
No. 資料名 項目 質問 回答

1
１事業趣旨 事業趣旨で示すスポーツに「 eスポーツ 」は含まれておりますでしょ う

か。
含まれておりません。

2

東の広場と競技場ですが、ステージは東の広場限定など、場所毎の使
用の用途はございますか？
また、会場が離れている為、どちらかのみの使用や、競技場＋公園東
口駅前広場の使用といった形も可能でしょうか？

ステージイベントは原則競技場でお願いします。なお、それ以外のスポーツ
教室及び体力測定会等については、競技場、東の広場の場所の限定はあり
ません。
ただ、どちらかのみの使用は不可となります。

3
競技場など会場内で、既存の電気・水道などが使用できる場所は、使
用しても構わないでしょうか？

使用は可能ですが、使用量によっては、大阪府日本万博記念公園事務所と
の調整が必要となります。

4

公園東口駅より競技場までの導線上にある、
「競技場外 北西の舗装スペース」「東口駅前広場」および、
万博記念公園東の広場へ渡る「陸橋」は、
提案する開催場所に含んで使用しても良いでしょうか？

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所と調整が必要となります。
調整の結果、利用可能である場合は、別途、行政財産使用許可申請手続き
及び使用料の負担が必要となります。この場合の使用料は、仕様書P2４の
（１）１（１）アの会場使用料及び関係者用駐車場の使用料には含まれており
ません。

5

試合観戦・オプショナルツアーの保険料も、実行委員会が指定する費
用「仕様書６頁 ４（２）の試合観戦費・オプショナルツアー費（300万
円）」の中に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

含まれておりません。

6

競技場内の放送設備、大型映像設備、照明設備など付帯設備の使用
料は提案上限金額に含まれているのでしょうか？また含まれる場合そ
の金額を教えてください。

この使用料は、実行委員会が指定する費用として、仕様書P2４の（１）１（１）
アの会場使用料及び関係者用駐車場の使用料には含まれてます。

7

8企画提案概要 (1)ア・イ 15チームから出演いただく想定とした場合「実施内容の裏取り無し」・
「出演料は見込まない」形での提案でよろしいでしょうか？

15チームへの出演調整は実行委員会で行います。実施コンテンツや15チー
ム以外のスポーツチーム、選手等への出演調整の提案をお願いします。ま
た、スポーツ教室における15チームのレッスン料以外の出演料は事業者で
見込んでください。

8

8企画提案概要 (1)ウ 「府民参加型AI・AR等を活用した体力測定など～」とありますが、会場
で参加できるコンテンツでしょうか？
もしくは、自宅でも参加できるスマホアプリの様なコンテンツでしょう
か？

会場で参加できるコンテンツでお願いします。なお、併せて自宅でも参加でき
るコンテンツの提案も可能です。

9

スポーツ教室実施に関して、内容や出演者の提案は不要で、例えば
実施図面にスペースのみ15ブースを確保し、その運営体制（主には受
付体制）を明記するのみでよい、ということか。

募集要項P２の８企画提案概要に記載のとおり、内容や出演者等の提案をお
願いします。

10

300万円に、スポーツ教室実施に伴う全ての備品（ボールレンタルや
サッカーであればゴール、卓球であれば、卓球台等）や選手の移動、
また飲食などが含まれている、ということでよいか。含まれていないも
のがあるのであれば、その内容を具体的に金額とともにお示し頂きた
い。

スポーツ教室におけるレッスン料300万円とは、15チームへの出演料（選手の
移動、飲食を含む）のことです。なお、スポーツ教室の実施に必要な備品につ
いては、提案内容に応じた備品の準備をお願いします。

11

8企画提案概要 (1)カ 広く様々なマスコミに取り上げていただく場合、マスメディア連携とので
1つのテレビ局の番組タイアップはしない方が良いと考えられますが、
いかがでしょうか？

効率且つ効果的なPR手法の提案をお願いします。そのため、必ずしも1つの
番組タイアップだけに限定しておりません。

12
10参加資格 共同企業体を組まずとも、補助的な業務をパートナー企業に再委託す

ることは可能でしょうか。
実行委員会と契約を締結後、一部業務について、再委託を行うことは可能で
す。その際、実行委員会の承諾が必要となります。

13
法人登記簿謄本は、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明
書かと思われますがどちらが必要でしょうか。

どちらでも構いません。

14
納税証明書ですが、弊社の場合、東京本社にて支払いになっておりま
すが、大阪府の府税事務所が発行する府税証明書は必要でしょうか。

仕様書P７に記載のとおり、大阪府内に事業所がない方は、本店を管轄する
都道府県税事務所が発行するものを提出してください。

「大阪スポーツ元気プロジェクト事業」に係る企画提案への質問に対する回答

企画提案募集要項

5委託業務内容 (1）

7提案上限金額

8企画提案概要 (1)オ

15提案にかかる応募書類及び提出方法
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「大阪スポーツ元気プロジェクト事業」に係る企画提案への質問に対する回答

15

4委託業務内容の補足 (1) WEBについて制作は不要という認識で良いでしょうか？必要な場合、
サーバの指定はございますか？

WEBの制作は不要です。

16

大阪のプロスポーツチーム15チームは全チーム参加協力してもらえる
想定でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

17

万博記念競技場内で使用可能な部屋、施設を全て教えてください。 競技場内の諸室は、基本的に全て使用可能（事務室や清掃員控室等競技場
管理業務に必要な部屋を除く）です。

18

万博記念公園（東の広場）の利用料の収受等は、万博記念公園側の
スタッフにて対応頂ける、という認識で間違えないか。
（特に事業者側でスタッフ等の手配や金銭授受を行う必要がない、とい
うことでよいか）

お見込みのとおりです。

19

競技場内の芝のフィールドは利用可能でしょうか？また、可能な場合
利用に制限はありますでしょうか？スパイク着用必須など

利用可能です。
ただし、利用方法によっては、芝生の養生等が必要となることから、事前に、
大阪府日本万博記念公園事務所と調整が必要となります。

20

万博記念競技場の客席に設置されている大型ビジョンは、イベント当
日使用可能でしょうか？

使用可能です。なお、仕様書P2 4(1)1(1)アの会場使用料及び関係者用駐車
場の使用料に含まれます。

21

ア企画全体について、イベントの開催時間は提案事項になりますか？
想定されている時間帯があれば教えてください。

イベントの開催時間について、提案いただいて構いません。
実行委員会としては、11時から16時までの間（10時から受付）を想定していま
す。

22

実行委員会が指定する他団体のイベントとの連携について、現在想定
している他団体のイベント連携とはどのようなものでしょうか。具体的に
お示し頂けますと幸いです。

現時点では、お示しすることができません。本イベント内におけるブース設置
や、連動企画などを想定しています。

23

キャスティングに関して、正式に仮押さえ出来ているタレントのみ企画
書に提案することが可能ということでよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。なお、候補者複数名を挙げることも可能ですが、その
際は、候補者である事がわかるようにしてください。

24

ステージイベントの開催において、会場側に簡易ステージやステージ
用の音響設備はありますでしょうか？

ありません。

25

会場設営において、重さの関係からトラック上にステージを立てること
は禁止等、何か規定があればご教示ください。

特に数値的な規定は設けていませんが、万博記念競技場のトラック及び
フィールドの地下は、浄水施設となっているため、事前に大阪府日本万博記
念公園事務所と調整が必要となります。
また、トラックにステージ等を設置する場合、トラック舗装保護の養生が必要
となります。

26

4委託業務内容の補足 (1)1.(1)イ・ウ イベントに出演してほしい選手などの要望を、事前に伝えることは可能
でしょうか？

提案時はお受けできません。なお、契約締結後、事業者と調整の上、15チー
ムへの出演調整は実行委員会にて行います。また、事業者が15チーム以外
のスポーツチーム、選手等に出演調整を行うことは可能です。

仕様書

4委託業務内容の補足 (1)1. (1)イ

4委託業務内容の補足 (1)1.

2／5



No. 資料名 項目 質問 回答

「大阪スポーツ元気プロジェクト事業」に係る企画提案への質問に対する回答

27

スポーツ教室の実施内容については、実行委員会と15チーム間で協
議され委託事業者が運営のみを担うという認識で問題ないでしょう
か？
また、運営費用算出のため、想定の実施内容や参加可能人数をご教
示ください。

募集要項P２の８企画提案概要に記載のとおりです。なお、15チームの実施
内容等については、今後調整していくため、現時点では未定です。

28

スポーツチームの方（出演者および関係者）に対する昼食費用はレッ
スン料に含まれているのでしょうか？含まれていない場合、人数はお
およそどのくらいを見込んでおけばいいのでしょうか？

含まれます。

29

スポーツ教室の参加対象者について、大阪府民に限るなどの条件は
ありますでしょうか。

府民に限る条件はありません。誰でも参加できる教室としてください。

30

スポーツ教室の参加人数の目安をお示しください。また、参加者の年
齢バランスを考慮する必用はありますでしょうか。

募集要項P２の８企画提案概要に記載のとおりです。なお、15チームの実施
内容等については、今後調整していくため、現時点では未定です。
また、参加者の年齢バランスを考慮する必要はありませんが、抽選など、公
正な形で参加者を決定してください。

31

動画コンテンツの制作について、SNSでの動画配信・拡散の業務まで
含まれておりますでしょうか。

SNSでの動画配信・拡散の業務までは、含まれません。SNSの配信は、実行
委員会で行います。

32

動画コンテンツ（動画配信）や番組（テレビ）を企画したさいの出演
費用（ギャラ）の発生はあるのでしょうか？費用が発生する場合の調
整は実行委員会もしくは委託業者のどちらが行うのでしょうか？

出演費用の発生は、場合によってはあるかと考えます。費用が発生する場
合、事業者において、対応をお願いします。

33

4委託業務内容の補足 (1)1. (1)ウ・オ 本事業のイベントの告知業務については、「1-オのポスター、チラシの
作成」と「（2）運営事務局設置のメディアプロモート」かと存じますが、前
述以外にイベント告知のプランを提案する必要はありますでしょうか？
また、本事業とは別に、当イベントの告知を実施されるのでしょうか？
その場合｢ウ スポーツ教室の実施｣の募集告知を入れ込んでいただく
ことは可能でしょうか？

提案は不要です。スポーツ教室のイベント告知について、事業者において告
知をお願いします。

34

ポスター・動画等の制作物の素材（選手の画像等）は、実行委員会側
で調整し提供いただけるとのことですが、基本は無償提供という認識
で問題ないでしょうか？

15チームに関する出演者の画像については、実行委員会がチームと調整の
うえ、無償で提供しますが、それ以外の出演者については、事業者で出演調
整し、費用負担も行ってください。

35

ポスター、チラシの宣伝物に今回のトップアスリート選手を掲載する
のは可能でしょうか？その際の費用関係はどうなるでしょうか？

15チームに関する出演者の画像については、実行委員会がチームと調整の
うえ、無償で提供しますが、それ以外の出演者については、事業者で出演調
整し、費用負担も行ってください。

36

ポスター、ならびにチラシに関してその配布先は事業者の提案、という
ことでよいか。もし、主催者側で配布先が決まっているのであれば、そ
ちらに必要な郵送費等を算出するため、数量や送付先をご教示願いた
い。

ポスター等の配布先は事業者の提案でお願いします。なお、実行委員会で
決めた配布先については、郵送費等の算出は不要です。

37

「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」では
氏名を含む個人情報の提出についての記載がありますが、当イベント
においてこうした個人情報の提出は義務づけられているのでしょう
か？

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、本ガイドライン等を踏ま
え、イベント運営をお願いします。なお、当日のイベント参加者（スポーツ教室
を除く）の個人情報の提出は不要ですが、大阪コロナ追跡システム及び国の
接触確認アプリ「COCOA」を必ず導入してください。

38

コロナ対策とありますが、通常運営として万博公園の東口、中央口の
通常のコロナ対策として何かされている事はありますでしょうか。(検
温、消毒など)
あれば内容を教えて頂きたいです。

公園の東口及び中央口等各ゲートにおいて、消毒液を設置しています。

仕様書

4委託業務内容の補足 (1)1.(1)ウ

4委託業務内容の補足 (1)1.(1) エ

4委託業務内容の補足 (1)1.(1)オ

4委託業務内容の補足 (1)1. (1)カ
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「大阪スポーツ元気プロジェクト事業」に係る企画提案への質問に対する回答

39

4委託業務内容の補足 (1)1.(1) カ・キ 新型コロナウイルスの感染拡大による当日または事前中止の判断基
準の検討について記載がございませんが、こちらは実行委員会と運営
事務局が協議・調整のうえ決定するという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

40

競技場外（競技場E 入口付近）のでのイベント展開・ブースの設営等は
可能でしょうか？

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所と調整が必要となります。
調整の結果、利用可能である場合は、別途、行政財産使用許可申請手続き
及び使用料の負担が必要となります。この場合の使用料は、仕様書P２の４
（１）１（１）アの会場使用料及び関係者用駐車場の使用料には含まれており
ません。

41

イベントの盛り上げのため飲食をはじめとしたブースの誘致をしたいと
考えていますが、可能でしょうか？

競技場内及び東の広場は設置可能です。設置場所等については、大阪府日
本万博記念公園事務所と事前調整が必要となります。
また、競技場周辺の使用についても、大阪府日本万博記念公園事務所と事
前調整が必要となります。出店可能となった場合、別途、行政財産使用許可
申請手続き及び使用料の負担が必要となります。この場合の使用料は、仕
様書P２の４（１）１（１）アの会場使用料及び関係者用駐車場の使用料には含
まれておりません。
また、出店においては、食品衛生法に基づく営業許可申請等必要な手続きを
行うとともに、仕様書P４の４（１）６（２）エに記載のとおり、ゴミ収集計画を立
て、適正なゴミの処分を行ってください。

42

キ開催概要に「各ブースのプログラム概要」と記載がありますが、想
定されているブース数を教えてください。

募集要項P２の８（１）のア～カに記載する企画のプログラムにおいて必要とな
るブース数が該当となります。
また、仕様書P２の４（１）１.(1)アの実行委員会が指定する他団体のイベントと
の連携により、ブースが増加する場合もあります。

43

企画に飲食（フードブースの出店等）の提案を行うことは可能です
か？可能である場合、出店に伴う料金の徴収は行ってもよろしいでし
ょうか。

提案可能です。出店に伴う料金の徴収については、今回の大阪スポーツ元
気プロジェクト事業の経費に充てる場合のみ可能とします。また、出店におい
ては、食品衛生法に基づく営業許可申請等必要な手続きを行うとともに、仕
様書P4 ４（１）６（２）エに記載のとおり、ゴミ収集計画を立て、適正なゴミの処
分を行ってください。

50

4委託業務内容の補足 (1)1.(2) ／(2)1.(1) 「大規模スポーツイベントにかかる業務」と「試合観戦オプショナルツ
アーに関する業務」の双方に運営事務局の設置が求められています
が、同一の事務局で両業務を遂行する想定でよろしいでしょうか。

同一の事務局で両業務を遂行する形で問題ありません。

44

4委託業務内容の補足 (1)2. 本会議は開催までにどの程度の回数が想定されているのか。またあく
まで主催者と打ち合わせを持った資料作成のみで、その他料飲の手
配や会場手配などは発生しない（見積もりに含む必要がない）と認識し
ておいた良いか。

これから関係団体と調整するため、回数、場所は未定ですが、積算上、大阪
市内で30人程度の会議を3回ほど開催することを想定してください。なお、飲
料の手配は不要とします。

45

実施スケジュールを含め企画内容等の提案は一切不要で、見積もり
上300万円以外に、運営事務局費、当日の受付スタッフ費ならびに運
営費を見積もり認識だが間違えないか。そうである場合、運営費はど
の程度スタッフが必要か、人数をご教示頂きたい。また日数は15日計
算でよいかご教示頂きたい。

企画内容等の提案は不要です。また、運営費の費用については、事業者に
おいて、人数等を想定し、見積もりしてください。なお、オプショナルツアーの
内容等については、今後の調整となるため15日とは限りません。

46

オプショナルツアーの実施回数（日数）はどの程度でしょうか？
各チーム1日など、ご教示いただければ幸いです。

オプショナルツアーの内容等については、今後の調整となるため、現時点で
は未定です。

47

オプショナルツアーの実施内容については、実行委員会と15チーム間
で協議され委託事業者が運営のみを担うという認識で問題ないでしょ
うか？

仕様書P５の４(２)に記載のとおりです。なお、15チームの実施内容等につい
ては、今後調整していくため、現時点では未定です。

4委託業務内容の補足 (1)1. (1)キ

仕様書

4委託業務内容の補足 (2)1.
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No. 資料名 項目 質問 回答

「大阪スポーツ元気プロジェクト事業」に係る企画提案への質問に対する回答

48

オプショナルツアーの事前告知はどのように行われる予定でしょうか？ 実行委員会においては、府のHP、報道提供等による告知を行う予定としてい
ますが、事業者においても告知をお願いします。仕様書P５の４（２）をご確認
ください。

49

試合観戦・オプショナルツアーの参加対象者について、大阪府民に限
るなどの条件はありますでしょうか。

府民に限る条件はありません。

51

動画、ポスター、パンフレット、ノベルティグッズの制作のみの業務とな
りますでしょうか？

お見込みのとおりです。

52

制作物のグラフィック提案は必須でしょうか？ 不要です。募集要項P２の８企画提案概要に記載の項目についてのみ、提案
をお願いします。

53

（３）スポーツの広報プロモーション業務の制作物について、（１）
大規模スポーツイベントのプロモーションとリンクする必要はあり
ますか？

リンクする必要はありません。

54

4委託業務内容の補足 (3)1. 15チームが一堂に介し、動画及びポスター、パンフレットを作成とあり
ますが、一堂に介して動画撮影をするのでしょうか？
別々素材の撮影ですと、ショートバージョンの1分は15チーム非常に短
くなります。

仕様書P７に記載の「肖像権及び放映権等の権利関係」に記載のとおり、動
画やポスター等の素材については実行委員会で用意します。動画について
はショートバージョンでもPR効果がある編集をお願いします。

55

4委託業務内容の補足 (3)2. （３）スポーツの広報プロモーション業務
２．ノベルティグッツの制作費用は含まれますでしょうか？

本件委託業務の費用に含まれます。

56

4委託業務内容の補足 (3)3. ・素材は支給想定、各種制作物のデザイン編集のみという認識で大丈
夫でしょうか？
・素材の支給時期はいつ頃になりますでしょうか？

動画や画像の素材については、実行委員会にて15チームと調整してお渡しし
ます。デザイン編集等については、仕様書P６の（３）の記載内容をご確認くだ
さい。
なお、素材のお渡し時期については、契約締結後にお渡しする予定です。

57 その他

契約について 契約条件・仕様等の詳細については、受諾後協議して定める、という
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

4委託業務内容の補足 (3)

仕様書

4委託業務内容の補足 (2)1.

5／5


