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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

イメージソング編曲およびＣＤ・ＤＶＤ作製等業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

イメージソング編曲およびＣＤ・ＤＶＤ作製等業務 

 

２ 業務の目的 

令和７年（2025）年に滋賀県で開催する第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポ

ーツ大会「わた SHIGA輝く国スポ・障スポ」（以下、「両大会」という。）のイメージソングを

普及するため、各種バージョンへの編曲等を行い、ＣＤ・ＤＶＤを作製するとともに情報発信

を行う。 

 

３ 業務内容 

すでに制作された両大会イメージソングについて、下記の業務を行う。なお、業務に必要な 

すべての作業および経費、例えば、編曲者・歌唱者への依頼のための出張、レコーディングや

収録等のためのスタジオ、施設の手配などについては、受注者が負担することとなる点に留意

すること。 

(1) イメージソングの編曲業務 

イメージソングの原曲（３分 54 秒、ミディアムテンポ）をもとに、次の①～③の３つの

バージョンを制作すること。 

より多くの主体（学校、団体、事業者等）が演奏等に取り組めるよう技術レベルに配慮し

た楽曲とすること。 

※原曲のメロディ譜については、委託契約締結後に第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回

全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会（以下、県準備委員会）からデータを提供

する。 

① 吹奏楽バージョン 

全日本吹奏楽コンクール 2021 年度課題曲ⅡおよびⅢの編成に準じて、打楽器は３名～

４名程度で演奏できるようにすること 

  （2021 年度課題曲編成表のうち Whip(鞭)、Tam-Tam(銅鑼)、Tubularbells(チューブラ

ーベル)を除く楽器の中で、必要に応じて選択するものとする。） 

② 合唱バージョン 

       同声三部合唱および混声四部合唱用。なお、伴奏はピアノとすること 

③ ＢＧＭ 

     原曲をＢＧＭで使いやすいようにインストゥルメンタル版としてアレンジしたもの 

   

(2) 歌唱者・演奏者への依頼およびレコーディング 

歌唱者および演奏者に依頼のうえ、了承を得てレコーディングを行うこと。 

歌唱者および演奏者は、県準備委員会が選定した者とする。（滋賀県内の学校、団体等を想
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定） 

なお、謝礼等が必要な場合は、受注者が支払う。謝礼等は、１５万程度[５万円/団体×３団

体]を想定しているが、県準備委員会・受注者協議のうえ進める。 

歌唱者および演奏者に楽譜等を提供できるのは、イメージソング楽曲情報公開（８月上旬

予定）以降となることを踏まえ作業工程計画を作成すること。 

レコーディングにあたっては、先催県と同等程度の水準の音質を確保できるよう収録場所

や収録機器などのレコーディング環境を整えること。（先催県の音源は別添資料参照） 

    

 (3) ＣＤ作製 

① 原盤の作製 

プレスマスター用ＣＤ（ＣＤをプレスする元となる原盤）を作製すること。 

     １枚のＣＤに収録する内容は以下のとおり。 

(ア) ノーマルバージョン（歌入り） 

(イ) ノーマルバージョン（歌なし＜カラオケ＞） 

(ウ) 吹奏楽バージョン 

(エ) 合唱バージョン（同声３部） 

(オ) 合唱バージョン（混声４部） 

(カ) 合唱バージョン（ピアノ伴奏のみ） 

(キ) ＢＧＭバージョン 

     ※(ア)、(イ)については、県準備委員会からデータを提供する。 

② 配付用ＣＤの作製 

     ①の原盤を元に、配布用ＣＤを作製すること。 

       

(4) 楽譜の作製および印刷 

(1)で編曲した各バージョンの楽譜を浄書・印刷すること（Ｂ４判、タテ、中とじ） 

① 合唱譜 

同声三部合唱および混声四部合唱にピアノ伴奏を記載したものを各１部ずつ 

② 吹奏楽譜 

フルスコアおよび各パート譜を１部ずつセットでパッケージしたものを 300 セット 

 

(5) ＤＶＤ作製 

① 原盤の作製 

プレスマスター用ＤＶＤ（ＤＶＤをプレスする元となる原盤）を作製すること。 

１枚のＤＶＤに収録する内容は以下のとおり。 

(ア) ＭＶ動画 

(イ) 手話歌動画 

       ※(ア)(イ)については、県準備委員会からデータを提供する。 

  ② オーサリング 

    (ア) メニュー画面を作成すること。なお、滋賀らしく、国スポ・障スポの雰囲気に合っ
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たものとなるよう背景には工夫を凝らすこと。 

(イ) (5)①の(ア)～(イ)までの項目をメニューから選べるようにすること。 

③ 配付用ＤＶＤの作製 

①の原盤を元に、配布用ＤＶＤを作製すること。 

 

(6) 手話説明書の作成および印刷 

(5)①(イ)の手話歌映像をもとに、県準備委員会から提供する手話説明資料を見やすいよう

にまとめ、レイアウトし、手話説明書を作成すること。 

説明書については、配布用ＤＶＤのケース内に収納できるよう工夫すること。 

また、規格等は(8)③を参照すること。 

 

 (7) メロディ譜付き歌詞カードの作製および印刷 

県準備委員会から提供するメロディ譜を使って、見やすいようにまとめ、レイアウトし作

成すること。配布用ＤＶＤケースに収納できるよう工夫すること。 

また、規格は(8)②を参照すること。 

 

(8) ジャケット等の作製および印刷 

ジャケット、レーベル等のデザインは、滋賀らしく、国スポ・障スポの雰囲気に合ったも

のとする。 

作製・印刷に使用する規定書体、マスコットキャラクターについては ai 形式で、メロディ

譜についてはＰＤＦ形式で県準備委員会が提供する。 

① ジャケット等 

  (ア) フロントジャケット 

４Ｐ／二つ折り、コート紙 135kg（外側４C/内側１C） 

     (イ) バックインレイ 

        コート紙 135kg（外側４C/内側０C） 

② メロディ譜付き歌詞カード 

コート紙 110kg程度（表面１C/裏面０C） 

・四つ折りにして、フロントジャケットに封入 

③ 手話説明書  

コート紙 70~90kg程度（表面１C/裏面０C） 

・四つ折りにして、ケース内側収納する 

   ④ 配布用ＣＤおよびＤＶＤのレーベル 

     オフセット印刷（４C+白）   

 

(9) ケース 

 ・ジュエルケース 10mm（ＣＤ２枚収納） 

・キャラメル包装 
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(10) イメージソング普及 

イメージソング楽曲情報公開（８月上旬予定）以降、イメージソングを広く県内に普及す

るため、受託者が適切な媒体を用いて効果的な情報発信を行うこと。実施方法および内容は

受託者が企画提案書で提案したものによるものとし、詳細は県準備委員会と協議のうえ決定

するものとする。 

 

４ 成果品及び作製数 

本業務における成果品及び作製数は次のとおりとする。 

(2)、(3)、(7)、(8)については、２枚組ジュエルケースに収納し、納品すること。 

(1) 原盤ＣＤ ２枚 

(2) 配付用ＣＤ 2,000 枚 

(3)  メロディ譜付き歌詞カード 2,000 枚 

(4) 合唱譜 各１部 

(5) 吹奏楽譜 300 セット 

(6) 原盤ＤＶＤ ２枚 

(7) 配付用ＤＶＤ 2,000 枚 

(8) 手話説明書 2,000枚 

(9) 次のものを格納したＣＤ－Ｒ２枚 

    (ア) ３(4)の楽譜のＰＤＦデータ 

    (イ) ３(6)の手話説明書のＰＤＦデータ 

    (ウ) ３(7)メロディ譜付き歌詞カードのＰＤＦデータ 

    (エ) ＣＤ収録曲の各バージョン（(3)①(ア)と(イ)を除く）のmp3・wav データ  

    (オ) ジャケット・レーベルのデザインの ai データとＰＤＦデータ 

(10) イメージソング普及実績報告書 

 

５ 納品期限 

   令和４年１月 31日（月） 

※事前に県準備委員会の確認を受け、修正が必要であれば対応したうえで、納品を行うもの

とする。 

 

６ 納品場所 

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 滋賀県開催準備委員会事務局 

（滋賀県 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課内 滋賀県庁東館２階） 

 

７ その他 

(1) 本契約により生じる著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める権利を含む）、商標

権、その他一切の権利は、県準備委員会に帰属するものとする。 

  また、受注者は、成果品に関し、著作者人格権に基づく権利行使は行わないこと、また、
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受注者は本成果品の制作に関与した者に著作権を主張させず、著作者人格権についても行使

させないことを約すること。 

(2) 本業務で作製する成果品について、例えば、不特定多数に向けて上演、上映、演奏、複製、

ホームページでの無償ダウンロードなど、県準備委員会および県準備委員会の指定する者が

無償で自由に使用（二次利用を含む）できるものとし、支障なく使用できるよう、全て受注

者の費用負担と責任により、その権利処理をおこなうこと。 

(3) 成果品に係る出演者のパブリシティ権（肖像権）は、無償で県準備委員会に帰属するもの

とする。 

(4) 成果品に関して、受注者以外の者との間で著作権等に関わる問題が生じた場合は、すべて

受注者の責任とする。 

(5) 契約の締結後において、県準備委員会の地位が継承された場合、本契約当事者の地位も継 

承されるものとする。 

(6) 県準備委員会の継承団体が解散した場合、契約に基づく県準備委員会の継承団体の当該成 

果品に関する権利は、滋賀県に継承されるものとする。 

(7) 本仕様書に明示のない事項や本仕様書によりがたい事項については、その都度、県準備委

員会・受注者協議のうえ進めることとする。 
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【完成イメージ】先催県のＣＤ・ＤＶＤ 

１ フロントジャケット 

  バックインレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  フロントジャケット両面 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ＣＤ・フロントジャケット裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 

収録されている曲の種類が記載。 

制作者、編曲者、歌唱団体・演奏団体が記載。 

制作者の紹介が記載。 
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  ＤＶＤ・バックインレイ内（白紙） 

 

 

 

 

 

 

 

メロディ譜付き歌詞カード（裏面なし）    手話説明書（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オーサリング 

 

 

                        

                         

 

 

 

●先催県のＨＰアドレス 

 編曲や録音、音質は下記ＨＰのイメージソングを参考にすること。 

三重県 https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/ 

栃木県 https://www.tochigikokutai2022.jp/  

 

歌詞と動作がわかる

ようにまとめる。 

動作説明書が収納さ

れている。 

フロントジャケットに挟まれて、

収納されている。 

https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/
https://www.tochigikokutai2022.jp/

