にまたがるものもあるので留意すること。 

・千葉・市原地域（千葉市、市原市） 

・葛南地域（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市） 

・東葛飾地域（松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市） 

・印旛地域（成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、 

酒々井町、栄町） 

・香取地域（香取市、神崎町、多古町、東庄町） 

・海匝地域（銚子市、旭市、匝瑳市） 
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・山武地域（東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町） 

・長生地域（茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町） 

・夷隅地域（勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町） 

・安房地域（館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町） 

・君津地域（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市） 

  e 東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県の一部を含む千葉県全域の地図 

※主要な道路（国道・県道・高速道路・有料道路等）、鉄道路線（ＪＲ・私鉄等）、 

空港（成田空港・羽田空港等）を掲載し、地図機能を持たせること。 

※主要な地名がわかるようにし、千葉県へのアクセス方法がわかるようにする 

こと。 

f お問い合わせ先 

 「千葉県環境生活部県民生活・文化課（０４３－２２３－２４０８）」とする 

こと。 

 

（ウ）留意事項 

○リーフレットの制作のために必要な企画・取材・撮影・記事編集・デザイン・ 

校正等の業務は県の事前確認のうえ、受託者の責任で行うこと。 

○（１）で作成したロゴマーク、キャッチコピーを活用すること。 

○「ちば文化資産」一覧の名称・説明文・所在市町村・分類は【別紙１】の     

とおり。また、「ちば文化資産」の写真は県から受託者に提供する。ただし、   

説明文・写真等は、各資産の関係者等に受託者が確認し、県と協議をしたうえ

で追加・変更することができる。 

○当リーフレットは県の裁量で増刷・編集、WEBへの掲載を行うことを想定して 

おり、著作権の処理など、これらを実施するうえで必要な手続きは受託者が  

責任をもって行うこと。 

 

 

（３）リーフレットデータ（多言語版）の制作 

【平成３０年度：１種類以上】 

外国人観光客の取込みを図るため、（２）「リーフレット（概要）」の内容等を

簡素化した、多言語版を制作する。主に千葉県ホームページにおいて掲載する 

ことを想定している。 

ア 制作物（電子データ）の規格 

言語 英語 ※独自提案により英語以外で追加制作しても構わない。 

データの

種類等 

【印刷用データ】 

・様式：PDF、ai 

・全頁を一括したデータを作成する 

【WEB閲覧用データ】 

 ・様式：PDF、jpg 

 ・容量：文章や図・写真が明瞭に判読可能な程度（1000KB程度） 
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・全頁を一括閲覧できるものと、１ページ又は見開き単位に分割 

したものの２種類を作成すること。 

納品 

・期限：平成３１年２月２８日（木）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・形態：CD-R又は DVD-R 

 

イ 掲載内容 

以下を必須項目とし、これに企画提案要素を加え、魅力のある内容とすること。 

ａ 「ちば文化資産」の概要説明 

※基本的に（２）イ（イ）bを英訳したものとする。 

ｂ 東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県の一部を含む千葉県全域の地図 

※基本的に（２）イ（イ）ｅを英訳したものとする。 

ｃ 「ちば文化資産」一覧及び各資産の紹介 

※【別紙１】（ちば文化資産一覧）を英訳したものとする。 

 

ウ 留意事項 

○リーフレットデータの制作のために必要な企画・取材・撮影・記事編集・デザ 

イン・校正等の業務は県の事前確認のうえ、受託者の責任で行うこと。 

○当リーフレットは県の裁量で増刷・編集、WEBへの掲載を行うことを想定して 

おり、著作権の処理など、これらを実施するうえで必要な手続きは受託者が  

責任をもって行うこと。 

  ○翻訳業務は、過去に国、地方自治体、公益団体等からの受託実績が豊富な者と 

連携して行うこととし、最終的な校正等は受託者が責任をもって行うこと。 

 

（４）リーフレットデータ（周遊ルート）の制作 

【平成３０年度：１ルート以上（内、１ルートは千葉市を含めること）、 

平成３１年度：（４）イに記載のとおり】 

ア 制作方針 

○「ちば文化資産」を通して千葉県への来訪を促すことを目的とし、「ちば文化  

資産」の周遊ルートを制作する。 

○メインターゲットは、主に千葉県の文化資源などに対する知識や情報が少ない

人々と想定する。そのため、内容は誰にでも興味や関心を持たせられるものと

し、来訪のきっかけとなる内容とする。 

○紙面における記事やキャッチコピー等は多くの人が受入れやすい表現を心がけ

ること。写真やイラストを多用して、内容の充実を図り、「ちば文化資産」を訪

れる意欲を掻き立てられる工夫を凝らすこと。 

○県の承認のうえ、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を活用する  

ことも可とする。（チーバくんの取扱いについては（１）と同様とする。） 

○主に千葉県ホームページにおいて掲載することを想定している。 
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イ 内容 

（ア）制作物（電子データ）の規格 

サイズ ※企画提案すること 

言語 日本語 ※独自提案により日本語以外で追加制作しても構わない。 

ペ ー ジ

数・構成 

※企画提案すること（ただし、基本的に、１ルートにつき 1頁又は 

見開き１頁に収まるように構成すること。） 

色数 両面カラー刷４色以上 

ルート数 
少なくとも、（２）イ（イ）dで区分した「エリア（地域）数」と、

同数程度のルート数とすること。 

データの

種類等 

ルートひとつごとに、以下のデータを制作すること。 

【印刷用データ】 

・様式：PDF、ai 

・全頁を一括したデータを作成する 

【WEB閲覧用データ】 

 ・様式：PDF、jpg 

 ・容量：文章や図・写真が明瞭に判読可能な程度（1000KB程度） 

納品 

・期限：【平成３０年度】平成３１年２月２８日（木）までに    

１ルート以上（内、１ルートは千葉市を含めること）を  

制作すること。 

【平成３１年度】平成３１年６月２８日（金）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・形態：CD-R又は DVD-R 

 

（イ）掲載内容に係る留意事項 

  ○ルートごとに「週末日帰り」「一泊二日」「ファミリー向け」「電車の使用」   

など、テーマを定めること。 

  ○「ちば文化資産」をメインコンテンツとすること。 

※ルートに取り入れた「ちば文化資産」は具体的な名称を入れて提案すること。 

   ※実現性のあるものを企画提案すること。 

   ※「ちば文化資産」の特徴（時期など）をよく考慮したうえで、建造物だけで

なく、郷土料理・郷土芸能等をルートに取り入れることを検討すること。  

併せて、食事・体験等もルートに取り入れることを検討すること。 

※必要に応じて、「ちば文化資産」以外の施設等がルートに含まれていても 

構わない。 

  ○基本的に複数の市町村をまたいだルートとすること。 

  ○具体的な交通手段、所要時間、スポットの紹介など、読者が実際に行くことを 

イメージできるよう、適切な情報を収集・掲載すること。 
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（ウ）その他の留意事項 

○リーフレットデータの制作のために必要な企画・取材・撮影・記事編集・ 

デザイン・校正等の業務は県の事前確認のうえ、受託者の責任で行うこと。 

○（１）で作成したロゴマーク、キャッチコピーを活用すること。 

○当リーフレットデータは県の裁量で増刷・編集、WEBへの掲載を行うことを 

想定しており、著作権の処理など、これらを実施するうえで必要な手続きは  

受託者が責任をもって行うこと。 

 

 

（５）動画の制作・配信 

【平成３１年度：１種類以上】 

ア 動画の制作 

（ア）制作方針 

○「ちば文化資産」及び各資産等の概要を伝えるとともに、「ちば文化資産」を  

通して千葉県への来訪を促すことを目的とする。 

○メインターゲットは、主に千葉県の文化資源などに対する知識や情報が少ない

人々と想定する。そのため、内容は誰にでも興味や関心を持たせられるものと

し、来訪のきっかけとなる内容とする。 

○動画内容は多くの人が受入れやすい表現を心がけること。内容の充実を図り、

「ちば文化資産」を訪れる意欲を掻き立てられる工夫を凝らすこと。 

○県の承認のうえ、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を活用する  

ことも可とする。 

※チーバくんのデザインの取扱いについては（１）と同様とする。 

※チーバくんの着ぐるみが必要な場合は、県に借り受けるものとする。ただ

し、スーツアクターは受託者が委託料から支出して手配すること。 

○動画内容は、１種類以上は通年使用できるものとすること。 

 

（イ）動画の規格 

数量 本編及びダイジェスト版 １種類以上 

言語 

音声アナウンス：日本語 

字幕テロップ：日本語及び英語 

※独自提案により上記の他の言語で追加制作しても構わない。 

長さ 
・本編は１０分程度に編集すること。 

・本編を集約した１分程度のダイジェスト版を作成すること。 

テーマ 

・タイトル 
※ 制作方針に基づき、企画提案すること 

構成 

①「ちば文化資産」の概要説明 

②特定の「ちば文化資産」の紹介 

※【別紙１】（ちば文化資産一覧）から複数ピックアップする

こと。ピックアップする「ちば文化資産」は地域等のバラン

スに配慮し、最終的には県の承認を受けて決定すること。 

③その他効果的なコンテンツ(独自提案) 
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様式・加工 

・インターネット動画サイト（イで企画提案した内容）・千葉

県ホームページ等で配信できる形態とすること。 

・ＢＧＭをつけるなど、あらゆる人々が楽しめるように配慮す

ること。 

留意事項等 

・既存の写真・イラスト等を活用したものでも、新規に撮影を

するものでも構わない。新規に撮影をする場合、撮影地は県

と協議のうえ決定し、撮影地の関係者との調整は受託者が責

任をもって行うこと。 

・当動画はインターネット動画サイト・千葉県ホームページ等

で公開することを想定しており、著作権の処理など公開のた

めに必要な手続きは受託者が責任をもって行うこと。 

・【別紙１】（ちば文化資産一覧）の名称・説明文・所在市町村・

分類、及び、写真を動画作成のために活用することができる。

ただし、説明文・写真等は、各資産の関係者等に受託者が確

認し、県と協議をしたうえで追加・変更することができる。 

・十分な回数の校正を行い、県の事前確認を得ること。 

納品 

動画の電子データを納品すること。 

・期限：平成３２年３月１３日（金）まで 

・納品先：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本庁舎４階） 

・納品方法：受託後協議をして決定 

 

イ 動画の配信 

アで制作した動画をインターネット動画サイト等で配信すること。 

※具体的な配信先・配信方法は企画提案すること。 

 

 

（６）「ちば文化資産」スタンプラリーの実施 

【平成３１年度：２シーズン以上】 

「ちば文化資産」の魅力を発信するとともに、「ちば文化資産」を通して千葉県

への来訪を促すことを目的として、「ちば文化資産」をめぐるスタンプラリーを実

施する。スタンプを一定以上集めた応募者に対し、抽選で賞品をプレゼントする。 

  

ア 企画の制作、参加施設等のとりまとめ 

○テーマ・開催期間の設定、応募の流れ、応募条件など、シーズンごとの企画を  

提案すること。 

  ・開催期間は１シーズンにつき短くても１か月程度とすること。 

・２シーズン以上のうち、１シーズンは「平成３１年８月頃」を含めるように   

実施すること。 

・全体的に一体感のある内容とし、シーズンを重ねるにつれ、段々と規模が   
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大きくなるようなイメージとすること。 

・応募の流れ・応募条件として、スタンプの押印数、応募用紙の設置場所等を   

具体的に企画提案すること。基本的に応募者の条件は設定せず、あらゆる人々

がスタンプラリーを楽しめるように配慮すること。また、より多くのスタンプ

を押印すると、より豪華なプレゼントが当選するなど、より多くの「ちば文化

資産」を周遊することを促す応募条件を設定すること。 

 ○県が関係者に確認し、「スタンプラリーに参加の可能性あり」と回答があった 

「ちば文化資産」の名称及び具体的な参加施設等は【別紙２】のとおりである  

ので、企画提案したテーマに合わせて選定すること（想定する参加施設等を提案

すること）。なお、独自提案として追加をしても構わない。最終的な参加施設等

は県の承認を受けて決定すること。 

・当業務の実施において、関係者との詳細調整は受託者が責任をもって行うこと。 

・参加施設等に過度の負担を求めないこと。 

  ・参加する「ちば文化資産」の対象は建造物等に限定しない。例えば、「文化的 

景観・街並み」「イベント・祭り、郷土芸能、伝統芸能、郷土料理」であっても、

それを代表する施設等であり、スタンプを設置できるなど、現実的な参加でき

るが見込まれるものであれば、参加することができる。 

  

イ 必要な資材の作成（プレゼント・広報関連以外） 

 ○スタンプラリーの実施に必要な資材の作成・配付等は原則として受託者が行う 

こと。 

 ○以下の資材は必須で作成すること。 

（独自提案で電子機器を使用したスタンプラリーの実施を追加することも可能。） 

①応募用紙 

・紙媒体とすること。作成部数は当スタンプラリーを実施するために十分な  

数量とし、企画提案すること。 

・はがきタイプを想定しているが、県と協議のうえ変更できる。 

なお、郵送費用（切手代など）は応募者負担としても構わない。 

・プレゼント応募欄及び簡単なアンケートをレイアウトに入れること。 

アンケート内容は県と協議のうえ決定する。 

・広報チラシ等の一部に応募用紙をつける形態でも構わない。 

  ②スタンプ 

   ・参加施設等につき１つ以上設置すること。スタンプの配付方法、保管方法等 

については参加施設等とよく調整すること。 

   ・従来品でも新規作成でも構わない。 

・デザインについては、（１）で制作したロゴマークの活用を検討すること。 

 

ウ 応募のとりまとめ 

※郵送での応募の場合、送付先を千葉県庁に設定することができる。ただし、   

その場合、受託者は速やかに県から受領（回収）し、適切に管理すること。 



 - 11 - 

エ プレゼントの手配・発送 

 ○当選者は応募者から抽選で選抜する。抽選は公正性を持って実施し、手法は県と

協議のうえ決定すること。 

○プレゼントを受託者負担で手配すること。プレゼントの内容は千葉県らしさや 

文化的魅力をＰＲするものや、「ちば文化資産」に由来があるものとすること。

なお、プレゼントに係る費用は、１シーズンにつき、合計で１０万円以上を目安

とすること。 

 

オ 広報 

スタンプラリーの開催について広く周知し、応募者の増加促進を図るとともに、

「ちば文化資産」の魅力を伝えるような情報発信として、以下を実施すること。 

 ○ポスター・チラシの作成及び配布 

  ※作成したポスター・チラシについては電子データを（２）～（４）に準じて   

納品すること。 

※作成内容、部数、配布先等を企画提案すること。 

 ○その他効果的な広報（独自提案） 

 

 

（７）制作物等を活用した効果的なＰＲ活動の実施（独自提案） 

（１）～（６）と連動し、本業務の目的をより効果的に推進するＰＲ活動を行う。 

 

 

４ 実績報告書の作成 

各年度の業務完了後、下記のとおり実績報告書を１部作成し、県に提出すること。 

（１）様式は任意様式とするが、以下は必須で記載すること。 

・業務の実施概要（作成した制作物の規格・デザイン、配付・配信結果、その他 

活用実績など） 

・業務を実施したことによる効果検証 

・広報実施結果（メディアへの露出があった場合は使用媒体・実施（掲載）回数、 

実施（掲載）期間等を具体的に記載すること。） 

・アンケート集計結果（３（６）「スタンプラリーの実施」など） 

（２）提出期限 

・平成３０年度 平成３１年３月２７日（水）まで 

・平成３１年度 平成３２年３月１３日（金）まで 

 

５ 業務計画書の提出 

○契約締結時、「業務計画書（全体）」及び「業務計画書（平成３０年度）」を提出    

すること。様式は任意で項目は募集要項「企画提案概要説明書」に準拠すること。 

○平成３０年度は次年度に向けた計画として、「業務計画書（平成３１年度）」を提出

すること。提出期限は「平成３１年３月２７日（水）まで」とする。 
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６ 業務完了報告書 

委託業務完了後、委託期間内に電子データ及び紙媒体で、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すること。 

 

 

７ 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）～（５）の規定を準用   

する。 

 

 

８ 業務実施体制 

（１）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。 

（２）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。 

（３）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。 

 

 

９ 経費 

委託料の上限は下記のとおり。 

１１，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 上記の内訳として、各年度の支払上限額は以下のとおり。 

  平成３０年度 ５，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  平成３１年度 ６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。 
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10 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うえ、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 

 

平成  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） 

 

 

平成  年 月 日付けで契約をした「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」

ＰＲ業務委託」について、業務が完了しましたので報告します。 

記 

 

１ 業務実施状況 

（１）業務名 

「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」ＰＲ業務委託 

 

 

（２）内容 

「実績報告書」（平成３０年度・平成３１年度）のとおり 

 

 

（３）その他 

  

 

 

 

 

※「実績報告書」（平成３０年度・平成３１年度）を添付すること 

 

 

 


