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「東京 2020聖火リレー実施記録誌作成業務委託」仕様書 
 
 

１ 適用範囲 

 本仕様書は、千葉県（以下「県」という。）が発注を予定している東京 2020 聖火

リレー実施記録誌作成業務の企画提案募集及び業務を委託する場合に適用される主要

事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託者決定後、県が  

作成する。 
 

２ 事業の目的 

 千葉県において幅広い地域から多くの人々が参画して実施される東京 2020 オリン 

ピック聖火リレー及び東京 2020 パラリンピック聖火リレーのルートやランナーの 

紹介、聖火リレーや各種セレモニーの実施状況、各地域での取組の様子などをまとめた

記録誌を作成し、後世に残すことを目的とする。 
 

３ 委託期間 

 契約締結日から令和４年３月３１日（木）まで 
 

４ 委託業務の内容 

 東京 2020 聖火リレー実施記録誌（以下「記録誌」という。）の作成及び記録誌に  

添付する記録映像ＤＶＤ（以下「ＤＶＤ」という。）の制作を行う。 
 

（１）記録誌の作成 

 企画、構成、取材・撮影、原稿作成、編集・校正、印刷・製本、著作権及び      

肖像権の許諾等、記録誌の作成に必要な一連の業務を行うこと。 

 記録誌は次のとおり作成するものとし、詳細は、受託者と協議の上、県が決定  

する。 
 

ア 作成数  2,500冊 
 

イ 仕 様 

 （ア）規格等 Ａ４サイズ、タテ、120ページ程度、全頁フルカラー（表紙を含む。） 

 （イ）紙質等 コート紙、コートマット紙 等 

        表紙 135kg以上、本文 90kg以上 

 （ウ）製本  無線とじ、背表紙あり、左開き 
 

ウ 記事・コンテンツ 

・掲載項目は別紙１のとおりとし、掲載項目の変更・追加をする場合は、県と受託

者で協議の上決定する。 

・受託者は、記事やコンテンツの作成に必要な写真、資料、データ、記事等（以下

「写真等」という。）を収集し、写真等の使用に当たっての交渉や承諾・許可・

承認等の手続きを行うこと。なお、これらに必要な費用は本件業務委託の契約 

金額に含むものとする。 
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・取材対象は別紙２のとおりとし、掲載記事には、現地での取材・写真撮影や書面

等による取材等を行い、聖火ランナー、沿道の応援者、各種イベント参加者、  

市町村、関係団体など、様々な主体の所感（インタビュー等）などを盛り込むこと。 

・県において提供可能な写真等がある場合は別途提供する。 

・誌面に使用する写真には、非大会スポンサー企業の看板やロゴ・商品等が入ら  

ないよう配慮すること。また、撮影した映像に非大会スポンサー企業の看板や  

ロゴ・商品等が入った場合はマスキング等の画像処理を施すこと。 
 

エ デザイン・レイアウト 

 写真や図を効果的に活用し、見やすく、分かりやすい誌面となるように工夫する

こと。 
 

オ ユニバーサルデザインへの配慮 

・多くの人が読みやすい誌面となるよう、分かりやすい言葉で表現すること。 

・難しい漢字には振り仮名を付けること。 

・文字の種類やサイズ、色遣い等に配慮すること。 

・その他可能な限りユニバーサルデザインに配慮したものとすること。 

 

（２）ＤＶＤの制作 

 企画・構成、ロケーションハンティング、シナリオ作成、取材・撮影、編集、    

字幕・ナレーション・ＢＧＭ挿入、ディスクへの収録、レーベル印刷、著作権及び

肖像権の許諾等、ＤＶＤの制作に必要な一連の業務を行うこと。 

 ＤＶＤは次のとおり制作するものとし、詳細は、受託者と協議の上、県が決定  

する。 
 

ア 制作数  2,500枚 
 

イ 仕 様 

・再生時間は 20分～30分程度とすること。 

・字幕やナレーションの挿入など、ユニバーサルデザインに可能な限り配慮した 

ものとすること。 

・メニュー画面から、「ＤＶＤの内容についての説明」、「チャプター選択」、    

「字幕表示切替」の選択ができるようにすること。 

・ハイビジョン映像で制作すること。 

・アスペクト比は、１６：９とすること。 

・ＰＣ及び一般的なＤＶＤプレイヤーで再生できる形式で制作すること。 

・記録誌に添付すること。 
 

ウ 映像・コンテンツ 

・ＤＶＤ収録項目（別紙３）を含むものとすること。収録項目は、必要に応じて県

から変更・追加をする場合がある。 
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・受託者は、取材・撮影等を行い、様々な主体の所感（インタビュー）などを盛り

込むこと。 

・収録する映像等は、４（１）の記録誌の作成に当たり行う取材の機会を活用する

などして、受託者が取材・撮影等を行い、収集すること。また、取材・撮影、    

映像等の使用に当たっての交渉や承諾・許可・承認等の手続きは受託者が行う 

こと。なお、これらに必要な費用は本件業務委託の契約金額に含むものとする。 

・県において提供可能な映像等がある場合は別途提供する。なお、組織委員会が  

管理する映像等については、５（２）を参照すること。 

・映像の特性を活かし、分かりやすいものとすること。 

・収録する映像には、非大会スポンサー企業の看板やロゴ・商品等が入らないよう  

配慮すること。また、撮影した映像に非大会スポンサー企業の看板やロゴ・商品

等が入った場合はマスキング等の画像処理加工を施すこと。 
 

エ その他 

 レーベルはオフセット印刷（４色＋白）とし、記録誌に合わせたデザインとする

こと。 

 

（３）運営体制・進行管理 

ア 運営体制 

 受託者は業務全体の統括及び県との調整を担う統括担当を、契約後速やかに配置

し、県の承認を得ること。また、必要に応じて県との調整を担う業務ごとの担当を

配置し、同様に承認を得ること。 
 

イ 進行管理 

 受託者は契約後速やかに本業務に係る全体スケジュールを県に提出し、承認を 

得ること。なお、スケジュールは、下表に示す期限等に従って、記録誌全体の校正

等の作業を進められるよう作成すること。作成に当たっては、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（以下「組織委員会」という。）

による権利関係等の審査を受ける必要があることを考慮すること。（令和３年  

１１月中旬を想定） 

校正 期限（予定） 備考 

初 校 令和 3年 10月中旬 冊子（表紙、本文等全て）及び映像をデータ等で提出。 

２ 校 令和 3年 11月中旬 初校の修正を行い、修正データ等を県へ提出。 

組織委員会 

による審査  

令和 3年 11月中旬 データを組織委員会へ提出し、審査を受ける。 

３ 校 令和 4年 1月中旬 ２校の修正を行い、修正データ等を県へ提出。 

最終稿 令和 4年 2月中旬 ３校の修正を行い、修正データ等を県へ提出。 

納 品 令和 4年 3月中旬 ４（５）のとおり 
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（４）原稿作成・編集・校正 

ア 原稿作成・編集 

 記録誌の原稿は、４（３）イで示した初校の期限より早い時期に、大項目、細目

ごと等に複数回の県の内容確認・修正指示の機会を設け、県の了解を得ながら 

作成・編集を進めること。 
 

イ 校正 

 ４（３）イのスケジュールを基本とするが、校了まで必要な回数の校正を行う  

こと。 

 

（５）成果物等の納品及び業務完了報告 

 次のとおり納品・提出すること。なお、具体的な納品場所及び納品期限は、別途

県が指定するものとする。 

成果物等 報告・提出期限 内容 

統括担当者等 契約後速やかに ４（３）アのとおり 

全体スケジュール 契約後速やかに ４（３）イのとおり 

記録誌 令和４年３月中旬 2,500冊を印刷・製本すること。 

完全版データ（PDF形式及びMicrosoft Word等編集 

可能な形式）をDVDで2部納品すること。 

ＤＶＤ 令和４年３月中旬 2,500枚を制作（コピープロテクトあり）し、記録誌

に添付すること。 

別途DVD（コピープロテクトなし）5枚を県へ納品する

こと。また、WEB掲載に適した形式のデータをDVDで  

1部納品すること。 

業務完了報告書 令和４年３月下旬 業務完了後、速やかに関係書類を添えて報告する  

こと（報告様式は任意）。 

その他 別途指定する。 ・取材等により収集した写真等 

・その他県が必要と認めた成果物 
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５ 業務委託全般に係る留意事項 

（１）組織委員会等の関与 

 本業務の実施に当たり、県のほか、組織委員会、国際オリンピック委員会、国際

パラリンピック委員会等から別途の指示を受ける場合がある。 
 

（２）組織委員会が管理する知的財産及び映像・画像の使用 

ア オリンピック・パラリンピックエンブレム等の組織委員会が管理する知的財産に

ついては、県が組織委員会に使用申請を行い、承認の得られたものについて使用  

すること。 

イ 組織委員会から東京 2020 オリンピック聖火リレーに係る映像・画像、各日の  

聖火リレーのハイライト映像等の提供を受けることができる予定であり、必要に 

応じて使用するものとする。ただし、組織委員会への申請の受付終了時期が令和 

３年秋頃とされているものもあるなど、使用には制約があるので留意すること。 

なお、当該申請は県が行う。 

ウ ア・イのほか、本業務の実施に当たり、組織委員会から提供を受けることが可能

とされた映像・画像がある場合は、必要に応じて使用するものとする。 
 

（３）打合せ等 

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 本業務の実施に当たり、受託者は、県と必要な協議及び打合せを行い、誠実に  

業務を進めること。 

ウ 受託者は、打合せ等で必要となる資料をその都度作成・提出すること。 
 

（４）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については、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 本業務により作成又は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払わなければならない。 

ウ 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、又は委託契約が解除された

後においても同様とする。 

 

（５）著作権等の取扱い 

ア 受託者は、成果物の著作権（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。 
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ウ 本業務の成果物に、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 ウの規定にかかわらず、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、受託者は調整等に必要な資料の作成

等を行うこと。なお、当該作成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 

ものとし、その費用は委託料に含めるものとする。 

 

（６）帳簿等の整備 

 受託者は、本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、業務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。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ものとする。 

 

（７）その他 

ア 本業務の遂行上必要となる関係機関その他に対する諸手続き（組織委員会との 

調整、その他県が行う手続きを除く。）は、受託者が速やかに処理するものとし、

これに要する費用は受託者の負担とする。 

イ 受託者は、本仕様書に記載したもののほか、本業務の遂行に必要な権利処理を 

行うこと。 

ウ 受託者は、本業務の遂行に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により県に損害

を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。 

エ 受託者は、本業務の遂行に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に 

損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。 

オ 本仕様書に関して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、

県と受託者で協議の上決定する。 

カ 本業務に必要な経費は全て委託料に含めるものとする。 

キ オリンピック・パラリンピックに関する用語について、適切に使用すること。 


