
 

「オリンピック・パラリンピック普及・振興事業（令和３年度県民の日行事）業務委託」 

企画提案仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、千葉県が発注を予定している「オリンピック・パラリンピック普及・  

振興事業（令和３年度県民の日行事）業務委託」の企画提案募集及び委託する場合に  

おいて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、  

受託候補者と協議の上、別途県が作成する。 

 

２ 業務の名称 

オリンピック・パラリンピック普及・振興事業（令和３年度県民の日行事）業務委託 

 

３ 業務委託の目的 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京2020大会」という。）

において、本県では８競技が開催される予定である。大会開催を契機としたスポーツへ

の興味・関心の促進、また、当該競技を含めたスポーツ振興を図るためＰＲイベントを

実施する。 

 

４ 業務期間 

  契約締結日～令和３年６月２５日（金） 

 

５ 業務委託の内容 

    次の委託内容を「県民の日ちばワクワクフェスタ２０２１」全体を所管する千葉県 

県民生活・文化課（以下、「主催者」という。）及び千葉県事前キャンプ・大会競技    

支援課（以下、「委託者」という。）と調整し、了承を得た上で実施すること。 

 

（１）県民の日中央行事「県民の日ちばワクワクフェスタ２０２１」の概要等 

ア 日時：令和３年５月２３日(日)９時３０分から１７時３０分（予定） 

イ 会場：幕張メッセ国際展示場ホール１ 

ウ 設営：令和３年５月２２日(土)１２時～５月２３日（日）８時３０分（予定） 

撤収：令和３年５月２３日(日)１７時３０分～２４時（予定） 

   エ 留意事項： 

  ・ 新型コロナウイルスの感染状況による国や県の方針、また、それらを踏まえ 
た主催者の判断によりイベントが中止になる場合がある。 

・  契約後にイベントが中止となった場合は、出来高払いとする。また、既に支払

いが確定したものの扱いについては、委託者、受託者で協議することとする。 
・  イベント来場者は一定の入場制限（収容上限数）を設ける可能性がある。具体

的な制限は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた国や県の方針や会場管理

者が示すガイドライン等を踏まえて主催者が決定する。 
・ イベント来場者の連絡先の把握、会場入口での検温・消毒液の設置等、    

イベント全体に関わる新型コロナウイルス感染症の対策は主催者が行う。 



 

（２）実施内容（出展内容） 

ア ステージプログラム 

以下の内容のステージイベントを運営すること。なお、出演者との調整や進行 

台本の作成も含まれるものとする。 

    （ア）内容等 

       スポーツの魅力や東京 2020 大会県内開催競技を楽しく、わかりやすく  

ＰＲするステージプログラムとし、プログラムの内容及び進行を提案する 

こと。なお、主な観客として小中学生及びその保護者・引率者を想定して  

おり、時間は２０分～２５分程度を予定している。 

       なお、新型コロナウイルスの感染状況により、東京 2020 大会が中止   

または延期となった場合には、内容や進行を変更する等、柔軟に対応する 

こと。 

    （イ）出演者 

       想定している出演者は以下のとおりである。上記(ア)で提案したプログラ

ム実施に適当であり、手配可能な出演者を提案すること。なお、本企画提案

時における、ＭＣ、アスリート本人や競技団体への出演交渉は禁止とする。      

なお、以下３組の出演は必須である。 

       ・ ＭＣ １組 
※ 進行や聞きとしての役割だけでなく、笑い・盛上げ等の会場の雰囲気作りを得意とし、 

         かつ集客（事前予約制）を考慮し可能な限り知名度の高いタレントを手配すること。           
１人に限定せず、コンビやトリオ等による出演も含めるものとする。 

       ・ 千葉県ゆかりのオリンピアンまたはパラリンピアン等（以下「アスリー 
ト」という。） 
※ ＭＣもしくはアスリートのどちらか一方に、千葉県ゆかりの者がいることが望ましい。 

・  千葉県マスコットキャラクターチーバくん １体（アクターを含む）（予定） 

  ※ マスコット及びアクターは委託者が手配するため、積算に含めないこと。 

    （ウ）その他・留意事項 

      ・ ステージのサイズ（パーフォーマンス可能範囲）は縦１２，０００ｍｍ×   

横１５，０００ｍｍ×高さ１，０００ｍｍ程度、観客席は１５０席以上（車

いすスペースを除く）を予定している。 

・ 各ステージプログラムの観客席は原則として入替制であり、かつ事前予約    

制を予定している。観客の募集及び抽選・当選通知等の一連の業務は主催 

者が行う（募集開始時期は４月以降を予定している）。 

・ ステージ・音響・照明設備の設営等の各プログラムに係る内容、及び   

本プログラム用のワイヤレスマイク（１０本）、出演者用控室（他の出演者

と共同控室になる場合は、パーテーションで区切った上での共用部屋を  

予定）・同昼食（５名～１０名分）、同姿見（２台）の手配は主催者が行う。 

      ・ 本プログラムを含め、各プログラムは録画による後日配信（メディアの 

場合は１回、インターネット等の場合は１日程度）を予定しているため、 

ＭＣ及びアスリートの手配に当たっては留意すること。 

 ・ 観客、出演者及び出演者と近距離で接触あるいは長時間接触する可能性 

  のある受託者等の関係者に対する新型コロナウイルス感染防止対策徹底を   
図ること。 

あわせて、対策に必要となる物品等を手配すること。ただし、他のプログ 

ラムで使用し、感染防止の観点から共用しても影響のない物品（出演 

者間のアクリル板等）がある場合は、主催者と共用について協議すること。 



 

イ スポーツＰＲブース  

 新型コロナウイルス感染症対策を施した上で、以下の内容のブースを運営する

こと。 

（ア）アスリートなりきりフォトアトラクション 

      ・ 株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン「sharingbox PRIME」２台

を使用し、アスリートなりきりフォトアトラクションを実施すること。費用 

負担を含め、「sharingbox PRIME」についての詳細は別紙を確認すること。 

       ・  必要面積（待機列を除く）は６，０００ｍｍ×３，５００ｍｍ程度を 

見込んでいる。 

      ・ イベント開催中は同社が派遣するスタッフの監督のもと、参加者への 

操作説明、誘導、撮影補助作業を行うこと。 

（イ）切手モザイクアートの展示 

・ 日本郵便(株)の所有する、使用済み切手を使用したアート作品及びその 

説明パネルの展示を行う。 

・ 以下のパラリンピック４競技のＰＲを目的とした展示であり、展示の  

レイアウト及び展示以外で競技のＰＲに効果的な仕立てを提案すること。 

４競技：ゴールボール、シッティングバレーボール、 

テコンドー、車いすフェンシング 

・ なお、同社との調整は委託者が行うが、作品の運搬（習志野市内～会場の 

往復を予定）は受託者が行う場合があるので留意すること。また、同社の  

監督のもと設営・撤去作業を行うこと。 

・ 展示に必要となるパーテーションは主催者が手配する。 

・ イベント開催中は作品に毀損等が発生しないよう監視を行うこと。  

 
 

 

 

 

 

※ 作品は上記4作品。説明パネル（自立式）は2枚。 

※ いずれの作品も大きさは横幅3,600mm、高さ1,800mm 

※ 画鋲もしくは強力な両面テープでパーテーションに固定する。 

 

（ウ）サーフィンフォトスポット 

      ・ トリックアートの効果を用いたサーフィンのフォトスポット。 

      ・ 必要面積（待機列を除く）は３，０００ｍｍ×３，５００ｍｍ程度を    

見込んでいる。 

・ （一社）日本サーフィン連盟の所有物を借用する予定であり、同連盟と

の調整は委託者が行うが、運搬（JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE（東京都

新宿区）～会場の往復／ワゴンサイズ以上の車両が必要）及び設置・撤去

作業を行うこと。 

・ 設置に必要となるパーテーションは主催者が手配する。 

・ イベント開催中は参加者への説明、誘導、撮影補助作業を行うこと。  



 

 

 

 
 

 
※ フォトスポットは上記１体。ハトメ付きのターポリン性の素材。 
※ 設置時の大きさは横幅約2,400mm、高さ約2,400mm、奥行き約2,400mm 
※  L字に折ってパーテーションに固定する。 

 

（エ）千葉県内開催競技、オランダホストタウン紹介等のＰＲ展示 
      ・ 千葉県で開催する８競技やホストタウンとして登録を受けているオランダ 

王国を紹介するパネル・バナー等の展示。 
・ 展示物は最大でパネル２０枚程度（各Ａ１サイズ）、バナー５枚程度（横
６００ｍｍ程度～１，２００ｍｍ程度、高さ約２，０００ｍｍ程度）、のぼり
１０本程度、チラシ等の配布物を想定しているが、具体的な展示物等や使用
するスペースはブース内の他の企画も考慮の上委託者と協議の上決定する
こと。なお、展示物は委託者が所有または手配するものを使用することと 
するが、運搬（千葉県庁と会場の往復）及び設置・撤去作業は受託者が行う
こと。 

・ イベント開催中は展示物等に毀損等が発生しないよう監視を行うこと。  
    （オ）ブース内装飾 

     ・ 開催予定の東京 2020 大会直前に行う本イベントを盛り上げるため、   

ブース内装飾を施すこと。大会開催を契機としたスポーツへの興味・関心の

促進及びスポーツ振興という、本イベントの趣旨に留意した上で、装飾の 

仕様及び使用する物品や具材、デザインを提案すること。 

（カ）その他・留意事項 
       ・  ブース全体面積は１５０㎡程度（１５，０００ｍｍ×１０，０００ｍｍ       

程度）。 
・ 受託者等の関係者控室（ステージイベント出演者用の控室を除く）は   
無い予定であり、イベント当日の運営及び来場者の安全に支障をきたさぬ
範囲で、ブース内等を使用して各自の所持品や本イベントの物品等の管理
を行うこと。 

・  本ブース全体を区画するパーテーションもしくは背の低い簡易柵（高さ 
１，５００ｍｍ程度×幅３５，０００ｍｍ程度）、本ブース運営に使用する 
ための長机（４台程度）、パイプイス（１０脚程度）、サインスタンド      
（１０台）、ポールパーテーション又はベルトパーテーション（４０本程度） 
は主催者が手配する。 
そのほか必要になる物品等は受託者が手配すること。 

・  本ブースの運営に必要な電気を供給するための電気工事を主催者が行 
う。総電力は(１，５００ｗ程度×５口)となっており、電気の円滑な供給  
を行うため、延長コードを手配すること。 
上記「（ア）アスリートなりきりフォトアトラクション」での使用を予定

している。 
・ 本ブースにおいてイベント参加者が負傷した場合に対応できる傷害保険 
に加入すること。 

・  本ブースは委託者が東京2020公認プログラムの認証申請を行う予定  
である。東京2020組織委員会からの指示等によりコーナー内のレイアウ 
トが変更になる場合があるので、レイアウトは委託者と協議をしながら 
決定すること。 



 

・ 高頻度接触部位の定期消毒やいわゆる３つの密（密閉、密集、密接）を 
回避するための動線設定や来場者誘導、注意喚起の表示・呼びかけ等、  
来場者に対する新型コロナウイルス感染症予防対策だけでなく、受託者等
のブース運営に関わる関係者についても、検温等による体調管理、手指 
消毒・マスク着用等による感染防止等の対策徹底をはかること。 
 また、感染疑いのある者が発生した場合の対応等、緊急時の対応を主催
者及び委託者と協議の上、事前に定める事。 
あわせて、対策に必要となる物品等を手配すること。なお、消毒液、  

除菌シート及び消毒液を設置するスタンドは必須とする。なお、スタンド
はペダル式とし、台数は４台とする。 
そのほか、待機列に貼ることで、ソーシャルディスタンスを示すための

床シールを手配すること。 
 
６ 本企画提案において提案を求める事項 

  以下の（１）～（３）の業務に係る提案を行うこと。 

（１）ステージプログラムにおける以下の内容 

  ① ステージプログラムの内容 

・進行概要 

・集客が見込まれるポイント 

・その他ＰＲポイント 

② ステージプログラムのＭＣ及びアスリート 

・同様のイベント等での実績 

・知名度の裏付けとなるテレビ番組等のメディアへの露出状況 

・その他ＰＲポイント 

※出演するＭＣ、アスリートの具体的な候補及びプログラムの内容(出演者が行う 

役割等)は必ず企画提案書へ明記すること。 

  ③ 観客及び出演者への実現可能で具体的な新型コロナウイルス感染症対策 

（２）スポーツＰＲブースにおける以下の内容 

  ① 上記「（ア）アスリートなりきりフォトアトラクション」の写真素材 

② 上記「（イ）切手モザイクアートの展示」における提案 

 ・展示のレイアウト 

 ・アート作品の展示以外で、競技をＰＲするための仕立て 

③ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたブース全体のレイアウト 

※ブース内の滞在者数をコントロールできるレイアウトを提案すること。 

  ④ ブース内の装飾 

（３）その他、委託料の上限以内において、内容の改善及び本仕様書に記載の無い事項 

  への提案も可とする 
 
７ 著作権の譲渡等 

この契約により作成される成果品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） 受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第２２条の 

２（上映権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の２（譲渡権）、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）に規定する権利を千葉県に無償で譲渡するものとする。 

（２） 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第１８条（公表 

権）及び第１９条（氏名表示権）を行使することができない。 



 

（３） 委託者は、著作権法第２０条（同一性保持権）第２項に該当しない場合においても、  

その使用のために目的物の改変を行うことができるものとする。 

（４） 受託者は行事の事前・事後において、委託者が管理・運営する媒体（「千葉県ホー 

ムページ」等）や千葉県が開設するＳＮＳサイト（「フェイスブック」）上に出演者 

等の写真・画像を使用できるように出演者等の承諾やその他権利関係を整理すること。

ただし、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の承諾

を要するものについては委託者が主体となって申請手続き等権利関係の調整を行う。 

（５） 著作権・知的財産権の使用については、下記に留意すること。 

ア 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、知的財産権、その他権利に抵触しない 

こと。 

イ 上記（５）アに関わらず、第三者の著作権、知的財産権、その他権利を使用する 

場合は、受託者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。 

ウ 上記（５）アに関わらず、委託者がその方法を指定した場合は、その限りでない。 
 
８ その他 

（１）受託者は、契約締結後、速やかに主催者及び委託者と協議を行い、業務内容につい 

て十分な調整を図り、誠実に業務を進めるものとする。また、本業務の実施にあたっ

ては、柔軟に対応するものとし、委託者が求める事項は、最大限実現できるよう努め

ること。 

（２）やむを得ず提案書記載の内容に変更が生じる場合は事前に委託者に協議し、了承を 

得ること。 

（３）本仕様書に関し、疑義が生じた場合は、委託者・受託者協議の上決定する。  

 (４) 本仕様書に記載されていない事項は委託者と受託者が誠意をもって協議し、法令を 

  遵守して実施すること。 

（５）受託者は、委託業務完了の際には、委託期間内に委託者へ業務完了報告書（紙媒体 

及び電子媒体）を提出するものとする。 

 



 

アスリートなりきりフォトアトラクション 

Sharingbox PRIME 仕様 

 

【概要】 

設定した背景と合成することにより、体験者だれもがアスリートになりきる、もしく

は有名アスリートと一緒に写真撮影を体験できるフォトアトラクション。 

 

（１）仕様 

製 品 名：sharingbox PRIME 

会 社 名：株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン 

撮影方式：デジタルカメラによる電子式 

プリント方式：昇華型熱転写プリント方式 

プリントサイズ：はがきサイズ（１０２ｍｍ×１５２ｍｍ） 

プリント時間：約１０秒 

ペーパー：４００枚/巻  

         ＹＭＣ＋オーバーコート 

       ※レンタルの際に１台あたり８００枚分のペーパーが用意される。 

電気容量：７００Ｗ 動作ＡＣ１００Ｖ、７.０Ａ 

本体外形寸法：幅  ４６０ｍｍ 

           高さ １５３２ｍｍ 

           奥行 ４００ｍｍ 

設置必要面積：幅  約８５０ｍｍ 

           奥行 約７８０ｍｍ 

重        量：約７０ｋｇ 

外 装 素 材：黒サテン地金属製 

        マグネットによる外装装着可能 

（２）レンタル料金 

  レンタル代(２台) １，０００，０００円(税抜き) 

  【備考】 

・設置費、撤去費、運送費（往復）込み 
   ※設置は5月22日（土）もしくは5月23日（日）に行い、5月26日（火）までに同社に返却する

こと。なお、返却が5月27日（水）以降になる場合はレンタル料が発生するため、設置や返却等
については、同社と必ず事前に打合せを行うこと。 

    ・スタッフ派遣費込み（１名／５月２３日（日）イベント当日） 

  ・背景デザイン（日付等の文字・イベントロゴを含む）作成費込み(６種類) 

  ・グリーンバックレンタル費込み（２台／大型タイプ） 

  ・子供用台座レンタル費込み（２台） 
・操作研修費込み 
 

（３）特記事項 

・１台当たり３種類、２台分で計６種類の背景を用意する。背景画像作成は同社で        
行うが、一定の時間を要するため、下記の対応を行った上で令和３年４月９日（金）  
までに、委託者にメール等でデータ一式を提供すること。 

・同社及び委託者に確認の上、合成する背景画像の素材となる、選手や背景の写真、  

ロゴは受託者が手配すること。素材のファイル形式は PNG もしくは JPG とし、   

解像度は３００dpi とする。なお、画像の手配にあたっては、委託者及び手配元と 

協議の上、権利関係等について支障のないよう対応すること。 

別紙 



 

・撮影を円滑に行うため、各台の素材となる写真は被撮影者の顔の位置が可能な限り

中心もしくは中心よりも下にくるもの、また、各素材（競技）によって顔の位置が 

異ならないようにすること。 
  ・イベント当日は同社からスタッフ１名の派遣を依頼するが、機械の操作方法を習得

するため、受託者は最低２名～最大４名、事前に同社による操作研修を受講の上、

当日の運営にあたること。 
   ・撮影できる写真を来場者に示すためのサンプルが載った、サインボードを手配する 

こと。 
 

  【背景画像（東京2020大会千葉県開催競技からサーフィンを除いた競技）】 

①フェンシング 

   ②テコンドー（パラテコンドー） 

   ③レスリング 

   ④ゴールボール 

   ⑤シッティングバレーボール 

   ⑥車いすフェンシング 
 
（４）参考写真 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本体外形】 

※本写真は外装ラッピングありのもの。 

    レンタルするものは外装ラッピングがないもの。 

【外装ラッピングなし】 

【照明】 


