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Miyazaki High School Festival 企画運営業務委託 仕様書

１ 委託業務の名称

Miyazaki High School Festival 企画運営業務委託

２ 委託期間

契約日から令和３年３月３１日（水）まで

３ 委託料上限額

１３，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

本仕様書に定められた業務内容の遂行にあたって追加の費用負担が生じた場合

においても、原則として受託者の負担とする。

なお、４ イベントの概要に記載するとおり、イベントの詳細は、Miyazaki High

School Festival 実行委員会（以下「実行委員会」という。）と協議の上、実行

委員会が決定し、確定したイベント内容及び金額で変更契約を行う。

また、委託料上限額１３，３００，０００円（消費税額及び地方消費税を含む。）

についても、担保したものではない。

４ イベントの概要

令和２年12月から令和３年３月までをMiyazaki High School Festival開催期間

とし、その間に２回のイベントと高校生が制作した作品の展示や映像技術を活用

した番組放送・動画配信等を行うものとする。

イベントの詳細は、実行委員会と協議の上、実行委員会が決定するが、イベント

の概要（大枠）は以下のとおりである。

①高校生による表現の場の創出

②医療関係者や学校関係者に感謝を伝える 別紙イベント概要版参照

③地域のにぎわいや経済の活性化に寄与する

※①～③の企画・運営を実行委員会並びに本事業に携わる高校生と共同で行う

※イベント内容の種目等、実施方法（屋外、屋内等）、開催時期については、

実行委員会と協議の上、実行委員会が決定する。

上記の内容について、受託後に実行委員会とともに企画・運営を行っていく。

なお、別紙イベント概要版については、高校生から出されたアイデア全てを網羅

したものであり、全て実施するものではない。

５ 業務委託の概要
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高校生を主体としたイベントにかかる企画、広報及びイベント運営（リハーサル

を含む。）全般に渡る業務委託（以下「本業務」という。）

６ 再委託の制限

受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる事項については、実行委員会と

協議の上、第三者に委託することができる。

７ 一般事項

（１）本仕様書は、実行委員会が実施する本業務に適用する。

（２）受託者は、本業務を進める過程において、実行委員会と十分協議の上、作業を

進めること。

（３）本業務を遂行するための必要人員は、受託者において配置するものとする。こ

の際、人件費、交通費、宿泊費及び食事代その他必要な費用は、特に指示がな

い限り、すべて契約金額に含めるものとする。

（４）受託者は、業務遂行に必要な主たる担当者を配置しなければならない。主たる

担当者は、本業務に関する専門的応用能力と豊富な経験を有する者でなければ

ならない。

（５）受託者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、実行委員会の承諾を得るも

のとする。

＜作成書類＞

ア スケジュール表（工程表）

イ 実施管理責任者、連絡事務担当者及び各業務担当者一覧表

ウ 外部の協力者がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表

エ その他、実行委員会が必要に応じて指定する書類

（６）受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、実行委員会とは常に密接に連

絡を取るとともに、随時、実行委員会において協議を行うこととする。また、

協議の内容について、その都度記録するとともに、協議終了後、速やかに協議

記録を作成・提出して、実行委員会の確認を得るものとする。

（７）受託者は、業務の進捗状況に応じ、業務の区分ごとに実行委員会に中間報告を

行い、その承認を得るものとする。

（８）受託者は、実行委員会にオブザーバーとして出席し、会議での意見を本業務に

反映できるよう努めること。また、事務局の指示により、会議に必要な資料を

作成すること。

（９）業務に要する設備・機材は、特に指示がない限り、受託者が調達するものとし、

その費用はすべて契約金額に含めるものとする。
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８ 基本事項

本イベントは、高校生を主体とした表現の場の創出等に関するイベントであるが、

前述のとおり、今後の実行委員会において、詳細を決定していくため、以下につ

いては、別紙イベント概要版を参考にしながら、受託した場合を想定して策定す

ること。

（１）実施計画書の作成

実施計画書について、概要版と詳細版を作成すること。概要版については、次

に記す①、②、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭が記載されたものを作成し、発注者の示す

日程までに作成し、納品すること。また、詳細版は随時最新の情報に更新する

とともに、資料として会議に提出することとする。

①内容

具体的な内容が分かるもの

②運営組織体制図

③会場運営組織体制図

受付、会場誘導・整理、記録、展示、監視、連絡調整等役割分担

④企画構成演出、進行表、台本

⑤スケジュール表

リハーサル、本番日の全体、出演者、スタッフの行動が把握できるもの

⑥会場図

搬入・搬出口、司会・出演者控え室の配置等出演者に関する図面及び来賓、

実施本部の控室等運営に関する図面

⑦舞台構成図（舞台美術・装飾、映像、照明、音響関係図面）

⑧会場装飾計画

⑨スタッフ配置表

⑩新型コロナウイルス感染防止計画

⑪危機管理計画（地震･火災発生時、体調不良者・けが人発生時）

⑫バリアフリー対策計画

⑬交通計画

駐車（輪）場の調査及び確保対策、駐車（輪）場整理等

⑭広報計画

⑮その他必要な事項

（２）運営体制の整備

ア イベントの統制を行うための運営本部を設置し、必要な備品（通信用トラン

シーバー等）を配置すること。

イ 運営本部を機能させるため、業務責任者を含む人的体制をつくり、円滑なイ
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ベントの進行管理を行うこと。

（３）イベントの企画及び運営の実施

ア 本業務の準備から終了までの進行管理、関係機関や来賓（司会者、審査員、

ゲスト等を含む。）、出場チーム、その他出展者等との交渉・連絡調整・送迎、

会場運営等一切の業務は、実行委員会に確認しながら、受託者において行う

こと。これらに要する人件費及び旅費（来賓、出演者及び出展者等の送迎に

要する費用を含む。）、民間施設等の利用料等、全ての経費を委託料に含める

ものとし、受託者において支払を行うこと。

また、本業務を確実に実施するために必要な人員は、受託者において適切に

配置し、これら人員に係る謝金、賃金、交通費、食事等の経費についても全

て委託料に含め、受託者において支払を行うこと。

イ 企画運営の実施に当たっては、実行委員会と密に連絡をとり、協議を行いな

がら進めること。

ウ 高校生によるイベントであることから、ボランティアスタッフ等、できる限

り多くの高校生がイベント運営に関わることができるよう努めること。

９ 業務内容 ※今後の実行委員会において詳細が決定するため変更の可能性有り。

（１）イベント企画

実行委員会において、イベントの詳細を決定していく予定であるが、地上波、

動画配信などリモート技術を活用したイベント構成を予定しているため、放送

局とのタイアップが重要となることから、メインのステージイベントと併せて、

映像関係でのイベントづくりについて、放送局との連携を図るとともに実行委

員会に対して助言を行うこと。

（２）イベント広報

イベントの魅力を伝えるとともに、市民の興味・関心を高め、より多くの高校

生等のイベントへの参加及び市民のイベントへの観覧を実現するため、次に掲

げる業務を行うこと。

なお、具体的な内容、デザイン、納期、時期等は、実行委員会と協議の上、決

定させること。また、業務を効果的に実施するための広報計画を作成すること。

ア 業務内容

（ア）チラシ・ポスターの制作（デザイン含む。）

（イ）のぼり・横断幕・うちわの制作（デザイン含む。）

（ウ）大会ＰＲ映像（インターネット用動画）の制作

（エ）テレビＣＭ（15秒以上）及びラジオＣＭ（20秒以上）の制作及び放送

※放送回数は提案による。

（オ）新聞広告の制作及び掲載（媒体、方法、回数等は提案による）
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（カ）チラシの新聞折込の実施（市全域を想定するが提案による）

（キ）地元情報誌への広告制作及び掲載（媒体、方法、回数等は提案による）

（ク）イベント記録写真、動画（開会式から閉会式までの一連の映像。）

ＤＶＤに編集して納品すること。

（ケ）大会実績報告書の制作

（コ）その他、広報の目的を効果的に達成するための独自の取組を提案すること。

イ 留意事項

（ア）制作にあたっては、実行委員会と協議の上、デザインを決定させること。な

お、高校生が関与できる部分については、積極的に活用すること。

（イ）成果物の制作に当たっては、アクセシビリティに配慮すること。（チラシ、

冊子等については音声コード、ルビ等、動画については字幕等を付すこと。）

（ウ）成果物は、電子データ（ＰＤＦ形式、高細度ＪＰＥＧ形式、イラストレータ

形式）も併せて納品すること。

（３）イベント運営（※来賓は未定）

ア 事前調整

（ア）関係者（機関）との事前打ち合わせ

（イ）企画運営に必要な調査、各種申請手続

イ スケジュールの作成

（ア）業務実施スケジュールの作成

ウ 運営マニュアル、進行台本、イベントプログラム等の作成

（ア）イベント運営については、実施計画を基本としつつ、より効果的、効率的に

実施できるよう受託者においても検討し、実行委員会と協議の上、運営マニ

ュアルを作成すること。

（イ）非常時の危機管理対応マニュアルを作成すること。

（ウ）イベントスケジュールに合わせた進行台本を作成すること。

（エ）会場装飾、舞台美術、音響・照明等の計画書を作成すること。

（オ）出場者、来場者等に配布するイベントプログラムを制作すること。

（カ）関係者（出演者、審査員、スタッフ等）証を作成すること。

（キ）来賓の記章（名前入り）を作成すること。

エ 会場設営及び撤去

（ア）会場内及び会場周辺の各種看板等の装飾の制作、設営及び撤去を行うこと。

（イ）受付、作品展示コーナー、特産品販売コーナー、高校生による実習製品等の

販売コーナー、出場チーム・学校紹介コーナー、地元生徒による郷土芸能の

披露など会場内の催しに係る企画、設営、装飾、管理及び撤去を行うこと。

（ウ）関係団体との連携により、マルシェ（飲食物販コーナー）を企画、運営する

こと。（会場の設営や装飾、管理及び撤去を含む。）
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（エ）来場者が利用できる飲食コーナーの設営、装飾、管理及び撤去を行うこと。

（オ）サテライト会場の設営、装飾、管理及び撤去を行うこと。

（カ）映像表示用機材の設営及び撤去を行うこと。

（キ）インターネット配信用機材の設営及び撤去を行うこと。

（ク）ステージ内に演技時間の経過を示す表示灯を設置すること。

（ケ）必要に応じて、出場チームから学校名が掲載されたのぼり等を収集し、会場

に設置すること。なお、撤去後は出場チームに返却すること。

（コ）障がい者等に配慮した会場設営

・情報保障・優先席の設置、危機管理用設備 等

・救護室の設営及び撤去

（サ）その他、必要な備品類等の手配及び設置、会場の原状回復、清掃、ごみ箱の

設置及びごみの処分等を行うこと。

オ 会場運営、進行管理

（ア）ステージ及び大会全般の進行管理を行うこと。

（イ）ディレクター、舞台監督、音響・照明等のオペレーター及び舞台美術等の技

術スタッフ（経験と実績のある者であること。）、誘導等、各所に要員を配置

すること。

（ウ）映像表示及びインターネット配信に必要な人員及び機材を確保し、配置する

こと。

（エ）メイン会場に大型モニターを利用して、ステージの映像を放映すること。

（オ）サブ会場（サテライト会場）とリモート中継が行える体制を整えること。

（カ）出場チーム、司会者、スタッフ等の弁当を手配し、控室等へ配送すること。

（キ）急病人等に配慮した対応

救護スタッフ（対応に慣れた看護師）を配置すること。

（ク）その他、イベントをより効果的、効率的に運営するための独自の取組を提案

すること。

カ 出場チーム及び来賓対応

（ア）出場チームの演技構成やスケジュールに係る連絡調整、当日のスケジュール

管理

（イ）出場チームの情報や演目情報の調査、その他打ち合わせ等に必要な資料作成

※演目情報等については、ヒアリングシートによりヒアリングを実施するこ

と。

（ウ）荷物等の搬入搬出に係る出場チームから依頼された作業

（エ）出場チームの演目について、施設使用に関する施設管理者との打ち合わせ及

びその状況等の出演者への連絡、調整

（オ）リハーサルの時間等調整とその実施
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（カ）ルールやステージ上の動線、その他演技を行う上で必要な情報を整理した紙

面の提供

（キ）控室の確保、受け入れ及び誘導（駐車場の確保を含む。）

（ク）演技前後の各チームの集合写真の撮影及び誘導

（ケ）イベント終了後のステージ上等集合写真の撮影及び誘導・進行

（コ）出場チーム生徒の体調に配慮した運営を行うこと。

キ 来場者に関する業務 ※新型コロナウイルス感染症対策については別途協議

（ア）駐車（輪）場規模、駐車（輪）可能台数を調査した上で駐車（輪）場を確保

すること。（駐車（輪）場の不足が見込まれる場合は、周辺駐車（輪）場を

借り、臨時駐車（輪）場を確保する等の対応をとること。）

（イ）乗降場確保及び案内誘導を行うこと。

（ウ）来場者の受付、資料配付、誘導、整理、休憩スペース確保、救護、安全確保

及び危機管理を行うこと。なお、随時、会場内のスクリーン映像（視覚情報）

により、来場者へのお知らせや案内を行うとともに、災害・緊急情報の伝達

や避難誘導を行うこと。

（エ）来場者数をカウントすること。（イベント当日に速報値を報告すること。）

（オ）来場者・出場チーム向けのアンケートの配付及び回収を行うこと。なお、ア

ンケート用紙には筆記用具を備え付けること。また、回収後、速やかに実行

委員会にアンケート用紙を提出すること。

（カ）会場内や会場周辺の飲食店等、昼食が可能な場所の情報を来場者に提供する

こと。

ク 大会運営に関わる高校生への対応

イベントに関わる高校生について、円滑に活動が行えるよう学校や関係団体、

本人と十分な連絡調整や事前説明を行うこと。

ケ 独自企画の提案

高校生の発表を通して、医療従事者や学校関係者への感謝を伝えるイベント構

成とイベント全体を通して、地域のにぎわいや経済の活性化につながる企画を

提案すること。

コ その他の付随業務

（ア）イベント全体（リハーサル含む。）の記録用の写真を撮影すること。

（イ）ライブ配信

以下について、YouTube等でライブ配信すること。

なお、ライブ配信に当たっては、著作権関係の処理を行うこと。

（ウ）映像の公開

イベント終了後、ステージの映像（開会式、チーム演技、ゲストパフォーマ

ンス等）を動画チャンネルにアップすること。なお、アップに当たっては、
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著作権関係の処理を行うとともに、字幕の挿入やシーンごとに切り分ける等

の編集を行うこと。

なお、生放送などにテレビ放送について、地元放送局との連携により、可能

な限り実施すること。（※詳細は別途協議）

（エ）施設管理者との打ち合わせ、調整及び施設・設備利用に伴う所要の申請手続

を行うこと。

（オ）警察、施設管理者等との警備その他安全管理上の打ち合わせ、調整及び法令

上その他所要の申請手続を行うこと。

（カ）消防署、道路管理者、交通管理者等との打ち合わせ、調整及び法令上その他

所要の申請手続を行うこと。

（キ）会場内外での物品及び飲食物販売に係る法令上その他所要の申請手続を行う

こと。

（ク）イベント保険（傷害補償及び賠償責任補償）に加入すること。

（ケ）その他、受託者は本業務のほか、これに付随する一切の業務を行うものとす

る。

サ 特記事項

（ア）サブ会場（サテライト会場）

・新しい生活様式（３密回避）に対応した分散型イベントとして、サブ会場（サ

テライト会場）を用意すること。（※今後、実行委員会と要協議）

・大型スクリーン、音響設備、観覧席を設置すること。

（イ）ステージ（※今後、実行委員会と要協議。特にスクリーンのインチ）

・ステージ正面等にＬＥＤ式電子スクリーンを設置すること。

・スクリーンの明度も確保しつつ、観覧者に演技者が見やすいようステージの

明度を確保すること。また、この具体的な方法を提案すること。

・スクリーンへの表示やライブ配信、記録映像の収録を行うため、複数のカメ

ラ体制で撮影を行うこと。また、記録用の写真撮影として、正面及び左右の

３方向から写真を撮影すること。なお、当該撮影方法については、会議委員

や情報保障コーディネートチームの意見をよく参照すること。

・出場チームが撮影したチーム紹介用映像（１チーム２０秒程度を予定）を活

用・編集し、イベントの演技前（チーム紹介時）に放映すること。

・イベントオープニング映像を制作し、放映すること。

（ウ）ライブ映像

・演技の全体像を視聴者に伝えることができるよう演技者の全体をよく表示し

つつ、臨場感のあるライブ中継を行うこと。以上の具体的な方法を提案する

こと。

（エ）マルシェ ※新型コロナウイルス感染症の発生状況により中止の可能性有り。
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・出店場所は、敷地内（施設の外）を想定している。雨天等の対応も考慮して、

運営すること。

・イベントを盛り上げるとともに、参加事業所等の売上を高めるための企画を

提案すること。

・来場者の昼食の提供も想定して計画すること。

・エ（エ）に記載しているとおり、飲食用スペース（テーブル・椅子）を用意

すること。

（３）留意事項

ア 出演者、来場者、関係者、スタッフ等イベント会場にいる全ての者の安全確

保並びに新しい生活様式を踏まえ新型コロナウイルス感染症に対し万全を

努めること。また、万が一に備え、危機管理計画の策定及び円滑な計画の実

施に努めること。

イ 出演者や来賓等の連絡調整の状況については、随時実行委員会に報告し、情

報共有を図ること。

ウ 成果品については、電子データも納品すること（PDF及びイラストレーター

形式）。

エ 記録用写真及び映像の撮影については、関係機関の指示に従うこと。

オ 多くの方にイベントへ参画してもらうべく、イベント運営に携わるボランテ

ィアスタッフ（特に高校生）の積極的な活用を進めること。

10 情報等の取扱

（１）受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用すること

とし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。な

お、本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（２）受託者は、本業務を行うために実行委員会から貸与された情報等を滅失、改

ざん及び破損してはならない。

11 損害賠償

受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し実行委員会又は

第３者に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。

12 業務完了報告及び検査

受託者は、本業務の完了後速やかに実行委員会に業務完了報告書（任意様式）を

提出し、実行委員会の検査を受けるものとする。

13 その他
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本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、

受託者と実行委員会とが協議して定めるものとする。なお、本業務の実施に当た

り、作業に重大な影響のない変更は、実行委員会の指示により行うものとし、こ

の場合における契約金額は、変更しないものとする。


