仕様書
１

業務名
「さっぽろ雪まつり」プロモーション映像等制作業務

２

業務期間
契約締結日から 2019 年３月 29 日（金）まで

３

業務目的
札幌市では、2017 年１月に策定した「札幌市産業振興ビジョン改訂版」において、
今後、札幌市経済の成長をけん引する重点分野として「観光」を位置づけるとともに、
2018 年３月には「札幌市観光まちづくりプラン」を改訂し、そのなかで「国内外観光
客の誘致活動の推進」を基本方針の一つに掲げ、世界的な知名度を誇る「さっぽろ雪
まつり」や北海道の「食」など「Sapporo」の知名度・ブランドを活用した集客促進
を図ることとしている。
一方、2018 年９月に発生した北海道胆振東部地震の影響により大きく減少した来札
観光客は、国内客を中心に一定程度の回復を見せているものの、外国人観光客は、未
だ震災前の水準にまでには達しておらず、今後は、特に海外向けの誘客プロモーショ
ンの重要性が高まっている状況にある。
こうした状況のなか、本事業では、札幌市の冬期間の象徴的な観光資源である「さ
っぽろ雪まつり」の魅力を視覚的に訴求する映像コンテンツ等を制作し、今後、様々
なメディアにおいて継続的に発信することにより、国内外からの札幌への旅行意欲を
喚起し、以て来札観光客数や観光消費額を更に増加させていくことを目的としている。

４ 業務内容
(1) 業務全般
ア 受託者は、契約締結後、事業の実施内容や推進体制、スケジュール等を記載し
た事業計画書を速やかに作成し、委託者の承認を得ること。また、事業の進捗
状況は綿密に報告すること。
イ 制作する映像コンテンツは、無人航空機（以下「ドローン」という。）を活用
し普段見ることができない角度からの撮影を入れるなど、視聴者の関心を引く
ものであること。また、撮影に当たっては、関係法令、条例および規則を遵守
するとともに、自然環境を損なわず、地域社会や観光客への迷惑にならないよ
う、十分に配慮すること。
ウ 受託者は、被写体となる施設等への撮影の申し入れ、ドローン飛行等を含む撮
影に係る許可申請、ロケハン、モデル等の手配、肖像権等の諸権利の整理等、
撮影に付随するすべての必要な業務を実施すること。なお、本事業の成果物は、
ＳＮＳや YouTube 上での配信や不特定多数の者の二次利用も想定していること
から、被写体となる施設等には、この旨の同意も併せて取得すること。
エ 受託者は、制作における必要な人員（出演者含む）、スタジオ、機材等を確保
すること。なお、撮影や編集に係る一切の経費（機材調達費、交通費、宿泊費、
車両費、コーディネート費、飲食費、撮影許可取得に要する経費、各種データ
費等）は、すべて事業費に含むものとする。
(2) 映像コンテンツ等の制作

ア 映像等の内容
(ア) 受託者は、「さっぽろ雪まつり」のプロモーションに活用する映像コンテン
ツ等について、下記の表の№１から№５まですべてを制作すること。なお、
制作に当たっては、制作物がイメージできる映像シナリオや構成案等を事前
に委託者に提出し、その承認を受けること。
№

種別

想定される活用シーン

再生時間

制作数

１

プロモーション
用動画（長編）

市有施設等に設置されているサイネージでの
リピート上映
国内外からの来賓等への配布 など

約 10 分

１種類

２

プロモーション
用動画（短編）

海外での旅行博や観光プロモーションのため
のセミナー等での上映
札幌市公式観光ホームページや観光アプリ等
への掲載 など

約３分

１種類

３

ネット配信用動
画

YouTube 等動画投稿ウェブサイトへの掲載
海外での旅行博や商談会等における説明資
料 など

約 30 秒

６種類

４

二次利用用素材
集（動画）

新たなプロモーション動画の制作
市内観光事業者等への無償提供 など

本事業の為に撮影し
た映像素材一式

５

二次利用用素材
集（写真）

札幌市公式観光ホームページや観光パンフレ
ット等への掲載
市内観光事業者等への無償提供 など

―

50 カット

(イ) 上記№1 に示す映像コンテンツの収録シーンは、再生時間の制約のもと、以
下の内容を盛り込むこと想定しているが、詳細は委託者と協議のうえ決定す
ること。
 大通会場（雪氷像、プロジェクションマッピング、70 回事業、食の広場、
夜間撮影、ドローン撮影など）
 つどーむ会場（屋外会場、屋内会場、ドローン撮影など）
 すすきの会場（氷像など）
 さっぽろ雪まつり協賛行事（「さっぽろユキテラス」や「ゆきあかり in 中
島公園」など２カ所程度）
 市内周遊を促進させるための観光スポット（①「札幌市時計台」や「さっぽ
ろテレビ塔」等の定番観光スポット２カ所程度、②「札幌国際スキー場」や
「羊ケ丘展望台」等の冬のアクティビティスポット２カ所程度、③「もいわ
山展望台」や「さっぽろホワイトイルミネーション」等の冬の夜景スポット
２カ所程度、④定山渓温泉）
※ ドローン撮影は、大通会場とつどーむ会場の２カ所（各会場のオープニング
当日または前日の早朝）を想定している。なお、大通公園内は条例によりド
ローンの飛行が禁止されているが、大雪像等制作のために立ち入り禁止とし
ている区域内のみ飛行が許されているので、撮影場所・日時に留意すること。
また、つどーむ会場は、丘珠空港が隣接していることから、ドローンの飛行
の高さ制限があるため、あわせて留意すること。
※ 撮影場所の運営管理者との調整及び許可申請は委託者が行うこととするが、
受託者は、許可申請に必要な書類一式を準備すること。

※ 天候やその他の事情により、業務期間中に撮影または納品できないものにつ
いては、協議のうえ収録シーンの変更を行うことがある。
(ウ) 上記№２および№３に示す映像コンテンツは、上記№１に示す映像コンテン
ツに収録したシーンの一部を流用し、編集することを想定しているが、詳細
は委託者と協議のうえ決定すること。
(エ) 上記№３に示す映像コンテンツのテーマは、以下の６種類を想定しているが、
詳細は委託者と協議のうえ決定すること。①雪まつり全体、②大通会場（昼
間）、③大通会場（夜間）、④つどーむ会場、⑤すすきの会場、⑥冬季の市
内周遊スポット
(オ) 上記№４に示す映像コンテンツは、本事業において撮影した動画素材の全て
を収録すること。
(カ) 上記№５に示す写真コンテンツについては、通常撮影に加え、ドローンによ
る空撮や夜間撮影などにより、ホームページやポスター、パンフレット等で
活用可能な素材となりうる魅力的なシーンを撮影し、50 カットを納品する
こと。なお、写真の選定に当たっては、受託者が抽出した写真（納品数の２
倍程度）を委託者に提示することとし、委託者が選択したものを納品するこ
と。
イ 字幕、ナレーション、ＢＧＭなど
(ア) 上記№１〜№３に示す各映像コンテンツについては、映像タイトルを付すこ
と。また、映像と調和するＢＧＭや音響効果を使用すること。なお、使用す
る BGM 等は、フリー音源の無期限使用のものとすること。
(イ) 上記№１に示す映像コンテンツについては、必要に応じてナレーションおよ
び字幕の挿入を行うこと。また、再生時にメニュー画面から言語を選択でき
るようにするものとし、対応言語は、日本語、英語、中国語（簡体字/繁体
字）、韓国語、タイ語とする。なお、翻訳はネイティブスピーカーのチェッ
クを必須とし、ナレーションはネイティブスピーカーが行うこと。
(ウ) 上記№２および№３に示す各映像コンテンツについては、活用シーンを考慮
し、ナレーションや字幕を極力用いない、視覚的に訴求可能な動画を制作す
ること（ただし、使用素材の中でクレジット表記が必要な場合は除く）。
(エ) タイトル、ナレーションおよび字幕の内容は、受託者が主に考えることとす
るが、その詳細については、委託者と協議のうえ決定すること。また、制作
スタッフ等のエンドロールは省略するが、最後に制作会社名、担当部署のテ
ロップ等を挿入することは可能とする。
ウ 映像データ等の規格
(ア) 映像データの規格は次のとおりとする。
 解像度：４Ｋ以上（ドローンでの撮影も４Ｋ以上とする。）
 画面の縦横比：16:９
 フレームレート：60fps
 データ形式：ＭＯＶ形式ファイルおよびＭＰ４形式ファイルの２形式
(イ) 写真データの規格は次のとおりとする。
 データ形式：ＲＡＷ形式、ＪＰＥＧ形式（1200 万画素以上）の２形式
５

納品物

(1) 指定された納品期限までに、指定された納品場所に以下のア〜オすべてを納品す
ること
ア 再生用ＤＶＤ ５部（上記４(2)ア(ア)に示す映像コンテンツのうち№１〜№３
を収録したもの。コピーガードあり。スリムプラケース収納）
イ 配布用ＤＶＤ 500 部（上記４(2)ア(ア)に示す映像コンテンツのうち№１のみ
を収録したもの。コピーガードあり。トールケース収納）
ウ 保存用データ【マスターデータ】２部（ｅｘＦＡＴでフォーマットされたＳＳ
Ｄ、ＨＤＤ等の汎用記録メディアとする。上記４(2)ア(ア)に示す映像コンテ
ンツの№１〜№５すべてを収録したもの。コピーガードなし。スリムプラケー
ス収納）
エ 保存用データ【電子データ】２部（ｅｘＦＡＴでフォーマットされたＳＳＤ、
ＨＤＤ等の汎用記録メディアとする。上記４(2)ア(ア)に示す映像コンテンツ
の№１〜№５すべてを収録したもの。コピーガードなし。スリムプラケース収
納）
オ 納品動画・写真データ一覧 ２部
６

納品期限
2019 年３月 29 日（金）

７

納品場所
札幌市経済観光局観光・ＭＩＣＥ推進部観光・ＭＩＣＥ推進課 事務室

８ 著作権等の取扱
(1) 受託者は、委託業務の成果物に対し、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21
条（複製権）、第 23 条（公衆送信権等）、第 26 条の２（譲渡権）、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 作権者の権利）に規定する権利を、成果物の納入、検査合格後、
直ちに委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項に該当しない場合において
も、 その使用のために目的物の改変を行うことができるものとする。
(3) 受託者は、委託業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権（著作権、意匠権、商
標権等）、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しない
こと。
９

環境への配慮
(1) 本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努
めること。
ア 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。
イ ごみ減量及びリサイクルに努めること。
ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすように努めるこ
と。
エ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイ
ドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
オ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドラ
イン指定品を使用すること。

10 その他の特記事項
(1) この業務の履行に当たり、疑義が生じた場合は、委託者および受託者双方の協議
により処理する。
(2) この業務の履行に当たり、必要がある場合は相互調整のため打ち合わせを行うも
のとする。
(3) この業務の履行に伴う打ち合わせ、資料、計画等の内容については、外部に漏洩
しないこと。
(4) 委託者は、受託者が必要とする資料の提供について便宜を図るものとする。
(5) 受託者は、委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ
使用するものとする。但し、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を
得たものについては、この限りではない。
(6) 受託者は､本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはな
らない。
(7) 受託者は、本委託事業を第三者に委託させてはならない。ただし、事前に文書に
より、委託者と協議し、承認を得た事項については、第三者に委託して行うこと
ができる。
(8) 本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、委託
者と別途協議のうえ、処理すること。

