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仕 様 書 

  

公益財団法人 東京税務協会  

  

１ 件 名    

全国自治体税務職員等に向けた「Web講義」配信に係る動画の制作業務委託  

  

２ 委託期間    

契約締結日の翌日から令和６年３月 31日（日）まで  

 

 ３ 事業目的    

公益財団法人東京税務協会（以下「協会」という。）では、全国自治体税務職員等の能力向上

のために、東京税務セミナーの開催、税務に関する相談対応や職員ニーズに則した図書の出版な

ど、側面的な支援を実施している。 

今後、協会の財産である専門人材の知識・経験を最大限活用する観点から、特に新任税務職員

に焦点を当てた講義について、既存の実地研修とは別に電子化を行い、配信していく。 

当該講義を電子化するに当たり、税務業務に初めて携わる初任者が税務の基礎知識・ノウハウ

を習得し、安心して業務に臨めるよう、具体的・実践的な事例等を示すなどして受講者が最後ま

で関心を持って受講できるよう工夫を凝らした講義内容の動画（以下、「Ｗｅｂ講義」という。）

を制作する。 

  

４ 委託内容  

（１） 全般について  

  ア 協会は受託者に対して、「Web講義」配信に係る動画の制作に向け、これまで協会が実施

してきた講義の骨格や講義内容を提示することとする。 

  イ 受託者は、協会が（１）アにより提示した内容を検討し、「Web講義」配信に係る動画制

作の概要や方向性を企画立案すること。 

  ウ （１）イにより示された概要等に基づき、協会及び受託者が双方十分に協議し、協会の承

認を得てシナリオ等のコンテンツを制作することを以って業務の目的を達成すること。 

エ 事業の実施に伴い、受託者は契約締結後、協会が指定する日時において、動画制作に必

要な説明・疑問点の解消等に向け可能な限り対応を図ること。 

オ 事業の実施にあたっては、全国自治体初任税務職員に必要な税務知識・ノウハウの蓄積・

継承に資するよう、以下に掲げる受講者像、環境等の条件を踏まえ、可能な限り公平かつ

動画配信における教材の専門的な視点で遂行すること。  

・職場窓口や電話での納税者からの問合せに対し、滞りのない基本的な対応が可能にな
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ること 

・税務に関する業務に対する不安を払拭すること 

・現場で活用できる実践的な税務知識・ノウハウの継承が喫緊の課題となっている背景

を十分に踏まえること。 

カ 受託者は契約締結後速やかに撮影までのスケジュールをはじめ、編集や内容確認、改善

提案までの一連の工程を示した「事業計画書」を作成し、協会の承認を得ること。 

なお、制作した動画の確認等については余裕を持ってスケジュールを組むこと（最終承

認まで１か月程度）。  

キ  業務の詳細について協会と協議の上決定し、進捗状況を綿密に協会に報告すること。 な

お、報告の方法は協会と別途協議すること。 

ク  事業完了後、速やかに報告書（５ 完了報告と契約代金の支払いについて（２） イ 参

照）を作成し、協会に提出すること。  

 

（２） 動画の制作業務について  

ア 「３ 事業目的」を踏まえた動画を制作すること。その上で、動画を制作するための最新

鋭の専用機材や映像・編集技術を十分に活用し、撮影場所（スタジオ等）、時間、クリエイ

ター、出演者、音響等を工夫すること。  

イ 制作する動画は、パワーポイントデータと映像・音声が連動する映像教材であること。 

ウ 制作動画  

（ア） 制作動画は、地方税法総則、滞納整理、固定資産税課税、家屋評価、土地評価、償却

資産、個人住民税及び法人住民税の８科目とし、原則として、新任税務職員を対象とし

た内容・レベルとする。 

ただし、上記列挙科目以外の科目についても、必要に応じて制作する場合があること

に留意すること。その場合は、協会の指示に従い、制作に努めること。 

上記のほか、前述８教科を１つにまとめたダイジェスト版である約１分と約３分の動

画を制作すること。 

（イ） 制作本数は１科目につき５時間程度とし、全講義の合計時間は 40 時間程度（（ア）

ただし書きにより制作した場合の時間も含む）とする。 

（ウ） １科目当たりの動画時間は目安であり、各科目の説明上の観点に応じて変動するもの

とする。 

（エ） 制作動画は、受講者の利用環境を考慮し、所要の時間で区分し、視聴しやすくするこ

と。 

（オ） 各科目の動画撮影は、以下の事項を考慮した受託者の提案を基に協会と協議しながら

決定すること。 

    ・各科目の動画は、任意の箇所で区切り、適切な数に分割すること（受講者の視聴の
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観点、動画の読み込み速度の観点等）。 

    ・動画撮影など全般的に経済的かつ効率的に作業を行うこと。 

（カ） 動画撮影に際して、以下の役割分担を前提に、各科目の構成や撮影、編集等において、

企画・調整段階からサポート・協力を行うこと。なお、動画撮影に伴う再撮影や再編集

等についても、協会の要望に応えられるよう最大限の配慮をすること。 

    役割分担に疑義が生じた場合、都度協会と協議すること。 

 

役 
 

割 

協会 

テキスト作成 

講義画面用のパワーポイントデータ（以下シナリオ） 

作成 

ナレーターの検討 

講義に係る読み原稿提供 

受託者 

シナリオ作成に係る企画・提案・助言 

シナリオの修正 

シナリオに字幕の追加 

撮影場所の提供 ※スタジオ使用の場合 

アニメーション動画の作成、挿入 

ナレーション録音、動画撮影・編集・成果品納品等 

     

（キ） 電子メール等のオンラインツールや対面形式等の方法により協会との連絡調整を綿密

に行い、撮影等に臨むこと。 

（ク） 受託者の役割であるシナリオの修正は、協会の作成したシナリオの視認性向上を目

的とするもので、構図の簡素化・改善、画像データの差し替え、シナリオの文字校正、

図表を活用した体裁の整理、パワーポイント等の新規作成を想定している。 

    その他、動画配信上の専門性の観点から改善や修正の必要性が認められた場合、よ

り動画コンテンツに適したものとなるようサポート・協力を行うこと。その際、上記

ファイル形式等の変更が必要な場合は、協会の指示により相応の対応を図ること。 

     また、シナリオ作成にあたって、協会で映像、イラスト、写真、アニメーション、

音楽等の素材を必要とした場合、委託費用の範囲内で、協会からの当該素材の作成・

提供等の依頼に協力すること。 

（ケ） すべてのナレーションを、画面下部に字幕として追加すること。なお、字幕不要と

思われる個所については協会と協議し承認を得ること。 

（コ） 動画を撮影するにあたり、以下のとおり最適な環境を提供すること。 

   ・教材作成において、機材等に係る工夫や準備等があること。 
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（例）落ち着いて撮影に臨めるスタジオ利用、プロンプターや電子黒板の完備等 

・動画撮影用のスタジオを利用する場合は中野駅から１時間以内にあるものとするこ

と。 

・協会の教室を利用する場合は、講義視聴に適した明るさを確保し、雑音等を排除で

きるよう、撮影・録音等に適した照明・音響機器を準備すること。 

（サ） 科目に応じた動画１本につき、内容のメリハリや飽きさせない工夫として、区分間に

所要の項目等を挿入すること。その際、学習の狙いを喚起させるためのアニメーション

等を活用し、理解促進に向けた工夫を図ること。アニメーションは 1分程度のものを 1

科目に５カ所程度挿入すること。なお、挿入箇所等については、協会と協議すること。 

     

（シ） 必要に応じて、動画タイトルやテロップ等を挿入すること。なお、挿入箇所について

は、協会と協議すること。  

（ス） 事前に複数回の試聴を行い、協会の承認を得た動画データを協会が指定するストレ

ージ（サードパーティーのオンラインストレージを含む）へ協会が指定する手順に従い

アップロードすること。なお、アップロード後は協会の検査を受けること。  

（セ）（ス）で検査が完了した動画データを協会が指定する配信システム（サードパーティー

所有含む））へ協会が指定する手順（サードパーティー所有のマニュアル含む）に基づ

き、設定を行うこと。なお設定後は協会の検査を受けること。  

（ソ） 1 科目ごとのフォーマットイメージ例は以下イメージ図の通り。但し、シナリオ作成

の進行状況によっては変更する場合がある。 

   

   ＜イメージ図＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ その他経費等 

 （ア） 撮影や編集に係る一切の経費（機材調達費、スタジオ使用費、交通費、車両費、コー
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ディネート費、各種データ費、その他関係者との交渉等に係る経費等）は、全て当該委

託費に含む。  

（イ） 動画撮影において、再撮影や再編集が発生することを考慮した経費を当該委託費に含

めること。 

（ウ） 映像、イラスト、写真、音楽、出演モデル等、第三者が権利を有するものを使用する

場合、Web 講義の素材としてだけではなく、今後それらを他の研修等でも教材として

自由に活用していく等成果品完成後に係る一切の権利を協会が主張できるよう、必要

な経費を当該委託費用に含めること。  

    ただし、第三者が権利を有するものについて、権利保有に係る期間制限が伴う場合又

は使用料が発生するなど協会が権利を主張することが一切できない場合については、

制作以前に権利の存否について協会と調整し協会の承認を得ること。 

  

（３） 改善提案および報告について  

上記４（２）の業務について、動画制作毎に、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Act）を随時適切に行うことにより、常に質の高い動画を制作すること。  

 

５ 完了報告と契約代金の支払い  

（１） 全般について  

契約代金の支払いは、下記業務内容の完了と提出物等の提出後に一括で行うこととする。

なお、請求書発行については、協会の承認をもって行うこと。   

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託成果物について 

   以下については令和５年１２月２８日（木）までに協会の検査を受け、納品を完了す 

ること。 

   ア 動画データ 

   ＰＣやＤＶＤレコーダー等で再生できる形式で制作した動画を DVD 等の電磁的記録

媒体にまとめ、１部提出すること。 

なお、動画データは、原則として、mp4 のファイル形式で作成及び提出することし、

提出前に協会の確認を得ること。  

内  容 委託成果物 手続書類等 請求範囲 

・動画の制作 

・改善提案、分析及

び対策 

・電子情報処理委

託関係 

・動画データ 

 

・委託完了届 

・実施報告書 

・本事業改善提案

書 

・各種様式 

４（１）（２）（３）

に係る業務範囲 
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（３）手続書類等の形式等について  

   以下については令和６年３月３１日までの期間で、協会と協議のうえ、合意した期限まで

に提出すること。 

ア 委託完了届  

別紙１「委託完了届」参照のこと。  

イ 実施報告書  

A4 版  

※目次、体裁、提出期限等は協会と協議のうえ決定する。  

ウ 本事業改善提案書  

改善提案内容、体裁等は協会と協議のうえ決定する。    

エ 電子情報処理委託に係る各種様式        

別紙２「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」参照のこと。  

  

６ 第三者委託の禁止  

本委託事業は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし、事前に文書により協会と

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。  

  

７ 作成物に関する権利の帰属  

（１） 本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。  

（２） 本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の

権利を含む。）並びに使用したアイデア、コンセプト、ノウハウ及び技術に係る法的権利に

ついては、全て協会に帰属する。  

（３） 本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しな

いこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について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ものとする。ただし協会が本件制作物を再編集

などの改変を加えて利用する場合、協会は事前に受託者に通告し、承認を得るものとする。  

（４） 本件に使用する映像、イラスト、写真、音楽、その他資料等について、第三者が権利を

有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ協会に通知するとともに、第三者と

の間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受

託者が負うこと。  

（５） 上記（１）（２）（３）（４）の規定は、「６ 第三者委託の禁止」により第三者に委託した場

合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生

した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。  

（６） その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。  
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８ 委託事項の遵守・守秘義務  

（１） 受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守する

こと。  

（２） 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。  

  

９ サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行等  

別紙２「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」記載の内容を遵守すること。  

  

１０ 個人情報の保護  

（１） 受託者は、本契約の履行にあたり、協会の保有する個人情報の取扱いについては、別紙

３「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。  

（２） 受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記

「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

  

１１ その他  

（１） 仕様書に記載のない条件については、両者協議の上、これを決定する。  

（２） その他条件が変更となることがある。その場合、両者協議の上、これを変更する。  

（３） 契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、

契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務

履行に問題が発生しないように十分な対応を行うこと。 

（４） 本事業の委託者は協会であるが、現地における実施に係る責任は受託者にあるものとす

る。  

（５） 天変地異、政治状況の劇的な変化により、本事業を中止する場合がある。  

（６） 協会は必要に応じて本契約に係る情報（受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等）

を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。  

（７） その他、本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、両者協議の上、これを決定する。 


