
別添 

令和４年度鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」 

運営業務委託仕様書 

 

１ 業務の概要 

（１）名称 

   令和４年度鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」運営業務（以下

「本業務」という。） 

（２）目的 

   令和４年度鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」（以下「本催

事」という。）を開催する。 

   本業務は、本催事の開催に関する実施計画の策定、事前準備、各種調整、広報、会場運営等全般に

わたる運営業務を委託することにより、円滑に本催事を開催することを目的とする。ただし、作品の

受付、返却、運搬、保管、審査及び展示に係る業務（以下「運搬・展示等業務」という。）は除く。 

（３）本催事の概要 

  ア 会場及び会期 

    会場の予約状況については、別紙１「各会場仮予約等の状況」を参照。 

区分 会場 会期 

本展 米子市美術館 

（第 1～第 4展示室） 

令和 4年 12月 3日（土）～同年 12月 11日（日） 

※12月 7日（水）休館日 

※12月 3日（土）オープニングセレモニー 

中部巡回展 倉吉未来中心 

（アトリウム） 

令和 5年 1月 7日（土）～同年 1月 12日（木） 

東部巡回展 鳥取県立博物館 

（第 1～第 2展示室） 

令和 5年 1月 20日（金）～同年 1月 28日（土） 

※1月 23日（月）休館日 

※1月 21日（土）表彰式 

   ※会場施設管理者との協議により、会期を変更する場合がある。 

イ 内容 

    障がい者の創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、もって障がい者の生活を豊かにするととも

に、障がい者の社会参加と県民の障がいに対する理解の促進に寄与することを目的に、県内の障が

い者が制作した芸術・文化作品を募り、展覧会を開催する。 

    また、併せてオープニングセレモニー及び表彰式を実施する。 

（４）業務期間 

   契約締結日から令和５年３月１４日（火）までとする。 

 

２ 一般事項 

（１）受注者は、本業務に関する高度な専門的応用能力と豊富な経験を有する実施管理責任者を配置しな

ければならない。 

（２）業務遂行に必要な人員は、全て受注者において確保する。 

体制（人数）、業務内容、業務指揮系統等を明らかにし、障がいに配慮した対応ができるよう適正

に配置をする。 

（３）受注者は、契約締結後 14日以内に次の書類を作成し、発注者の承諾を得るものとする。 

  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 その他発注者が必要に応じて指定する書類 



（４）受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者及び本催事の運搬・展示等業務受注者と常

に密接に連絡を取るものとする。 

（５）受注者は、発注者の承認を得ないで本業務で得た成果品等を使用、貸与又は公表してはならない。

これは、業務期間終了後も同様とする。 

（６）本業務に必要な資料、情報の収集、実施例の調査等は本業務に含まれる。 

（７）業務に必要な資料については可能な限り貸与する。貸与資料は、業務遂行以外の目的に使用しては

ならない。 

（８）映像、掲示、運営等で特許権、著作権等に関わるものを採用しようとする場合は、発注者と協議を

行うものとする。 

（９）受注者は、本仕様書に定める事項について疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項につい

て決定すべき事由が生じたときは、発注者と協議し、その指示に従うものとする。 

（１０）本業務の実施に当たり、作業に重大な影響のない変更は、発注者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。 

（１１）本業務に係る物品・役務等の調達に当たっては、県内の障がい者就労系事業所に優先発注するこ

と。（ただし、県内の障がい者就労系事業所が受注できない物品・役務等である場合は、この限り

でない。） 

 なお、障がい者就労系事業所の製品等に関する情報については、鳥取県障がい福祉課ホームペー

ジ上の『はーとふるＴＯＴＴＯＲＩ』に掲載しているため、活用すること。 

（http://db.pref.tottori.jp/heartful.nsf/index.htm） 

（１２）発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。また、発注者は、次のいずれかに該当す

る場合は、再委託の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。 

  ア 再委託の契約金額が委託料の額の５０パーセントを超える場合 

  イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

 

３ 基本事項 

本催事の趣旨に沿い、障がいへの理解に努め、障がい者に配慮した運営とすること。 

業務の運営に当たっては、発注者が定めた別紙２「令和４年度鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あ

いサポート・アートとっとり展」開催計画（案）」を前提とし、また令和３年度アンケート集計結果を

参考とすること。ただし、一部の内容又は会場の変更もあり得るため、必要な調査や調整が生じた場合

は、発注者と協議の上、実施するものとする。 

（１）実施計画等の作成 

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、⑨、

⑩が記載されたものを作成し、発注者の連絡する日程までに作成し、納品すること。 

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、連絡調整等役割分担） 

④運営マニュアル、進行表、台本（オープニングセレモニー及び表彰式） 

⑤スケジュール表（スタッフの行動が把握できるもの） 

⑥会場図（来賓の控室等運営に関する図面） 

⑦スタッフ配置表 

⑧緊急時の対応体制（地震･火災発生時、体調不良者・けが人発生時） 

⑨バリアフリー対策計画 

⑩広報計画 

⑪鳥取県版新型コロナ警報の各区分の発令時における実施内容・対応体制 

   ⑫その他必要な事項 

（２）運営体制の整備 

http://db.pref.tottori.jp/heartful.nsf/index.htm


運営本部を機能させるため、実施管理責任者を含む人的体制をつくり、円滑な進行管理を行うこ

と。 

（３）本催事の企画及び運営の実施 

   ① 本催事の準備から終了までの進行管理、関係機関や被表彰者等との連絡調整等一切の業務を受

注者において行うこと。これらに要する人件費及び旅費（被表彰者等への旅費等を含む。）等す

べての経費を委託料に含めるものとし、受注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注者において適切に配置し、また、人員

に係る謝金、賃金、交通費等の経費についても全て委託料に含め、受注者において支払を行うこ

と。 

   ② なお、運営の実施に当たっては発注者及び本催事の運搬・展示等業務受注者と密に連絡を取

り、協議を行いながら進めること。 

 

４ 業務内容 

 以下に記載する内容に留意して運営に当たること。なお、発注者が予約等を行っている会場の状況は

別紙１「各会場仮予約等の状況」のとおりである。 

原則、オープニングセレモニー及び表彰式の出演者について、発注者の求めに応じてリハーサルを行

えるようにすること。また、それに要する経費も本委託に含めること。 

（１）広報に関する業務 

  ア チラシ・ポスターの作成及びチラシの新聞折込 

（ア）作成期間 

作品募集に係るチラシは契約締結後から９月上旬までとし、本催事開催に係るポスター・チラ

シは契約締結後から１０月上旬までとする。 

（イ）業務内容  

次のとおりポスター及びチラシを作成し、新聞折込をすることとするが、記載内容等の詳細に

ついては発注者と協議の上、決定すること。なお、発送業務については発注者が行う。 

区分 枚数 内容等 

ポスター 

（開催版のみ） 
1,200部 

・B2 マットコート紙（135kg程度） 片面 4色フルカラー刷 

・デザイン料を含む（変更修正有。開催期間、会場等を記載。） 

チラシ 

（作品募集版） 
82,000部 

・A3（二つ折り）マットコート紙（70㎏程度） 両面 4色フルカ

ラー刷 

・デザイン料を含む（変更修正有。受付期間、規格等を記載。） 

・音声コード付き 

・新聞折込 60,000部（県内の各市町村中心市街地に行うこと） 

チラシ 

（開催版） 
129,500部 

・A4 マットコート紙（70㎏程度） 両面 4色フルカラー刷 

・デザイン料を含む（変更修正有。開催期間、会場等を記載。） 

・音声コード付き（県内小中学校配布用を除く） 

・新聞折込 60,000部（県内の各市町村中心市街地に行うこと） 

・県内小中学校配布 44,500部 

  イ 作品目録及び受賞作品一覧表の作成及び会場配布 

（ア）作成期間 

作品目録は契約締結後から本展開幕まで、受賞作品一覧表は、審査会終了後から本展開幕まで

とする。 

（イ）業務内容 

作品目録は、発注者が提供する応募作品データをもとに「部門」、「種別」、「題名」、「氏

名」及び「作品受付番号」を記載して作成する。 

受賞作品一覧表については、発注者が提供するデータをもとに、「賞名」「部門」、「種



別」、「題名」、「氏名」及び「作品受付番号」を記載して作成する。 

ウ 案内看板等の制作及び設置 

（ア）作成期間 

契約締結後から令和４年１１月３０日（水）までとする。 

（イ）業務内容 

概ね次のとおりとするが、記載内容等の詳細については発注者と協議の上、決定すること。 

区分 枚数 内容等 

立て看板 
各 1枚 

（合計 3枚） 

・本展及び巡回展の会場の会場入り口に掲示できるもの 

・デザイン料を含む（変更修正有。開催期間、会場等を記

載。） 

・サイズは縦 180㎝×横 90㎝程度 

ホール看板 1枚 

・本展会場のホール正面に掲示できるもの 

・デザイン料を含む（変更修正有） 

・サイズは縦 50㎝×横 500㎝程度 

メッセージ

ボード 
1枚 

・本展及び巡回展の会場に掲示できるもの 

・来場者が付箋に記載したメッセージを貼り付けられるよう

にすること（付箋、付箋貼付台紙、メッセージボードへの

記載方法等の説明パネルなどの用意も含む。）。なお、作

品展終了後、出展者に対するメッセージをとりまとめて出

展者へ送付すること。 

・デザイン料含む（変更修正有） 

・サイズは縦 160㎝×横 160㎝程度 

  エ ウェブサイトの制作及び管理 

    作品募集案内、作品展の開催案内、受賞作品の掲載等を行うこととするが、詳細については発注

者と協議の上、決定すること。 

  オ 本催事の PR及び記録用の写真撮影 

  カ SNS（Twitter、Facebook、Instagram等）投稿 

※その他、効果的な方法を活用して、作品展の開催の周知に努めること。 

  ※ 各種制作に当たっては障がい特性に配慮すること（チラシ等印刷物は、音声コードの作成、点字

版の作成、見えやすい文字の大きさ、色などを使用、映像は手話・字幕付きなど）。 

（２）作品展の準備、運営に関する業務 

  ア 事前調整 

  （ア）関係者（機関）との事前打ち合わせ 

  （イ）運営に必要な調査、各種申請手続 

  イ 会場の設営業務 

  （ア）各会場に合わせた会場装飾、各種看板・サイン（各種部門、種別サイン等）の作成と施工及び

受付等の設営 

  （イ）会場設営、維持管理及び撤去 

  （ウ）障がい者等に配慮した会場設営 

  ウ 会場の運営 

  （ア）運営マニュアル（非常時の対応を含む）の作成 

  （イ）関係者（スタッフ、事務局等）証の作成及び配布 

  （ウ）会場（駐車場を含む。）管理（警備を含む。）及び誘導 

     ・使用する各会場の指示に従い、適切に配置すること。 

     ・受付人員を常時１名以上配置する。 

     ・監視員を展示室ごとに常時１名以上配置する。 



     ・その他、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のために適切な人員を配置すること。 

  （エ）障がい者等に配慮した対応 

     ・障がい者、高齢者等に配慮した駐車場の確保 

     ・各会場最寄り駅と各会場間を結ぶ福祉タクシーの手配 

     ・車いす介助員の配置 

     ・遠隔手話通訳サービス用タブレット、筆談ボード、コミュニケーションボード等の設置 

  （オ）各種備品、消耗品の手配 

  （カ）清掃、ごみ収集及び処分 

  エ 来場者に関する業務 

  （ア）駐車場規模、駐車可能台数を調査した上で駐車場を確保すること（不足が見込まれる場合は、

周辺駐車場を借り臨時駐車場を確保するなどの対応をとること。）。 

  （イ）会場周辺の歓迎・誘導看板等の製作、設営（手続等含む。）及び撤去 

  （ウ）来場者の整理、休憩スペースの確保、救護、安全確保及び危機管理 

  （エ）来場者数のカウント 

  （オ）来場者アンケートの配布、回収及び集計 

     ・発注者が指定する質問項目を盛り込んだアンケート用紙を作成し、本催事の開催期間中、来

場者に配布すること。 

     ・アンケートを回収後、集計し、発注者の指示する日までに集計結果を提出すること。 

  （キ）来場者に係る新型コロナウイルス感染防止対策に関すること。 

     ・フィジカルディスタンス、手指消毒、マスク着用の要請 

     ・アルコール消毒の設置及び定期的なアルコール清掃（開館及び閉館準備時含む）の実施 

     ・非接触型の体温計による検温の実施 

     ・来場者カードの作成、設置及び保管（来場者カードはウェブサイトにも掲載すること。） 

     ・鳥取県 LINE版安心登録システムのコードの提示 

     ※上記のほか、必要な対策について発注者と協議の上、決定すること。 

  オ 各種印刷物等の作成業務 

  概ね次のとおりとするが、詳細は発注者と協議の上、決定すること。 

区分 業務内容等 納期（目安） 

キャプション作成 ・発注者が提供する応募作品データをもとにキャ

プションを作成、印刷する。 

・１作品につき１枚（題名、氏名、作品への思いな

どを記載）とする。 

・サイズは縦 100 ㎜×横 150 ㎜程度、用紙は上質

紙 180 kg 程度とする。 

・再印刷が必要な場合は受注者で対応すること。 

令和４年１１月下旬 

賞札作成 ・展示作品の賞を記載した賞札を作成、印刷する。 

・内容は、別紙３「表彰区分」を参照すること。 

・サイズは問わないが来場者に分かりやすいもの

とし、用紙は上質紙 180 kg 程度とする。 

令和４年１１月下旬 

作品展出展記念品作成 

 

・作品返却時に出展者に配布する出展記念品を作

成し、発注者に提出する。 

・記念品１個あたりの単価は 300円以内とし、500

個作成することとする。 

・記念品には、「あいサポート・アートとっとり

展」と印字すること。 

令和４年１１月中旬 

 

カ その他の付随業務 



（ア）写真撮影等業務  

ａ 期日 

本展会場での展示作業完了後、速やかに実施する。 

ｂ 業務内容 

全作品の写真を撮影し、写真データをＣＤ-ＲＯＭにより発注者に提出する。 

（３）オープニングセレモニー実施業務 

ア 実施日程（予定） 

日時 令和４年１２月３日（土）１１時から（３０分程度） 

場所 米子市美術館 

イ 業務内容 

  オープニングセレモニーを運営する。なお、オープニングセレモニーは主催者挨拶、審査員紹

介、審査員代表挨拶、テープカット及びゲストパフォーマンス等のアトラクションを実施する。 

（ア）会場準備作業等 

・オープニングセレモニーに必要な物品・機材（テープカットに係る一式等）は原則として受

注者が用意する。 

・仮設物の設置等については、受注者の責任において美術館会場管理者との協議及び手続等を

行うものとする。 

・終了後は仮設物等を速やかに撤去し、会場の原状復帰を行う。 

（イ）運営作業 

 ・運営マニュアル（非常時の対応を含む）を作成する。 

・必要人員を適切に配置し、運営を行う。 

・関係者（来賓、スタッフ、事務局等）証を作成し、配布する。 

     ・会場レイアウト、装飾・サイン計画の作成と施工をする。 

・司会進行、台本を作成する。 

・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。）の配置及び誘導等各所要員（５名程度）を配置する。 

・運営に必要な舞台美術、音響・照明等のプランの作成と実施を行う。 

・各種備品、消耗品を手配する。 

   ・出演者（団体）との打ち合わせ、その他連絡調整等を行う。なお、出演者（団体）の選定、

出演交渉は発注者が行う（出演料は５万円程度を想定。支払いは受注者が行う。）。 

   ・荷物等の搬入搬出に係る出演者（団体）から依頼された作業を行う。 

   ・出演者（団体）及びその演目について施設管理者と打ち合わせを行う。 

・リハーサル調整とその実施。 

   ・控室を確保し、受け入れ及び誘導（駐車場の確保を含む。）を行う。 

     ・出演者、来賓への弁当発注と支払、出演料・謝金・旅費の支払を行う。 

     ・原則すべてのスタッフへの控室の手配 

     ・イベント保険加入 

     ・清掃、ゴミ収集及び処分を行う。 

（ウ）障がい等に配慮した対応 

・手話通訳者、要約筆記者の配置 

（手話通訳者及び要約筆記者の手配（派遣依頼先）については、発注者の団体派遣制度 

を活用すること。） 

・車いす介助員の配置 

（４）表彰式実施業務 

ア 実施日程（予定） 

日時 令和５年１月２１日（土）１０時から（３０分程度） 



場所 鳥取県立博物館 講堂 

イ 業務内容 

  表彰式を運営する。なお、表彰式は主催者挨拶、各部門の受賞者表彰、審査員講評を実施する。 

（ア）会場準備作業等 

・表彰楯、賞金、その他必要な物品・機材は原則として受注者が用意する。なお、賞状の作

成、印刷及び賞状筒の用意は発注者が行う。 

・仮設物の設置等については、受注者の責任において美術館会場管理者との協議及び手続等を

行うものとする。 

・終了後は仮設物等を速やかに撤去し、会場の原状復帰を行う。 

（イ）運営作業 

・発注者が提供する審査会の結果をもとに、審査会の結果を受賞作品の出品者に通知するとと

もに、表彰式の実施及び表彰式への参加確認等、連絡調整を行う。 

 ・運営マニュアル（非常時の対応を含む）を作成する。 

・必要人員を適切に配置し、運営を行う。 

・関係者（来賓、被表彰者、スタッフ、事務局等）証を作成し、配布する。 

・懸垂幕を作成し、表彰式会場に設置する。 

     ・会場レイアウト、装飾・サイン計画の作成と施工をする。 

・司会進行、台本を作成する。 

・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。）の配置及び誘導等各所要員（５名程度）を配置する。 

・運営に必要な舞台美術、音響・照明等のプランの作成と実施を行う。 

・各種備品、消耗品を手配する。 

・リハーサル調整とその実施。 

   ・控室を確保し、受け入れ及び誘導（駐車場の確保を含む。）を行う。 

   ・アテンド（受賞者は障がい者であるため、スケジュール、対応人員数など余裕を持った体制

を要することがある点に配慮すること。） 

     ・来賓への弁当発注と支払、旅費の支払を行う。 

     ・受賞者への旅費の支払を行う。 

     ・原則すべてのスタッフへの控室の手配 

     ・イベント保険加入 

     ・清掃、ゴミ収集及び処分を行う。 

（ウ）障がい等に配慮した対応 

・手話通訳者、要約筆記者の配置 

（手話通訳者及び要約筆記者の手配（派遣依頼先）については、発注者の団体派遣制度 

を活用すること。） 

・車いす介助員の配置 

（５）本催事に係る主なスケジュール（案） 

日 程 内 容 

～8月末 

 

9月 22日（木） 

10月 2日（日）～ 

10月 3日（月） 

10月 8日（土） 

10月 14日（金） 

10月 10日（月）～ 

・募集要項等の決定、募集チラシ配布開始 

 

・郵送分作品受付開始 

・西部作品受付（鳥取県立武道館） 

 

・中部作品受付（あいサポート・アートセンター） 

・  〃   （倉吉未来中心） 

・東部作品受付（県庁） 



10月 11日（火） 

10月 24日（月） 

 

10月 25日（火）～ 

11月 30日（水） 

 

 

12月 1日（木）～ 

12月 2日（金） 

12月 3日（土） 

 

12月 11日（日） 

12月 12日（月） 

12月 13日（火） 

 

 

1月 6日（金） 

1月 7日（土） 

1月 12日（木） 

1月 13日（金） 

 

 

1月 18日（水）～ 

1月 19日（木） 

1月 20日（金） 

1月 21日（土） 

1月 28日（土） 

1月 29日（日） 

1月 30日（月） 

 

1月 31日（火） 

2月 1日（水） 

 

・郵送分作品応募締切 

 

・展示会準備（応募作品の整理、展示レイアウト作成、キャプションや看

板等の会場装飾準備、展示会運営マニュアルの作成等） 

・各部門の審査会の開催 

 

・米子市美術館 設営開始 

 

・米子市美術館 展示会開始（※12月 7日は休館日） 

・オープニングセレモニーの実施 

・米子市美術館の展示終了 

・米子市美術館撤去作業開始 

・米子市美術館撤去完了（東部巡回展において全点展示をするため、作品

の返却はしない） 

 

・中部巡回展 設営開始 

・中部巡回展 開始 

・中部巡回展 終了 

・中部巡回展撤去（東部巡回展において全点展示をするため、作品の返却

はしない） 

 

・東部巡回展 設営開始 

 

・東部巡回展 開始（※1月 23日は休館日） 

・表彰式 

・東部巡回展 終了 

・東部巡回展撤去作業開始 

・東部作品の返却、東部巡回展会場撤去作業完了 

 

・中部作品の返却（上灘コミュニティセンター） 

・西部作品の返却（鳥取県立武道館） 

※運搬・展示等業務の日程については参考。 

（５）その他 

・施設管理者との打ち合わせ、調整及び所要の申請手続を行うこと。 

・本業務における成果品に関する著作権等については、著作権法（昭和 45年法律第 48号）の 

第 21条（複製権）、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）に規定する権利を発注者に無償で譲渡するもの 

とする。また、これ以外の権利についてもすべて発注者に無償で帰属するものとする。 

・鳥取県個人情報保護条例（平成 11年鳥取県条例第 3号）第 11条第 2項及び第 3項の規定を 

遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、委託業務に関し知り得た情報 

を漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。 

・業務の実施に当たっては、コスト削減に努めるとともに、障がいに対する配慮、バリアフリ 

ー対応、ユニバーサルデザイン、環境に配慮した計画づくりに努めること。 

・本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議の上決定する。 

  



５ 報告書の提出及び検査 

本業務を完了したときは、令和５年３月２４日（金）までに報告書を提出し、発注者の検査を受ける

ものとする。 

なお、本業務の報告書の内容は次のとおりとする。 

（１） 実績報告書（別添様式） 

① 事業報告書（A4版、カラー） 3部 

     （各イベント別参加者数実績、出演者（団体）実績を含むこと。） 

② ①の電子データ（CD-ROM 1枚） 

③ 作成資料・参考資料一式 

④ 画像電子データ（CD-ROM 1枚） 

（２） 収支決算書 

（３） その他必要資料 

 

 

  



様式 

 

実 績 報 告 書 

 

 

                                             年  月  日 

 

 

  

鳥取県知事  平 井 伸 治  様 

 

 

                          所在地 

                       商号又は名称 

                       代表者職氏名                  

                          電話番号 

 

 

令和４年度鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」運営業務について、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 委託業務に関する事業報告書（様式任意） 

 

２ 委託業務に関する収支決算書（様式任意） 

 

３ その他 

 


