東京 2020 大会に伴うボランティア体制構築等業務委託 仕様書
１ 委託業務名
東京 2020 大会に伴うボランティア体制構築等業務委託
２ 適用範囲
本仕様書は、千葉市（以下、
「委託者」という。）が実施する「東京 2020 大会に伴うボランティア
体制構築等業務委託（以下、
「業務」という。
）」に関し、必要な事項を定める。
３ 業務の趣旨
本業務は東京 2020 大会に向けたボランティア実行委員会（仮称）の設立と、大会時に活躍する都
市ボランティアについて、本市に代わりボランティア関連事業（募集・育成・管理及びそれらに関す
る事業（広報・啓発やその他）
）を実施することを目的とする。
本業務を実施することにより、個人だけでなく、民間企業、大学やスポーツ団体など様々な主体の
連携が必要となる都市ボランティアの形成と運用の経験を、これまで必ずしも一体となっていなかっ
た本市ボランティアの一元化に結びつけ、大会終了後、本市におけるボランティア文化の醸成に引き
継がれるようなもの（レガシー）とする。
４ 委託期間
契約締結日～平成 30 年 3 月 31 日（土）
５ 主なスケジュール
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

都市ボランティア第一次募集
ボランティア実行委員会（仮称）設立
①都市ボランティア募集説明会等
②都市ボランティア募集説明会等

2017
(H29)

③都市ボランティア募集説明会等
④都市ボランティア募集説明会
外国人おもてなし語学ボランティア育成講座実施（本業務とは別に千葉市が実施）

（参考：2018年度以降のスケジュール）
都市ボランティア（第一次）研修

2018
(H30)
2019
(H31)
2020
(H32)

世界女子ソフト大会に都市ボランティア（第一次）派遣

都市ボランティア（第二次）研修
都市ボランティア第二次募集
都市ボランティア研修
オリンピックテストイベント・ラグビーワールドカップなどのイベントに都市ボランティア派遣
都市ボランティア研修

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会
イベント等に都市ボランティア派遣

６ 委託業務の概要
（１）ボランティア実行委員会（仮称）の設立及び設立後の事務局運営
（２）広報・啓発
（３）都市ボランティアなどの募集・育成・管理
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７ 委託業務の内容
（１）企画提案書の作成にあたり、「５ 主なスケジュール」及び「６ 委託業務の概要」を踏まえた上で、以下の
内容を取り入れること
①ボランティア実行委員会（仮称）の設立について
ア 委員候補
企業や学校、市民団体等の組織から業務目的を果たすために必要だと考えられる委員候補を提
案すること。なお、委員数については機動的な運営ができるかなどを考慮すること。
イ 組織体制や組織形式に関すること
実行委員会内部の組織体制や役割分担等について検討し組織図を作成し提案すること。
②ボランティア実行委員会（仮称）の事務局運営について
ア 実行委員会の運営に関すること
会議の開催など実行委員会が機能するために必要な事について、事務局として実施すること。
イ 事務手続きに関すること
実行委員会に関する各種書類（予算書・決算書・申請書など）の作成や、関係機関への手続き
などを行うこと。
③広報・啓発について
ア キーメッセージ・キービジュアルの発信及びプロジェクト名に関すること
市内でのオリンピック・パラリンピック開催機運を高め、都市ボランティアとして大会に関わ
りたいと思うようなキーメッセージ及びそれに伴うキービジュアル（マークなど）を提案する
こと。また、本ボランティア関連事業のプロジェクト名についても提案すること。
上記キーメッセージの発信等は④アにある第一回目の都市ボランティア募集説明会等までに実
施すること。
イ チラシ、ポスターの作成に関すること
上記アのキーメッセージやキービジュアル及び本市における都市ボランティア募集情報などを
載せたチラシやポスターを作成すること。配布先は市内高等学校や大学、企業であったり、各
種イベント等での配布を予定している。チラシは約 10 万枚、ポスターは約 1,000 枚程度作成す
ること。
ウ WEB 特設サイト製作、SNS 運用に関すること
東京 2020 大会に関する情報や千葉市におけるボランティア情報、都市アイデンティティに関す
る情報などを提供する WEB 特設サイトを製作すること。WEB 特設サイトは本市 HP 上ではなく、
独立したサイトとする。
WEB 特設サイトを補完するものとして、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）によ
る情報発信をし、幅広く広報・啓発を図ること。
これらは④アにある第一回目の都市ボランティア募集説明会等の市民への広報・募集に利用で
きるようにすること。
エ ボランティアガイドブックの作成
本市で開催される競技の内容や都市ボランティアの活動例、千葉市の都市アイデンティティな
ど本市の都市ボランティアとして活動するために必要な情報が記載されたガイドブックを、④
アにある募集説明会等の第一回目開催までに作成すること。ガイドブックは B5 又は A4 サイズ
とし、16 ページ程度で、作成部数は約 1 万部を予定する。
④都市ボランティアの募集について
ア 都市ボランティアに関する募集説明会等の開催
個人・法人・学校関連・経済団体等に、都市ボランティアや東京 2020 大会についての理解促進
や啓発を図ることを目的としたフォーラムや募集説明会等を合計 4 回実施する。その内容や実
施場所等について提案すること。なお、④ウの都市ボランティア第一次募集前の第 4 回目は、
必ず都市ボランティア募集説明会とすること。
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都市ボランティア担い手の発掘に関すること
若年層を始めとしたボランティア未経験者や企業ボランティア、大学ボランティアなど新たに
様々な層のボランティアを発掘し、都市ボランティアの担い手を増やしていく方法を提案する
こと。
ウ 都市ボランティアの第一次募集
平成 30 年 8 月に開催が予定される世界女子ソフトボール選手権に都市ボランティアを派遣する
ため、平成 30 年 2 月頃を目途に都市ボランティアを一部前倒しで募集する。募集方法や応募者
多数の場合の選考方法などについて提案すること。
⑤都市ボランティアの管理について
ア ボランティアデータベースの作成・運用
本業務に関するイベントや都市ボランティア第一次募集の申込受付などができ、その参加者や
都市ボランティア登録者を管理するデータベースを作成すること。また、データベースを適切
に運用し、ボランティア情報等の発信に繋げること。
イ ボランティアガイドラインの作成
ボランティア各個人が、分野別（語学、観光案内など）に何がどこまでできるかレベルチェッ
クをするためのガイドラインを、④ウの都市ボランティア第一次募集前までに作成すること。
なお、そのガイドラインを活用したボランティア各個人の分野別レベル認証制度について提案
すること。
⑥事業スケジュール
上記①～⑤までの委託業務内容と独自提案内容を盛り込んだ事業スケジュール表を作成し提案
すること。
（２）受託者が提案する効果的な事項（独自提案）
本仕様書の企画提案内容以外に、効果的な方策・取組みがあれば積極的に提案すること。但し、業
務委託料内で実行可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。
（３）上記(1)～(2)までについて変更が生じる場合は、その都度委託者と協議のうえ、その指示に従い業務を進
めること。
８ 業務委託料の支払い等
受託者は業務完了の報告及び市による検査完了の後、委託料の支払いを請求できる。市は、この報
告があったときは、速やかに業務に係る検査を行い、当該検査により業務の完了を確認する。また、
委託料は、支払請求を受けた日から 30 日以内に支払う。
なお、受託者の請求により必要があると認めるときは、業務の内容ごとに完了の検査を行った上で、
委託料の複数回の部分払いができるものとする。ただし部分払いは 5 回までとする。
９ その他運営上の要件等
（１）実施体制
実施体制には、統括責任者及び業務責任者を置き、業務全般の活動を一元化すること。
（２）本市事業との連動
千葉市が別に行う、様々な施策や関連行事と相乗効果をもたらすよう連携・連動を図ること。
（３）契約後の業務
プロポーザルは、受託者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、委託者と
協議を重ねながら実施計画書を作成することとし、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。
（４）情報の提供
委託者は、契約締結後に、必要に応じてこれまでに蓄積した基礎データ等を受託者に開示できるも
のとし、受託者はこれを最大限に活用できる。
（５）ボランティア実行委員会への協賛
本業務とは別にボランティア実行委員会が民間企業等から協賛を得ることは、委託者が妨げるもの
ではない。
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10 成果品
受託者は、次の成果品を提出すること。ただし、納入時期については、その都度委託者と協議を行
うこと。
○事業報告書 5 部
なお、Microsoft Word 若しくは Microsoft Excel、Power Point 等で作成し、CD-ROM でも 1 枚納品
すること。
11 納入場所
〒260-8722 千葉市中央区千葉港 2-1
千葉市総合政策局総合政策部オリンピック・パラリンピック推進課
（千葉市中央コミュニティセンター2 階）
12 協議・打合せ及び記録
業務における協議・打合せは、業務着手時、定期打合せ時及び成果品納入時に行うほか、委託者が
必要とした場合は、随時、検討内容や進行状況について、協議・打合せを行うとともに、資料や情報
の提供を行うものとする。また、打合せ等の内容については、その都度受託者が書面に記録し、相互
に確認しなければならない。
13 権利関係
（１）本業務における成果物の取扱い
ア 本業務の履行に係る成果物（印刷物等）の所有権は全て委託者に帰属する。
イ 成果品が著作権法（昭和 45 年法律第 48 条）第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物（以下「著作
物」という。
）に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権（著作権法第 21 条から
第 28 条までに規定する権利）を当該著作物の引き渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
（２）著作権・知的財産権の使用
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 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 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。
14 その他
（１）本業務を実施するにあたっては、千葉市個人情報保護条例及び個人情報取扱特記事項を順守し、個
人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
（２）本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、委託者と協議のうえ、その指示に従い
業務を進めるとともに、委託者は業務期間中いつでもその業務状況の報告を求めることができるもの
とする。
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