技能五輪・アビリンピック大会記録確保等業務

委託業務仕様書

11 月 15 日（金）から 18 日（月）に開催される「あいち技能五輪・アビリンピック 2019」におい
て、開閉会式典の様子や出場する各都道府県選手団の所属選手の競技風景を可能な限り撮影、記録す
る。
それを元に、発注者である「あいち技能五輪・アビリンピック推進協議会（以下、「協議会」とい
う。）の公式サイトに掲載する動画の制作や開閉会式典での競技ダイジェスト映像等の制作、開閉会
式典で使用する映像制作を行う。
また、商業施設で実施するパブリックビューイング用の映像配信を行う。
①

大会記録確保業務

ア

素材撮影業務
○

以下に示す場面の動画を現地の各会場で撮影する。

○

併せて、印刷物の素材にできる画質の写真（画像）も撮影する。

場面

日時（予定）
開会式 11/15（金）
14：30～15：30
交流会 11/15（金）
16：00～17：00

式典

撮影対象
○式典全体の様子
アトラクション、主催者挨拶、各県選手団代表登壇時の様
子、各都道府県選手団の式典中の様子等
○交流会全体の様子
知事挨拶、アトラクション等

閉会式
・全国アビリンピック
11/17（日）
9：30～12：00
・技能五輪

○式典全体の様子
表彰式、主催者挨拶等

11/18（月）
9：00～12：00
11/16（土）、11/17（日）
※先行実施競技がある
ため、中央職業能力
競技

開発協会及び（独）
高齢・障害・求職者
雇用支援機構の発表
する競技日程を確認
すること

○技能五輪全 42 職種、アビリンピック全 23 種目、アビリン
ピックデモンストレーション 2 種目
○ただし、競技は複数の会場で行われ、選手も多数に上るこ
とから、自ら撮影できなかった競技・選手については、他
からの映像の取得等の方法による補填も可とする
○なお、他から取得した映像については、撮影者から、発注
者による使用の許諾を得ておくこと

イ

公式サイト掲載用動画制作業務
素材撮影業務で撮影した素材を基に、以下のとおり 3 分程度の動画を作成する。
素材

主な内容

式典

○知事挨拶、閉会式典での愛知県選手入賞者、選手団賞の受賞

競技

○愛知県選手の競技風景
※本県選手は、技能五輪 36 職種 209 名、アビリンピック 19 種目 28 名（※詳細は別表
のとおり）が競技に出場するため、技能五輪で複数本、アビリンピックで 1 本とい
うように分割し、合計 5 本前後を想定

②

式典用動画制作業務
11 月 15 日（金）に開催する「技能五輪全国大会・全国アビリンピック合同開会式」で使用する

オープニング映像を制作するとともに、①の業務で確保する素材等を生かし、11 月 17 日（日）に
開催する「全国アビリンピック閉会式」
、11 月 18 日（月）に開催する「技能五輪全国大会閉会式」
の競技ダイジェスト映像やフィナーレ映像を制作する。
・映像制作にあたっては、別途協議会が委託する「あいち技能五輪・アビリンピック 2019」式典
会場設営・運営業務の受託者と連携、調整し進めること。
※式典概要
【技能五輪全国大会・全国アビリンピック合同開会式】
○日程

11 月 15 日（金）14 時 30 分〜15 時 30 分（予定）

○会場

愛知県国際展示場 展示ホールＡ

○参加者数（想定）

5,000 人

○式典概要
・オープニングアトラクション（オープニング映像の放映等）
・大会会長・大会名誉会長（知事）挨拶、主催者（厚労省等）あいさつ、
内閣総理大臣メッセージ
・大会旗入場、都道府県旗入場
・来賓祝辞、来賓紹介
・選手宣誓
【技能五輪全国大会閉会式】
○日程

11 月 18 日（月）9 時〜12 時（予定）

○会場

愛知県国際展示場 展示ホールＡ

○参加者数（想定）

3,000 人

○式典概要
・オープニングアトラクション（競技ダイジェスト映像の放映等）
・大会会長（JAVADA）挨拶、主催者（厚労省等）挨拶、技術委員長講評
・成績発表・入賞者表彰
・大会会長（知事）挨拶
・フィナーレ映像の放映
【全国アビリンピック閉会式】
○日程

11 月 17 日（日）9 時 30 分〜11 時 30 分（予定）

○会場

愛知県国際展示場 展示ホールＡ

○参加者数（想定）

2,000 人

○式典概要
・オープニングアトラクション（競技ダイジェスト映像の放映等）
・大会会長（JEED）挨拶、来賓挨拶、競技委員長講評
・成績発表・入賞者表彰
・大会名誉会長（知事）挨拶
・フィナーレ映像の放映
③

競技中継業務
メイン会場近くの商業施設において、別途発注する業務の受託者が設営する会場でパブリック

ビューイングを行うため、大会メイン会場での競技風景を配信する。
・司会者等のいるスタジオから競技中継を行う等、観覧者が興味を引くような提案をすること。
・映像配信に必要な回線や機器等を用意すること。

３

日時

会場

配信映像

11/16（土）
、11/17（日）

イオンモール常滑

技能五輪全 42 職種、アビリンピック全 23 種目の

10 時～17 時

うち、愛知県国際展示場で競技を行う愛知県選手

※商業施設の営業時間による

が出場する職種・種目の選手の競技風景

成果物

（１）素材映像及び写真（画像）
○後日加工することを前提に、ファイル形式 AVCHD で、収録した時間数に応じた適切な媒体で 2
組納品すること。
○撮影日時、場所、及び撮影した競技職種・種目ごとに、動画及び静止画のファイルを整理する
こと。
○令和 2 年 2 月 28 日（金）までに納入すること。
（２）公式サイト等掲載用動画
○推進協議会公式サイトでの掲載を前提に、ファイル形式 AVCHD・媒体 DVD で 2 組納品すること。
○令和元年 12 月 27 日（金）までに納入すること。
（３）式典用動画
○「あいち技能五輪・アビリンピック 2019」式典会場設営・運営業務の受託者と調整の上、納期、
納入方法、規格等を決定する。
○式典終了後、令和元年 12 月 27 日（金）までに、後日加工することを前提に、ファイル形式 AVCHD・
媒体 DVD で 2 組納品すること。
（４）業務報告書
〇以下の内容を記載した業務報告書を、A４判両面カラーの紙媒体と、同一の内容を収めた DVD 等
の記録媒体で、それぞれ２組提出すること。
業務

記載内容
・動画及び静止画のファイルごとに、撮影の場所や時間、競技職種・

1

素材撮影業務

種目の他、他の撮影者から取得した映像・画像にあっては、撮影者
の氏名・名称や連絡先等を整理した目録

・他の撮影者から取得した映像等に係る使用許諾の書面
2

3
4

公式サイト掲載用

・公表用の動画に収録されている愛知県選手の参加競技、所属・氏名
を、動画のタイムテーブル（再生開始からの経過時間）に整理した

動画制作業務
式典用動画制作

もの
・動画に収録されている内容を、タイムテーブル（再生開始からの経

業務
競技中継業務

過時間）に整理したもの
・図や写真等で業務内容を記録した書面

○1 の業務については、令和 2 年 2 月 28 日（金）までに納入すること
○2～4 の業務については、令和元年 12 月 27 日（金）までに納入すること
４

その他
業務内で、愛知県国際展示場において無人航空機（ドローン等）※を使用する場合は、協議会に事
前に報告し、指示に従うこと。
※航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器（＊）
であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動
的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるもの（その重量その他の事由を勘案し
てその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれ
がないものとして国土交通省令で定めるものを除く。）をいう。（航空法第２条第 22 項抜粋）
＊現在、政令で定める機器はない。

（別表）
【技能五輪職種：ゴシック表示の種目に愛知県選手出場】※2019 年 9 月 5 日現在
会場

所在地

実施競技及び本県選手参加数

常滑市セントレア 5-10-1

機械組立て（6）
抜き型（17）
精密機器組立て（2）
メカトロニクス（28）
機械製図（18）
旋盤（13）
フライス盤（18）
木型（7）
タイル張り（1）
自動車板金（6）
曲げ板金（3）
配管（1）
電子機器組立て（10）
電工（4）
工場電気設備（3）
石工（3）
左官（2）
家具
建具（2）
建築大工（2）
貴金属装身具
フラワー装飾（5）
美容（5）
理容（2）
洋裁
和裁（6）
レストランサービス（3）
冷凍空調技術（2）
IT ネットワークシステム管理（3）
ウェブデザイン（5）
時計修理
移動式ロボット（6）

名古屋市千種区吹上 2-6-3

自動車工
情報ネットワーク施工

愛知県立名古屋高等技術専門校

名古屋市北区安井 2-4-48

電気溶接（4）

ニチエイ調理専門学校

名古屋市中区新栄 1-43-9

日本料理（2）

名古屋製菓専門学校

名古屋市中区新栄 1-2-25

洋菓子製造（5）

名古屋調理師専門学校

名古屋市瑞穂区新開町 5-3

西洋料理（3）

愛知県国際展示場
（Aichi Sky Expo）

名古屋市中小企業振興会館
（吹上ホール）

中部職業能力開発促進センター 小牧市下末 1636-2

構造物鉄工（5）

（ポリテクセンター中部）
小牧市総合運動公園

小牧市上末 3450-303

トヨタ名古屋自動車大学校

清須市春日一番割 1

撮影対象：36 職種 209 名

造園（3）
とび（1）
車体塗装（3）

【アビリンピック種目：ゴシック表示の種目に愛知県選手出場】※2019 年 9 月 5 日現在
会場
愛知県国際展示場
（Aichi Sky Expo）

所在地
常滑市セントレア 5-10-1

実施競技及び本県選手参加数
洋裁（1）
家具（2）
DTP
機械 CAD（1）
建築 CAD（1）
電子機器組立（2）
義肢（1）
歯科技工
ワード・プロセッサ（2）
データベース（1）
ホームページ（1）
フラワーアレンジメント（1）
コンピュータプログラミング
ビルクリーニング（2）
製品パッキング（1）
喫茶サービス（2）
オフィスアシスタント（2）
表計算（2）
ネイル施術
パソコン操作（1）
パソコンデータ入力（2）
縫製（2）
木工（1）

撮影対象：19 種目 28 名
※上記のほか、デモンストレーション種目が 2 種目（理容、フォークリフト）あるため撮影すること

