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「ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大会 ボランティアプログラム 

オープニングイベント業務委託」提案依頼書 
 

公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会 

 

 

提案のお願いにあたって 

公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会（以下「組織委員会」といい

ます）では、ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会の公式ボランティアプログラム

開始（ボランティア募集開始）に合わせたオープニングイベントの企画立案および運営業

務委託を担当する事業者を募集します。 

本依頼書に基づいたご提案をお待ちしております。 

 

１. 大会概要 

ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会は、日本全国 12 会場で 2019 年 9 月 20 日

から 11 月 2 日までの期間に開催されます。大会期間中は 20 の国と地域を代表するチー

ムにより、予選プール 40試合、決勝トーナメント 8試合の合計 48試合が行われます。ア

ジアで初、ラグビー伝統国以外で初のワールドカップとなり、7人制ラグビーがオリンピ

ック種目に採用されてから最初のワールドカップとなります。（別紙１参照） 

 

２．ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大会 ボランティアプログラムオープニングイ

ベント業務委託の主な目的 

2018 年 4 月中旬から始まるラグビーワールドカップ２０１９TM 日本大会に係るボラン

ティア募集においては、大規模国際スポーツイベント並びに具体的な広報・プロモーショ

ン活動並びにイベントの企画・実施の経験、ノウハウ知見を取り入れる必要があるため、

外部の専門的知見を持つ企業にオープニングイベントにかかわる、企画・立案、装飾品の

製作および当日のイベント運営等を委託します。 

  

３．件名 

ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大会 ボランティアプログラムオープニングイ

ベント業務委託に関する提案 

 

４．業務形態 

 下記７記載のとおり、委託期間は、契約締結日から 2018年 5月 1日までとします。 

 

５．委託業務 

（１） 本事業の目的を十分理解した上で、ボランティアプログラムのオープニングイベン

トに係る業務を行う。 

・ イベントの企画立案 

・ 必要な会場およびキャストの手配 

・ イベント開催に必要となる装飾等の製作物の製作 

・ イベント運営に必要となるスタッフの手配 

・ その他、イベント運営のために必要となるもの 

（２） 上記委託内容について、その企画内容や製作物等について、今後の準備段階で変更
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になる可能性があるため、都度、委託者と受託者において協議の上、進めることと

する。 

（３） 受託者は、イベント終了後、その実績を委託者へ書面にて報告するものとする。 

 

６．人員体制 

受託業務を実施するにあたり必要なスタッフを確保し、プロジェクトチームを編成する

こととします。なお、組織委員会における本委託業務の監督部署は人材戦略局人事企画部と

なります。 

 プロジェクトメンバーの氏名及び過去の業務実績は予め組織委員会に提示頂きます。ご

提案いただく際は、各事業者が最適と考える体制をお示しください。 

  

７．委託期間 

契約締結日から 2018年 5月 1日まで。 

 

８．応募資格 

① 大規模国際スポーツイベント（日本国内で開催されたもの）において、同種業務（5.

委託業務に示す業務内容）の経験を持つ、または進行中の業務を受注している事業

者。 

② 日本語での業務進行が可能であること。 

③ 複数の事業者で構成する共同企業体による申請の場合は、代表事業者を定めた上での

提案であり、構成事業者のいずれかが上記を満たしていること。 

④ 平成 28・29・30 年度全省庁統一の競争資格において、「役務の提供等」の「A」､｢B]

又は｢C｣の等級に格付けされていること。 

 

９．予算額 

 ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大会 ボランティアプログラムオープニングイ

ベント業務委託に関する全体予算の上限は、現時点で専門業者として合理的に見込まれる

本件委託業務に付随する経費なども含めて 5,000,000 円（消費税込み）を上限とします。 

 

１０．主なスケジュール 

(1) 質問の提出     2018年（平成 30年）3月 16日（金）12：00まで 

(2) 質問に対する回答 2018年（平成 30年）3月 19日(月) 

(3)  提案参加申込書の提出  2018年（平成 30年）3月 14日（水）17：00まで 

   (4) 提案書の提出      2018年（平成 30年）3月 20日（火）17：00まで                   

(5) ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの実施    2018年（平成 30年）3月 22日（木）以降 

(6)  優先交渉権者の決定   2018年（平成 30年）3月 23日（金）以降 

１１．提案参加申込書 

(1) 提出方法：提案書（別紙 2）を、電子メールにより担当事務局に提出してくだ

さい。 
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(2) 提出期限：2018年（平成 30年）3月 14日（水）17：00まで 

(3) 言語：提案参加申込書は、日本語で作成してください。 

(4) 参加の取り止め：参加申込書を提出した後、参加を取止めする際には速やか

に、その旨を電子メールにより担当事務局に連絡お願いします。 

 

１２．提案依頼書の内容についての質問 

(1) 提出方法：質問は、電子メールにより担当事務局に提出してください。なお、

メール本文には担当窓口の部署、氏名、連絡先（メールアドレス含む）を記載

ください。 

(2) 質問期限：2018年（平成 30年）3月 16日（金）12:00まで 

(3) 言語：質問は、日本語で作成してください。 

(4) 回答の期間：2018年（平成 30年）3月 19日（月） 

(5) 回答方法：担当事務局から各事業者担当あてに電子メールにより回答させてい

ただきます。質問をしていないが、質疑・回答内容を確認したい場合は、担当

事務局に電子メールで問い合わせてください。 

なお、質問を提出された事業者以外の事業者に対しても問い合わせがあった場

合には回答をします。 

(6) 電話・来訪での受付：口頭によるお問い合わせは受け付けません。 

(7) ご質問への回答は情報共有のために一括して提案依頼書の配布事業者全員にお

送りする場合があります。 

 

１３．提案書 

(1) 提出方法：提案書は電子メールにより担当事務局に提出してください。 

(2) 提出期限：2018年（平成 30年）3月 20日（火）17:00まで 

(3) 言語：提案書は、日本語で作成してください。 

(4) 電子メールによる提出データは PDFデータとします。 

(5) 提案書の枚数は 20 ページまで（見積書は含まず）とします。 

(6) 提出期限後、事務局の指定するスケジュールにて企画に関するプレゼンテーシ

ョンをしていただきます。 

(7) 提案書の記載事項以下の通り 

なお、見積書は「９．予算額」の条件を満たすこと 

業務内容 ご提案いただきたい内容 予算上限 

ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大

会 ボランティアプログラムオープニング

イベント業務委託 

・ オープニングセレモニー企画立案 

・ 会場および運営に必要なキャストの手配 

・ オープニングセレモニーの運営 等 

500万 

 

１４．委託事業者の決定 

組織委員会内において、取引先選定を審議するための委員会を設置し、同委員会の選

定作業を経た上で、組織委員会が最終的に選定を行います。 
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１５．応募にあたっての注意事項 

  ご応募いただく際は、本提案依頼書記載の内容のほか、以下の点にご注意ください。 

(1) 受託者は本委託の目的を十分理解したうえで業務を行ってください。業務遂行

に当たってはワールドラグビーやラグビーワールドカップリミテッド、その他

が定める会場要件や協議要件などを踏まえたうえで、円滑なプロジェクトの推

進やコストの縮減を心がけて下さい。 

(2) 応募者が提案書に関わる内容について、他の応募者又はその他の者と、相談し、

話し合い、又は合意をするなど、本件に関して応募者間の競争を制限するよう

な行為を行うことは禁止します。 

(3) いかなる者も、本件に関する競争を制限する目的で、他者に提案書を提出させ

たり、応募をやめさせたり、その他なんらかの方法で本件に応募しようとする

者を誘導することを禁止します。 

(4) 本件に関する提案書の変更又は修正は、上記10（3）記載の提出締め切り前に限

り受け付けます。提出締め切り後はいかなる場合も提案書の変更又は修正を行

うことはできません。 

(5) 本提案依頼書及び本件への応募に関し応募者が提出する提案書に関する権利

（著作権その他の知的財産権又はこれらを受ける権利を含みます。また、著作

権については、著作権法第21条から28条に定める全ての権利を含みます）は組

織委員会に帰属するものとします。 

(6) 組織委員会は、応募者に対して、提案書について説明を求める場合があります。

その場合応募者には必要な説明を行っていただく必要があります。 

(7) 選定結果については、各応募者に対して、電子メールにて通知をします。組織

委員会は、選定結果に関する個別のお問い合わせは一切お受けいたしません。 

(8) 本件への応募又は選定結果に関し、組織委員会の従業員又は関係者に対し直接

又は間接に交渉を行うことは禁止します。 

(9) 応募者が本提案依頼書の内容に違反した事実が判明した場合、組織委員会は、

関係する応募者の応募を拒絶し、選定結果を取り消す場合があります。 

   

１６．成果品 

 本委託における成果品は以下のとおりとします。各成果品の提出時期については委託

担当部署の指示に従ってください。 

（1） オープニングイベントの企画立案資料 

（2） オープニングイベント運営に必要となる装飾物 

（3） オープニングイベント運営に係る事務局対応 

  （4）  上記（1）から（3）の電子データ 

  

上記を標準に担当者と協議の上、成果品を決定することとします。 

 

１７．著作権等 

（1） 本委託に係る業務遂行の過程において発生する発明、考案等の産業財産権を

受ける権利及びこれに関する著作権その他の権利は、組織委員会に帰属する

ものとします。 

（2） 本成果物に関する権利（著作権･特許権その他の知的財産権又はこれらを受け

る権利を含む。著作権については、著作権法第 21条から 28条に定める全て

の権利を含む。）及び所有権は、本成果物の引渡しと同時に本委託の受託者か

ら組織委員会に移転するものとします。 

（3） 本委託の受託者は、組織委員会に対し、次に示す行為をすることを許諾し、

著作権法第 19 条第 1 項又は第 20条第 1項に規定する権利を行使しないもの
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とします。 

ア 成果物の内容を公表すること。 

イ 成果物を組織委員会又は組織委員会が委託した第三者をして変形、改変

その他の修正をすること。 

 

１８．秘密保持  

(1) 応募者は、本提案依頼書の内容、並びに組織委員会又は応募者が本件への応募

に向けて用意したデータ、資料その他の一切の情報（以下「秘密情報」といい

ます）は、厳に秘密として扱うものとし、これらを第三者に対して開示しない

ものとします。 

(2) 応募者は、組織委員会の書面による事前の承諾を得ない限り、本提案依頼書の

内容及び応募の事実を公表することはできません。 

(3) 組織委員会は応募者から提出を受けた情報のうち、性質上秘密として扱うべき

情報について、組織委員会の関係者（ワールドラグビー及びラグビーワールド

カップリミテッドを含みますがこれに限りません）にのみ開示するものとし、

それ以外の第三者には開示しません。 

(4) 選定の結果事業者に選定されなかった応募者は、組織委員会の要求に応じて、

本件に関する資料等及び電子ファイル並びにそれらの複製物を含むすべての資

料を速やかに返却又は廃棄するものとします。組織委員会は、当該書類等が返

却又は廃棄されたことを確認する書面の提出を求める場合があります。 

 

１９．アンブッシュ・マーケティングの禁止等 

 （1）受託者は、組織委員会の書面による承諾がない限り、本業務受託の事実その他ラ

グビーワールドカップとの関係性を、宣伝目的で対外的に公表してはならない

ものとします。 

（2）受託者は、いかなる態様であれ、アンブッシュ・マーケティングを行い又は意図

的に第三者をしてアンブッシュ・マーケティングを行わせてはならないものと

します。 

（3）受託者は、RWCマークに類似する又はRWCマークとの混同を生じさせる商標、名

称、ロゴ、その他のブランディング素材の表示を使用してはならないものとし

ます。 

 

２０．免責条項 

(1) 本件に関する提案書の準備及び提出は、各応募者の自己の負担において行って

いただきます。組織委員会は、本件への応募に関して応募者が負担した費用等

について一切責任を負いません。選定結果を問わず、組織委員会は応募者が組

織委員会に提出した書類について返却いたしません。 

(2) 組織委員会は、本提案依頼書の内容について、いかなる責任をも負いません。 

(3) 事業者の選定は、組織委員会と事業者候補との間において、法的拘束力ある契

約が締結されて最終的になされるものとします。当該契約締結前における組織

委員会と応募者間のいかなるやり取りも組織委員会による事業者の選定を意味

するものではありません。 

(4) 本提案依頼書の内容（委託業務範囲及び事業者が提供する主なサービスの内容

を含みますがこれに限りません）等はあくまでも目安であり、組織委員会はい

つでもその内容を変更し、又は募集自体を中止することができるものとします。

その場合も組織委員会は一切責任を負いません。 

(5) 本提案依頼書は、本件に関するすべての情報を網羅するものではなく、今後、

組織委員会が追加の条件等を提示する場合があることを予めご了承いただきま

す。 

(6) 組織委員会は、本提案依頼書の正確性及び完全性についてなんら保証をするも
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のではありません。       

  

 

２１．担当事務局 

担当：公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会 

   人材戦略局 人事企画部（担当：神野） 

住所：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-1 

         電話  03-5771-2019（代表） 

         メール choutatsu-purocurement@japanrugby2019.or.jp                    
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 別紙 1  

大会概要 

大会名称 ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会 

主催 ワールドラグビー（World Rugby） 

開催時期 2019 年 9 月 20 日～11 月 2 日 

参加チーム 

           

ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、ウェールズ、 

アルゼンチン、イングランド、フランス、アイルランド、スコットランド、 

日本、ジョージア、イタリア、アメリカ、フィジー、トンガ  

残る５枠は地区予選を経て決定 【計 20 チーム】 

試合形式 

 

①予選プール - 5 チーム×4プール（プール内総当たり戦）：40 試合 

②決勝トーナメント -準々決勝、準決勝、3 位決定戦、決勝：８試合   【計 48 試合】 

試合会場 札幌ドーム（41,400） 

釜石鵜住居復興スタジアム(仮称)（16,200）、 

熊谷ラグビー場（30,000） 

東京スタジアム（49,900） 

横浜国際総合競技場（72,300） 

小笠山総合運動公園エコパスタジアム（50,900） 

豊田スタジアム（45,000） 

東大阪市花園ラグビー場（25,000） 

神戸市御崎公園球技場（30,300） 

東平尾公園博多の森球技場（22,600） 

熊本県民総合運動公園陸上競技場（32,000） 

大分スポーツ公園総合競技場（40,000）       （概算収容人数）【12 会場】 

本大会の特徴 ①アジアで初めて開催されるラグビーワールドカップ 

②ラグビー伝統国以外で初めて開催されるラグビーワールドカップ 

③ラグビー(7 人制)がオリンピック種目に採用されてから初めて開催されるラグビーワー

ルドカップ 

公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会 組織概要 

組織沿革：2010 年 11 月 11 日 ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会設立 

     2012 年 5 月 10 日  一般社団法人への登記完了 

     2013 年 4 月 1 日   公益財団法人へ移行 

住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-1 日本青年館・日本スポーツ振興センタービル  
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ラグビーワールドカップ２０１９™関係組織図 

ラグビーワールドカップ（RWC）を主催しているのはワールドラグビーです。 

ワールドラグビーは世界のラグビーを統括する機関で、世界にラグビーを普及・発展させる

ために、様々な施策を行っています。その施策の主な資金となるものが RWC の収益です。

その収益は各ユニオンに分配されたり、いろいろな国際大会を開催したりと、様々な形で活

用されます。 

ワールドラグビーは RWC を運営する専門会社として出資 100％の子会社「ラグビーワー

ルドカップリミテッド（RWCL）」を設立。同社に準備・運営を委託しています。 

日本ラグビーフットボール協会（JRFU）は、2009 年に RWC２０１９の日本開催が決定し

た際に、RWCL と開催協会合意書を結び、開催協会（ホストユニオン）となりました。 

そして JRFU は 2010 年 11 月に開催協会合意書に基づき、大会の準備・運営を専門とする

機関「ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会」を立ち上げました。現在、組織委員会

は公益財団法人として、開催協会合意書に細かく記載されている様々な内容に従い、大会に

向けて RWCL と密接に連携しながら準備を進めています。 

 

 

 

 

 

ワールドラグビー   ラグビーワールドカップリミテッド 

 

 

 

 

RWC２０１９組織委員会 日本ラグビーフットボール協会 

 

 

  

 

ラグビーワールドカップリミテッド 

（RWCL） 
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別紙 2 

 

平成 30 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会 ボランティアプログラムオ

ープニングイベント業務委託提案依頼書に基づき、本提案への参加を申し

込みます。 

 

記 

 

事業者名  

 

所在地 〒 

 

代表者役職名  

 

代表者氏名  

                        ㊞ 

 

【問合せ・連絡先】 

担当者氏名  

 

担当者所属先 〒 

 

電話番号 

（FAX 番号） 

 

メールアドレス  

 

  

提 案 参 加 申 込 書 
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別紙 3  

提案書記載事項 

 

「「ラグビーワールドカップ２０１９ ™日本大会 ボランティアプログラムオープニン

グイベント業務委託」に関する企画提案募集要項」をご確認の上、下記項目を記入した

提案書を 2018 年 3 月 27 日（必着）までに組織委員会にご提出ください。 

 

1. 事業者情報 

1-1  会社名 

1-2  所在地 

1-3  事業概要 

1-4  代表取締役 

1-5  創立年月 

1-6  財務状況 ‐直近の年次報告書を添付してください。 

1-7  資本金 

1-8  従業員数 

1-9  国内営業拠点 

1-10  協力事業者 ‐本事業の実施に当たり協力する事業者がいる場合、その事業者名と事業

実績をご記入ください。 

1-11 平成 28・29・30 年度全省庁統一の競争資格について「役務の提供等」の「A」、

「B」又は「C」の等級を証明する“統一資格審査結果通知書” 

1-12  業務実績資料-大規模国際スポーツイベント等の業務実績に関する資料 

1-13 本提案に関するご連絡先 

   ・所属部署 

   ・氏名 

   ・電子メールアドレス 

   ・電話番号    

 （注）複数の事業者で構成する共同企業体でご提案いただく場合は、代表事業者並び

に構成事業者の役割分担及び相互関係を定めて提示するとともに、構成する各

事業者の情報を記載してください。 
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２. 委託業務に関する企画提案 

下記項目について、ご提案ください。また、審査の公平性確保のため、以下に記載す

る企画提案書には会社名を記載しないこと。 

業務内容 提案いただく内容 

ラグビーワールドカップ２０１９ ™

日本大会 ボランティアプログラム

オープニングイベント業務委託 

・ オープニングセレモニー企画立案 

・ 会場および運営に必要なキャストの手配 

・ オープニングセレモニーの運営 等 

 


