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東京 2020パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェスティバル検討業務委託 
仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、千葉県（以下「県」という。）が発注する東京 2020 パラリンピック  

聖火リレー千葉県聖火フェスティバル検討業務委託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 事業の目的 

東京 2020パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェスティバル（以下「千葉県聖

火フェスティバル」という。）を実施するために必要となる実施計画の策定及び準備業

務を委託する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日～令和２年１月３１日（金） 

 

４ 東京 2020パラリンピック聖火リレーについて 

 （１）コンセプト Share Your Light / あなたは、きっと、誰かの光だ。 

 （２）千葉県の実施年月日 令和 2年 8月 19日（水） 

 （３）概要 

    次の①～④を 8月 19日に実施する。 

   ① 採火式：パラリンピック聖火リレーの火を採火するセレモニー 

   ② 集火式：各地で採火した火を集火するセレモニー 

   ③ 聖火リレー 

   ④ 出立式：聖火を開催都市（東京都）に送り出すセレモニー 

 

５ 委託業務の内容 

  組織委員会の示す聖火リレーの基本計画、ガイドライン、各種提出書類のフォー 

マット及び「Tokyo2020アクセシビリティガイドライン」（以下「基本指針等」という。）

を踏まえ、次の(1)～（17）の業務を行うこと。 必要な経費はすべて委託料に含める

ものとする。 

  なお、組織委員会の示す基本指針等については、県から受託者に別途提示する。 

 （１）過去大会等関連情報の収集 

過去のパラリンピック聖火リレーの事例等、関連情報を収集すること。なお、

収集する情報については、県と協議の上、決定する。 

（２）採火式 

  ア 実施イメージ 

 県の指示により、採火及び採火式の実施イメージを２案以上作成すること。 

   イ 点火棒、ランタン等 

    (ｱ) 県独自の点火棒及びランタンを作成することを想定しているので、その 
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作成方法及びスケジュールを記載した計画を策定すること。 

作成に当たっては、既存の点火棒、ランタンに装飾を施す等でも差し支 

      えないが、県内の児童・生徒等のデザインを使用するなど、できるだけ多 

      くの方が参画できるような方法をとること。 

また、ランタンは、組織委員会の推奨する「ハリケーンランタン」又は 

同程度の物を使用すること。 

     (ｲ) 配付計画 

       点火棒、ランタン、携帯用カイロ、燃料等、採火に必要となる資材の名 

称、規格、数量、調達先及び配付先並びに配付時期等を記載した配付計画 

を作成すること。 

（３）集火式、出立式 

 集火式、出立式に必要となる、次のア～コの計画等を基本指針等を踏まえ作成

し、県が別途指定する期限までに提出すること。なお、集火式会場及び出立式会

場については、県から受託者に別途、通知する。 

ア 会場レイアウト 

  集火式、出立式の会場レイアウトを作成すること。 

     公道から会場への出入口（原則として観客の出入口とランナーの出入口は

分けること。観客の出入口では手荷物検査スペースを設けること）、ステー

ジ、観覧席（一定数以上、椅子席を設けるものとする。）、ステージへの車い

す用進入路、ランナー走行路、仮設トイレ、運営本部、インフォメーション、

出展者ブース、聖火皿、音響・照明等の設備、救護所、休憩スペース、授乳

所、給水所、必要に応じて給排水設備、仮設照明、スポンサー企業の出店エ

リア、その他必要な事項を見やすく記載した会場レイアウトを作成すること。 

     レイアウトの作成に当たっては、「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラ

イン」を踏まえ、バリアフリー等に充分配慮したものとすること。 

  イ 動線計画 

     最寄りの公共交通機関、駐車場からの観客のアクセス経路、資機材の搬出 

入を行う車両経路、誘導スタッフの配置場所をマップ上に見やすく記載する 

こと。車いすで移動しやすいなど、バリアフリーに配慮した計画とすること。 

ウ 電気・通信・給排水等設備計画 

  電気容量、通信、給排水等の容量を積算し、必要となる設備の名称、規格、 

数量、調達先をリストアップすること。  

  エ 会場装飾・会場サイン計画 

  組織委員会の大会ブランド保護基準を踏まえ、会場の装飾、案内等のサイ 

 ン計画を作成すること。 

※ 作成に当たっては、大会公式ピクトグラムを使用するなど、ユニバー 

サルデザインを考慮すること。  

  オ 会場警備計画 

(ｱ) 雑踏事故防止策 

(ｲ) 人員の手配計画 

警察官、警備員（警備業法第4条に規定する「警備業の認定」を受けた者 

      の派遣する警備員（以下「警備員」という。））、運営スタッフ、アルバイ 
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ト、自治体職員、ボランティア等に分けて必要な人数及びその算出根拠、 

手配方法について明記すること。ボランティアを募集・選定する場合は、 

募集方法、選定方法、研修計画、スケジュールを併せて記載すること。 

(ｳ) 資機材の手配計画 

    警備に必要となる資機材の規格、数量、調達先を明記すること。 

     (ｴ) 入退場エリアの管理及び入退場口対策（手荷物検査を行うこと） 

(ｵ) 消防防災計画 

(ｶ) 避難誘導計画 

カ 救護計画 

警察・消防等の関係機関と協議の上、傷病者発生から救急車の要請や運営 

     本部への連絡等、会場における救護計画を作成すること。 

※ 救護所には必ず1名以上看護師を配置すること。 

キ トイレ・清掃・廃棄物処理 

必要となるトイレの設置台数、清掃方法、回数、時間帯、ゴミ箱の設置箇 

所、廃棄物の処理方法を記載すること。 

ク 資機材の手配計画 

  必要な資機材の規格、数量、調達先をリストアップするとともに、アで   

作成したレイアウトに明記すること。 

ケ 進行プログラム（進行台本含む） 

      (ｱ) 県の指示に従い、ステージイベントの出演者、出展者との調整を行うこ 

と。 

    (ｲ) 出演者、タイムスケジュール、イベント内容を記載したプログラムを作 

成し、プログラム内容を踏まえた進行台本を作成すること。 

    コ その他、集火式、出立式の実施に関し必要な事項を行うこと。 

（４）聖火リレー 

  ア 県内ルート案の作成 

   (ｱ)  次のａ～cにより県内ルート詳細案を基本指針等を踏まえ作成し、県

が別途指定する期限までに提出すること。なお、県内ルート概要案は県

が作成し、別途、受託者に提供する。 

ａ ルートマップ 

(a) 車両移動区間を含むルートを 1枚に見やすくレイアウトしたもの 

(b) 車両移動区間を含む各日のルート、スロット割、セレモニー会場、 

運営準備・撤去スペース（車両の待機場所を含む）、ランナー集合場所

（関係者駐車スペースを含む）を複数枚に分けて見やすくレイアウトし  

たもの（A3以上） 

    b 関係機関（道路管理者、警察、消防等）との調整（随時） 

        県の指示により道路管理者、警察、消防等との調整を行うこと。 

        c 現地調査の実施 

         県の指示により、受託者の負担において車両（最低1回は50人以上が 

乗車可能な大型バス）を確保し、現地調査を行うこと。 

なお、車両には県及び関係機関の職員が同乗することがある。 
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イ 道路利用・警備関係 

(ｱ) 道路利用/警備実施計画 

警察・消防等の関係機関と協議の上、道路利用/警備実施計画（迂回路 

の設定を含む）を策定すること。計画に盛り込む内容はオリンピック聖火 

リレーに準じた内容とすること。 

     (ｲ)  人員の手配計画 

スロットごと、市町村ごとに必要な人数を警察官、警備員、運営スタッ

フ、自治体職員、ボランティア等に分けて算出すること。算出根拠、手配

方法を併記すること。 

ボランティアを募集・選定する場合は、募集方法、選定方法、研修計

画、スケジュールを併せて記載すること。 

(ｳ)  道路利用マップ 

         ルートマップに交通規制を行うエリア、開始時間、終了時間、迂回路 

を明記したマップを作成すること。 

(ｴ) 資機材の手配計画 

    警備に必要となる資機材の規格、数量、調達先を明記すること。 

    (ｵ) 資機材の配置計画 

       ルートマップに必要な資機材を記載した配置計画を作成すること。 

ウ 救護計画 

警察・消防等の関係機関と協議の上、傷病者発生から救急車の要請や運営 

本部への連絡等、コース上の救護計画を作成すること。 

エ 隊列車両待機用駐車場及び関係者用駐車場の設営、運営計画 

(ｱ) 必要な人員及び資機材の手配計画、配置計画を作成すること。 

 (ｲ) リレーの運営に支障がないよう各車両の隊列の位置や車両の規格に配慮 

して駐車位置の区割りを行うこと。 

(ｳ) 駐車エリア、車両出入口、歩行者出入口、公道からの動線、誘導員の配 

 置位置を見やすく記載したレイアウトを作成すること。 

     (ｴ) 同一敷地内にやむを得ず一般車両が駐車する場合は、明確に区分するこ 

と。 

      (ｵ) 駐車場が複数箇所にまたがるときは、それぞれ作成すること。 

オ 交通規制告知計画 

警察等の関係機関と協議の上、案内看板及び横断幕（事前告知物を含む。） 

の制作・設置計画、メディアを使用した広報・告知計画等、交通規制の告知 

に関する計画を策定すること。 

    カ その他、聖火リレーの実施に関し必要な事項を行うこと。 

（５）聖火ランナーの選考等 

   実現可能なＰＲランナー候補者のリスト（県の指定する様式）を作成するととも 

に、県の指示によりＰＲランナー候補者と調整を行うこと。 

その他、県の指示によりランナーの選考に必要な事項を行うこと。 

（６）ランナー集合場所の検討等 

   全てのランナー集合場所について、以下ア～ウの資料をそれぞれ基本指針等を踏
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まえ作成し、県が別途指定する期限までに提出すること。 

資料の作成に当たっては、県の指示に従い、施設管理者、警察等の関係機関との 

調整を行うこと。 

また、県の指示により、受託者の負担において車両（50人以上が乗車可能な大 

  型バスを使用することがある）を確保し、現地調査を行うこと。なお、車両には 

県及び関係機関の職員が同乗することがある。 

ア 会場レイアウト 

      出入口、受付スペース、オリエンスペース、授与式スペース、取材スペース、 

記念撮影スペース、スタッフ控室、お手洗い、救護室、手荷物置き場、ストック

ルーム、更衣室（男・女）、バリアフリー環境（身障者用トイレ、スロープ等）

その他必要な事項を見やすく記載した使用フロアごとの会場レイアウトを作成

すること。 

レイアウトの作成に当たっては、「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライ

ン」を踏まえ、バリアフリー等に充分配慮したものとすること。 

イ 動線計画 

      ランナー、関係者、マスコミ等の動線を検討し、見やすく記載した動線図を 

作成すること。なお、著名人ランナーの動線については、専用出入口、専用控

室の確保も検討し、その他のランナーと分けて動線図を作成すること。車いす

で移動しやすいなど、バリアフリーに配慮した計画とすること。 

ウ 人員手配・配置計画 

(ｱ) 人員手配計画 

集合場所ごと、市町村ごとに必要な人数を警察官、警備員、運営スタッ 

フ、自治体職員、ボランティア等に分けて算出すること。算出根拠、手配 

方法を併記すること。ボランティアを募集・選定する場合は、募集方法、 

選定方法、研修計画、スケジュールを併せて記載すること。 

(ｲ) 人員配置計画 

警察官、警備員、運営スタッフ、アルバイト、自治体職員、ボランティ 

     ア等に分けて、それぞれの配置を見やすくレイアウトした配置計画を作成 

すること。 

(ｳ) 資機材等手配・配置計画 

ａ 資機材等手配計画 

消耗備品、各種案内サイン、テーブル、パイプ椅子、ランナー荷物棚な

ど集合場所の運営に必要となる資機材等のリストを作成し、規格、数量、

調達先等を明記すること。また、警備に必要な資機材等のリストも併せて

同様に作成すること。 

ｂ 資機材等配置計画 

       ａでリストアップした資機材等について、それぞれの配置を見やすくレイ 

アウトした配置計画を作成すること。 

(ｴ) 救護計画 

        警察・消防等の関係機関と協議の上、傷病者発生から救急車の要請や      

運営本部への連絡等、ランナー集合場所における救護計画を作成すること。 
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(ｵ) 駐車場運営計画 

ランナー輸送バス、ランナーを含む関係者車両の駐車位置について、施 

設一般利用者等に配慮して区割りを行い、それぞれの駐車エリア、車両出 

入口、歩行者出入口、公道からの動線、誘導員の配置位置を見やすくレイ 

アウトした駐車場運営計画を作成すること 

 （７） 聖火ビジット 

     聖火ビジットの訪問先及び選定理由、実施方法、実施時間等について2案 

    以上提出すること。 

（８） ミニセレブレーション 

    ミニセレブレーションの実施内容、出演者等について提案すること。 

（９） 組織委員会提出資料等 

組織委員会提出資料及びその参考となる資料を作成すること。 

（10） パートナー企業の権利・ブランド保護の検討 

  リレールート上や集火式・出立式等の会場等で必要なパートナー企業の権 

利・ブランド保護が必要なところをリストアップし､対応案を作成すること。 

県の指示に従い、道路管理者、施設管理者、店舗等の関係機関との調整を行 

うこと。 

また、県の指示により、受託者の負担において車両（50人以上が乗車可能な 

大型バスを使用することがある）を確保し、現地調査を行うこと。なお、車両 

には県及び関係機関の職員が同乗することがある。 

（11） 暑さ対策の検討 

リレールート上や出立式・集火式などのセレモニー会場等で必要な暑さ対策 

    を検討し、実施計画等に盛り込むこと。給水所等を設置する場合は、設置場所

を地図上に見やすく明示すること。 

 県の指示に従い、道路管理者、施設管理者、店舗等の関係機関との調整を行 

うこと。 

また、県の指示により、受託者の負担において車両（50人以上が乗車可能な 

大型バスを使用することがある）を確保し、現地調査を行うこと。なお、車両 

には県及び関係機関の職員が同乗することがある。 

（12） 雨天等の対策の検討 

雨天・荒天を想定した対策を検討し、実施計画等に盛り込むこと。 

（13） 広報計画 

     千葉県聖火フェスティバルの認知度向上、集客を効果的に行うための広報計

画を県が指定する期限までに制作し、県の了承を得ること。広報計画には、マ

スメディア、SNS、ウェブサイトなど効果的な媒体、方法等を検討すること。 

（14） 官公庁への許認可申請等の補助 

 関連法令・条例・規則等を遵守の上、県の指示に従い、道路管理者、施設 

管理者、警察等の関係機関への許認可の申請等に必要な業務を補助すること。 

 （15） 準備委員会・実行委員会等の資料の作成 

県の指示に従い、準備委員会・実行委員会（以下「実行委員会等」という。） 

で使用する資料の作成を補助すること。 
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※作成する資料は、前述の５（１）～（1４）に記載するもの及び本委託事

業での成果物等を想定している。 

（16） 聖火リレーの実施に必要な経費の試算 

県の指示に従い、令和２年の聖火リレーの実施に必要な経費を試算するこ 

と。 

 （17） その他 

本委託事業の実施に関し県が必要と認めた指示事項について、指示に従う 

こと。 

 

６ 成果品等の提出 

（１） 業務完了報告 

業務完了報告書（別記様式）に関係書類等を添付し、令和２年１月３１日（金） 

までに、県に提出すること。 

（２） 各種成果物等 

前述の５（１）～（16）の資料については、県が別途指示する期日までに提 

    出すること。 

（３） 提出方法 

紙媒体（正本１部、副本１部）及び電子媒体で提出すること。 

なお、電子媒体は、ＰＤＦ形式及び編集可能な形式（Word・Excel・PowerPoint 

等）の両方とし、地図や画像等の素材データも、JPG、ai形式等で併せて提出す 

ること。 

      

７ 業務委託に当たっての留意事項 

（１） 打ち合わせ、定時報告等 

ア 受託者は、契約締結後、速やかに県と協議を行い、業務内容について十分な 

調整を図ること。 

イ 本業務の実施にあたり、受託者は、県と必要な協議及び打ち合わせを行い、 

誠実に業務を進めるものとする。 

ウ 打ち合わせ等で必要となる資料を、その都度作成すること。 

エ 打ち合わせ後速やかに打ち合わせ結果を作成し、県に報告すること。 

（２）秘密保持等 

 ア 個人情報を含め、本業務により作成又は得られた全ての情報は、機密性が 

きわめて高いため、情報管理を徹底するとともに、本業務の目的以外に使用し 

てはならない。 

イ 県・受託者相互間のデータの受け渡しに当たっては、セキュリティが確保さ

れる方法を提案し、事前に県の了承を得た上で、受託者の負担において必要な

環境を整備すること。原則として、有償・無償を問わず不特定多数の者がアク

セスできるドライブやサーバ、フリーソフト等を利用しないこと。 

ウ 本業務により作成又得られた全ての情報の使用、保存、処分に当たっては、   

秘密が保持されるよう細心の注意を持って当たらなければならない。 

 エ 本業務の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は、本業務の目的外に 

 使用してはならない。これは、本業務の委託期間が終了し、又は、委託契約が 
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解除された後においても同様とする。 

（３） 著作権等の取扱い 

ア 受託者は、成果品の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利 

 を含む。以下同じ）及び知的財産権（以下「著作権等」という。）を県に無償で 

譲渡するものとする。 

イ 著作者人格権については、県又は県が指定した第三者に対し、行使しない。 

 県又は県が指定する第三者は、著作権法第２０条（同一性保持権）の規定に 

 かかわらず、本業務の遂行に必要な範囲において、目的物の改変を行うことが 

できる。 

ウ 当該業務の成果品に、第三者が権利を有する著作物及び知的財産（以下「既 

存著作物等」という。）が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物の使用に 

必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行い、その費用 

は委託料に含めるものとする。 

 エ 前ウの規定にかかわらず、大会エンブレムやロゴ、名称等のオリンピック・ 

 パラリンピックの知的財産権等の使用に係る組織委員会との調整は県におい 

 て行うが、調整等に必要な資料の作成等を行うこと。なお、当該費用は委託料 

 に含めるものとする。 

オ 著作権等に関する紛争が生じたときは、一切を受託者の責任において処理す 

 ること。 

（４） 帳簿等の整備 

受託者は、委託業務の実施のために業務委託料から支出したことについて、 

帳簿及び証拠書類を、聖火リレーの終了した年度の翌年度から起算して５年間 

整備・保管しておかなければならない。さらに、県は、必要と認めるときは、 

受託者に対して当該帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。 

 （５） 業務の引継ぎ 

     令和2年度のパラリンピック聖火リレーの実施委託（以下「実施委託」とい 

う。）は、今後、本事業とは別に、発注することを想定している。 

 本事業の受託者は、実施委託の受託者が円滑に事業を実施できるよう協力し 

なければならない。 

（６） その他 

本仕様書に関し疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項につい

ては、県・受託者協議の上決定する。 
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（別記様式） 

東京 2020パラリンピック聖火リレー 
千葉県聖火フェスティバル検討業務委託 業務完了報告書 

 

                               年  月  日 

 

千葉県知事 鈴木 栄治  様 

 

                       住所 

                       名称 

                       代表者職氏名        □印 

 

東京２０２０パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェスティバル検討業務委託事

業について業務を完了したので、関係書類等を添えて下記のとおり報告します。 

記 

１ 過去大会等関連情報の収集 

 

２ 採火式 

 

３ 集火式、出立式 

 

４ 聖火リレー 

 

５ 聖火ランナーの選考等 

 

６ ランナー集合場所の検討等 

 

７ 聖火ビジット 

 

８ ミニセレブレーション 

 

９ 組織委員会提出資料等 

 

10 パートナー企業の権利・ブランド保護の検討 

 

11 暑さ対策の検討 

 

12 雨天等の対策の検討 

 

13 広報計画 

 

14 官公庁への許認可申請等の補助 
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15 準備委員会・実行委員会等の資料の作成 

 

16 聖火リレーの実施に必要な経費の試算 

※ 令和２年の聖火リレーの実施に必要な経費の見積書を添付すること。 

 

17 収支決算書 別紙のとおり 

 

18 その他 

  

本件に関する連絡先 

 担当者所属・氏名 

 電話番号 

 FAX      E-Mail 
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東京 2020パラリンピック聖火リレー 
千葉県聖火フェスティバル検討業務委託 業務完了報告書 

 
 
                             単位：円 

 予算（計画） Ａ 決算（実績） Ｂ Ａ－Ｂ 

収 

入 

委託料    

    

計    

支 

出 

    

    

    

    

計    

収入－支出    

 


