Ⅰ.入札説明書
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（以下「JPSA」という）の入札公告（2021 年 3 月 17 日付
公告）に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
1．企画競争入札に付する事項
(1)委託名（件名）
2021 ジャパンパラ陸上競技大会の撮影 Web 配信に係る業務委託
(2)調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 入札方法
落札者の決定は価格、実績、提案内容を総合的判断する為、
６の提出書類をご覧ください。
①入札に参加を希望する者（以下「入札者」という）は
「入札参加意思表明書」
（書式自由）と、web 配信に関する実績及び障がい者スポーツの国際
大会や、その他スポーツの運営業務実績などを、2021 年 3 月 19 日までに提出すること。
②入札者は 2021 年 3 月 22 日までに見積書を提出すること。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算
した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす
る。
）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した書類の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2．競争参加資格
下記全ての項目に準じていること。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条
第一項各号に掲げる者
(4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者
（理事長が特に認める場合を含む。
）であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履
行が確保されるものであること。
(7) 障がい者スポーツの web 配信実績があること。
(8) 障がい者スポーツの国際大会や、その他スポーツの運営業務実績。
(9) 陸上競技の映像制作（撮影等）の実績があること。

3．入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、JPSA が交付する仕様書に基づいて、入札書類を提出期限内に提出しなければ
ならない。また、開札日の前日までの間において JPSA から提出書類に関して説明を求め
られた場合は、これに応じなければならない。
4．入札説明会日時及び場所
入札説明会は実施しない。
5．入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2021 年 3 月 17 日（水）から 2021 年 3 月 19 日（金）15 時 00 分まで
(3) 担当部署
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 企画情報部
電子メール：jpsa-kikaku@jsad.or.jp
(4) 質問の回答
返答は全入札者へ情報提供を行なう。
6．入札書類の提出
(1)-1 入札参加意思表明書・実績書 提出期限
2021 年 3 月 19 日（金）15 時 00 分必着
上記期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても受け取らない。
(1)-2 提出書類
①入札参加意思表明書 1 通
②実績書 １通（書式自由）
・web 配信実績
・障がい者スポーツやその他スポーツの運営業務実績
(2)-1 見積り書・提案書 提出期限
2021 年 3 月 22 日（月）17 時 00 分必着
上記期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても受け取らない。
(2)-2 提出書類
①見積り書
(3) 提出先（提出方法）
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 企画情報部
メール jpsa-kikaku@jsad.or.jp にて受け付ける。
※メールの件名には必ず『2021 ジャパンパラ陸上配信業務入札に関して』と記載してく
ださい。記載がない場合は受付ができません。
※郵送の場合は必着とする。

＜宛先＞
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 3 階
公益財団法人日本障がい者スポーツ 企画情報部 高田 小松 宛
7．入札結果通知の予定日及び方法
(1) 入札結果通知予定日
2021 年 3 月 23 日（火）
(2) 通知の方法
入札者へメールにて落札の有無を通知する。
8．支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払う
ものとする。
9．入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められ
る義務に違反した入札は無効とする。
10．落札者の決定方法
価格、実績、提案を総合的に判断し、最も優れた者を落札者とする。
11．契約書作成の要否
要
12．その他
(1) 入札行為に関する照会先
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 企画情報部 担当：高田、小松
電話番号：03-5939-7021
電子メール：jpsa-kikaku@jsad.or.jp
※メールの件名には必ず『2021 ジャパンパラ陸上配信業務入札に関して』と記載して
ください。記載がない場合は受付ができません。
(2) 仕様書に関する照会先
12.(1)に同じ
以上

Ⅱ.仕様書
１ 委託名（件名）
2021 ジャパンパラ陸上競技大会の撮影 Web 配信に係る業務委託
２ 委託期間
契約締結日から令和３年４月末日まで
３ 支払方法
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払
うものとする。
４ 概要
2021 ジャパンパラ陸上競技大会 （本番日：2021 年 4 月 24 日（土）～4 月 25 日（日）
）に行
う。本事業は、国際競技規則を適用したレベルの高い競技会を、競技団体と共に開催すること
によって、障がい者スポーツの認知度を上げ、障がい者の広い社会参加を促進すること、並び
に日本における競技力向上を通じて、同競技の普及拡大を図ることを目指し、活力ある共生社
会の創造に繋げていくことを目的としている。
５ 資格要件
下記全ての項目に準じていること。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条
第一項各号に掲げる者
(4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者
（理事長が特に認める場合を含む。
）であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履
行が確保されるものであること。
(7) 障がい者スポーツの web 配信実績があること。
(8) 障がい者スポーツの国際大会や、その他スポーツの運営業務実績。
(9) 陸上競技の映像制作（撮影等）の実績があること。
６ 委託業務内容
2021 ジャパンパラ陸上競技大会（本番日：2021 年 4 月 24 日（土）～4 月 25 日（日）
）の実
施内容については別紙の実施要項を基に内容について日本障がい者スポーツ協会（以下、
『委
託者』という。
）に提案をし、総合的な調整をすること。また、提案事項は、当協会の承認
ののちに行うこと。尚、次の点に留意すること。
〇2021 ジャパンパラ陸上競技大会
場所：屋島レクザムフィールド（香川県高松市）
日程：2021 年 4 月 23 日（金）設営
4 月 24 日（土）本番日 4 月 25 日（日）本番日及び終了後撤収

＜撮影及び web 配信業務に関して＞
（１）撮影カメラ（最低台数）
・競技撮影用 有人３カメ
（２）上記カメラのスイッチング機材
（３）テロップ・スーパー・得点表示などを映像に載せる機材及び制作
（選手名、ルールなどの説明を表記）
（４）スロー・リプレイ、録画、ハイライトなどの制作及び機材
（５）オープニングアテンション映像の制作
（６）web 配信に係る機材
（７）インターネット回線の手配（2 回線）及び回線チェック
（８）配信用フリー音源の準備
（９）上記操作制作のための人件費
（10）運搬・設営などに係る費用
（11）司会者の手配
（12）配信内容の企画及び実施
※使用する電気は会場の常設を利用してください。
（13）成果物等の提出
・各大会事の配信動画及び制作動画（データ）を提出すること。
但し、納入時期については、委託者と協議を行うこと。
（14）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・打合せを行う共に、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。
（15）その他
・運営に必要な資機材等は、本契約に含むこと。
・撤収後は、原状復帰すること。
・設営撤去運営に関わることで発生した廃棄物は全て持ち帰ること。
・本事業で関係する他の事業者と連携して業務を行うこと。
・設営から本番日の昼食（お弁当）は別途支給いたします。
・大会として実施する新型コロナウイルス対策の健康管理（検査、検温など）を受けること。
７．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．上述ア．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．上述ア．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。

８. その他
・本仕様書に定めのない事項、内容の変更又は疑義が生じた場合、委託者の指示に従うこと。
・施設の設備等を破損した場合には、受託業者の負担で速やかに復旧すること。
・事業を実施するにあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害する
ことのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
・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。

以上

提出日 2021 年

月

日（

）

入札参加意思表明書
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 御中

住所：
名称：
代表者：

2021 年 3 月 17 日付の公示でありました、2021 ジャパンパラ陸上競技大会の撮影 Web 配信係る業
務委託業者選定についての参加意思表明書を、提出いたします。
尚、本記載内容について事実と相違することが判明した場合は、入札を無効、あるいは落札決定
を取り消しとされても異議ありません。

本件に係る担当者連絡先

所属部署
担当者名
電話番号
FAX
e-mail
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