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業 務 委 託 仕 様 書 

１ 業務名 

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会会場設営等業務委託 

 

２ 目的 

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会（以下大会という。）を安全かつ

円滑に運営するとともに、仮設物等の適正配置、参加者の安全な動線の確保などに配慮した

会場設営及び保守管理並びに競技運営業務を行う。また、いちご一会とちぎ国体トライアス

ロン競技会場設営業務に向けた検証及び設計業務の修正反映を行うことを目的とする。 

 

３ 履行場所 

  戸田調整池周辺特設コース（那須塩原市戸田地内）他 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和３年１１月３０日(火）まで 

 

５ 業務内容 

主な業務内容は次のとおりとする。 

(1）大会開催に必要な仮設物等の搬入・設営、保守及び管理業務 

(2）施設の既存常設物の移動及び既存備品の設営・撤去及び配置転換業務 

（3）発注者支給物等の設営・撤去、保守及び管理業務 

(4) ＭＣ、計測等競技運営業務 

(5）大会終了後の仮設物等の撤去及び原状回復業務 

(6）上記業務に必要な関係機関への申請及び調整業務 

(7) 燃料、消耗品等補充業務 

(8）大会検証及びいちご一会とちぎ国体本大会への改善点提案書等作成業務 

(9) その他本業務の実施に必要な業務 

 

６ 大会日程等  

(1） 大会日程（予定）  

令和３年９月１１日（土） 試 泳 １１：００～１２：００（戸田調整池） 

受付等 １３：００（キョクトウ青木フィールド（那須塩 

     原市青木サッカー場）体育館） 

説明会 １５：００（同上）  
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令和３年９月１２日（日） スタート 女子 ９：３０（特設コース） 

男子１１：００（同上） 

                  表彰式 １３：３０（キョクトウ青木フィールド（那須  

                            塩原市青木サッカー場）体育館） 

     ※交通規制 令和３年９月１２日（日）８：３０～１３：００の予定 

 （2）設営機関・撤去等機関 

次のとおり設営、保守管理、撤去期間を定めるが、その詳細については、いちご一会とち 

ぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「甲」という。）と十分協議の上、その指示

に従うこと。  

業務場所 設営期間 保守管理期間 撤去・原状回復期間 

競技会場 
（戸田調整池周辺 

特設コース） 

令和3年8月23日(月) 9時から 

9月9日(木)17時まで 

設営終了後から 

令和3年9月12日(日)大会

終了まで 

競技終了後から 
令和3年9月21日(火)17時
まで 

式典会場 
（キョクトウ青木 

フィールド（那須塩

原市青木サッカー

場）体育館） 

令和3年9月8日(水) 9時から 

9月9日(木）17時まで 

競技終了後から 
9月13日(月) 

臨時駐車場 
令和3年9月9(木)9時から 

17時まで 

競技終了後 
  ～ 
9月13日(月) 

  ※備考 告知看板は７月上旬に設置すること。 

道路上の設営物については、交通規制時間に合わせて設置撤去すること。 

 

７ 適用 

（1）範囲 

本仕様書は基本内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項であっ

ても大会開催及び運営に必要な事項については、甲と協議の上、受託者（以下「乙」という。）

の責任において誠実に履行すること。 

（2）疑義 

本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、甲と協議をすること。 

 

８ 法令等の遵守 

本業務の履行に関係する法令、条例等を遵守すること。なお、法令・条例等に基づき必要な    

許認可や有資格者の配置等については、適切に対応すること。 

 

９ 仮設物等の仕様 

(1) 仮設物等の仕様及び数量は、大きさ、性能及び機能等において、設計図書、特記仕様書に記

載のものと同等以上のものとする。なお，仮設物等に指定がある場合は当該製品とし、やむ

を得ず指定された製品以外のものを使用する場合は、事前に甲と協議を行うこと。なお、日
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本トライアスロン連合（以下「ＪＴＵ」という）公認機材について同等品を使用する場合は、

ＪＴＵの承認を得ること。 

(2) 乙が整備する仮設物等及び乙が設営・撤去のために使用する物品には全て会社名等を明記

し、施設備品と容易に区別出来るようにすること。 

(3) 乙が整備する仮設物等は、錆・傷・汚損等がないものとし、指定された製品を除き統一性を

持たせること。なお、甲から交換の指摘があった仮設物等については、直ちに交換するこ

と。 

(4) 看板・サイン類は設置目的や場所を確認した上で２回程度の校正を行い、設置場所や設置

方法を甲と協議の上、取り付けに必要な材料を乙が用意して設置すること。 

(5) 大会期間中の仮設物等の使用に必要な燃料、消耗品の備え付け及び点検補充等を行うこと。 

(6) 「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」にかかる各種デザイン等の使用にあたっては、いち

ご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が策定した「標章及びマスコット等の使用の手

引」及び「いちご一会とちぎ国体に係る標章及びマスコット等使用取扱規程」を遵守するこ

と。 

 

10 官公庁その他関係機関への手続き 

本業務の実施に際し、関係法令により必要となる許認可申請、届出等について、関係機関と

事前に協議を行い、以降の設営業務がスムーズに実施できる環境を整えること。また、官公庁

その他関係機関に対する必要な届出・申請等の手続きは、あらかじめ発注者へ関係書類等を提

示し、承認を得た後、受注者がその業務を代行すること。なお、関係書類の作成、届出及び申

請に伴う費用は受注者の負担とする。 

 

11 現場管理 

乙は、設営開始から撤去終了時までの期間、仮設物等の設営及び仕様に熟知・熟練し、作業判

断を下せる現場責任者及び作業員を業務場所に常駐させ、円滑かつ安全で効率的に業務を遂行す

ること。 

大会期間中の仮設物等の移動及び転換について、甲等より指示があった場合はその指示に従う

こと。 

 

12 設営・撤去 

(1) 設営については、設計図書等により行い、甲及び施設管理者と十分協議した上で実施にあ

たること。また、必要に応じて詳細設計図を作成すること。 

(2) 仮設物等の設営前には十分な現状確認をすること。既存の状態で設置不可能な場合は、甲

及び施設管理者と協議のうえ設営可能な状態にして業務を行うこと。 

(3) 会場設営にあたり、設計内容に変更が生じる場合は、乙は甲に報告・協議した上で設営を行

うこと。この際、設計変更が必要となる場合は、変更後の図面等を甲に提出すること。図面

等の作成においては Windows形式（ＰＤＦ等）で表示可能なものとし、Microsoft Visioに

より編集可能な形式で作成すること。 

(4) 甲が手配した備品、消耗品及び会場施設の備品等を使用する場合は、それらの運搬、設置、
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撤去、返却等を行うこと。 

(5) 仮設物等の設置については，風雨対策を万全に施し、倒飛壊が生じないよう確実に固定す

ると共に、安全対策を実施すること。また、既設物等に固定する場合は、破損のないよう養

生すること。 

(6) 同じ会場で並行して作業を行う他の委託業者がある場合、事前に相互に工程調整を行い、

それぞれの作業が期限内に円滑に履行できるようにすること。 

(7) 設営及び撤去により発生した廃棄物等の処理は、関係法令に基づき、乙の責任において適

切に行うこと。これに伴う費用は乙の負担とする。 

(8) 大会終了後、仮設物等を撤去し当該会場を原状に回復すること。 

(9) 設営及び撤去業務完了後は速やかに甲に報告し、甲の確認を受けること。 

(10) 乙は当該会場施設管理者から異議又は意見があったときは速やかに甲に報告し、その指示

を受けること。 

(11) 資格を要する業務については、有資格者が行うこと。 

 

13 保守・管理 

(1) 乙は、設営した仮設物等について、円滑に大会運営が行えるよう、適宜巡回して保守管理に

あたること。 

(2) 仮設物等は、常に使用可能な状態に保守・管理し、必要に応じて修理・交換・補充等を速や

かに行うこと。これに伴う費用については、甲の責めに帰すべき理由によるものを除き、乙

の負担で行うこと。 

(3) 乙は、設営後から撤去までの期間中、会場内に責任者を常駐させ、常に甲と連絡がとれる体

制をとり、不測の事態があっても即時対応できるようにすること。また、夜間及び荒天時等

の緊急事態が発生した場合でも即時対応可能な態勢を取るとともに、緊急時には甲等の指

示により直ちに対応すること。 

(4) 保守・管理に従事する者は、甲が貸与するＩＤカードを着用すること。 

(5) 荒天等により、継続して設営が困難であると判断した場合は、甲と協議の上、速やかに撤去

を行い、天候の回復を待って甲の指示により再度設営すること。これに伴う費用について

は、別途協議する。 

 

14 安全管理 

(1) 安全対策 

① 仮設物等については、強風による事故等が発生しないように転倒防止措置を適切かつ確

実に施すとともに、大会期間中においても、適宜巡回して異常の有無の確認にあたるこ

と。万一、異常を発見した場合も速やかに甲に報告するとともに、修理等適切な措置を

とること。 

② 来場者（選手及び監督、大会関係者、一般観客等）の安全を第一とし、業務場所及び

その周辺の混雑等を可能な限り予測し、対策を施すこと。 

③ 大型車両等による資材の搬入や作業を行う場合は、現地をよく確認し、十分に養生を行

うこと。 
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（2）消防防災・警備対策 

① 大会開催及び運営に必要な仮設物等の整備にあたっては、避難経路の確保、消防器具配

置等の消防防災対策及び雑踏事故防止、盗難防止、交通事故防止等の警備対策に十分配

慮すること。 

② 仮設物等には、必要に応じ、消火器等の消防設備を設置すること。 

（3）保護対策 

① 本業務の実施に際し、既設物等に対する養生等保護対策を十分に施し、破壊や汚損を防

ぐこと。 

② 大型車両等による資材の搬入や作業を行う場合は、現場をよく確認し、路面陥没等のな

いよう、十分に養生すること。 

③ 芝生上へ設置する仮設物等は、芝生が枯死することがないように保護対策を行なうこと。

撤去後，枯死等が見られた場合は、速やかに原状回復を行うこと。 

④ 搬入・設営、保守管理及び撤去・処分時に既存施設等に損傷を与えた場合、速やかに甲

に報告し、乙の責任において指定する期限までに現状に復旧すること。 

（4）緊急対策 

仮設物等の倒飛壊や破損など、緊急事態に即時対応可能な体制を作るとともに、緊急時

には甲の指示により直ちに対応すること。 

（5）臨機の措置 

① 乙は、災害、事故の発生が予測される場合など、特に必要と認めるときは、甲の指示を

受け、臨機の措置をとること。 

② 不測の事故が発生した場合等、やむを得ない事情があるときは、乙の判断により臨機の

措置をとるとともに、直ちに甲に報告すること。また、その措置の内容について甲から

指示があった場合は、速やかにその指示に応じること。なお、これに伴う費用について

は、別途協議する。 

 (6）保険 

設賠償責任保険・請負業者賠償責任保険・動産総合保険・労働災害保険等、本業務に必要

な保険に加入すること。 

(7）損害・事故責任 

本業務の履行に際し、乙の瑕疵により既設物・仮設物等への破損・紛失、第三者への事故

等が発生した場合は、すべて乙の責任とし、甲はいかなる責任も負わないものとする。また、

設営された仮設物等の火災、盗難、破損、いたずら等による事故については、甲はいかなる

責任も負わないものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでな

い。 

 

15 大会検証・会場設計の修正提案 

乙は本業務を通して、いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会場設営における課題等の整

理を行い、その改善点等について、甲に報告及び提案を行うこと。併せて、設計図書の修正及び

作成を行うこと。 
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16 その他 

  新型コロナウイルス感染症に係る対応について、以下の事項を実施すること。 

(1) 乙は設営業務開始２週間前から撤去終了までの間、従事者等の健康状態を確認し、甲に報

告すること。 

(2) 発熱等の症状が見られる者については、従事させないこと。その際、業務に支障がある場

合は別の者を補填し対応すること。 

(3) 作業中はマスクや手袋を着用するなど、感染防止対策を講じること。 

 

17 提出書類 

(1）契約後に提出が必要な書類 

① 契約金額内訳明細書                      1部 

  単価については、人件費、交通費、運搬費等の全ての経費を一単価に 

含めること。 

②  業務着手届                          1部 

③  業務工程表                          1部 

④  業務主任者選任通知書                     1部 

⑤  組織図及び緊急連絡網系統図                  1部 

⑥  加入保険の写し                        1部 

⑦  その他甲が指示するもの                   必要数 

(2）業務完了後に提出が必要な書類 

① 業務完了届                          1部 

② 現場写真（設営前・設営後・撤去後）              1部 

③ 会場設営に係る課題点報告及び修正設計図書等          1部 

④ ②③についての電子データ                   1部 

⑤  その他甲が指示するもの                   必要数 

 

18 契約に関する条件等 

(1) 再委託等 

乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、本 

業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、事前に書面にて報告し、甲の承諾

を得ること。なお、業者の選定に当たっては那須塩原市内の業者を優先的に採用すること。 

(2) 業務の履行に関する措置 

本業務内容及び業務にあたっての留意事項に反し、再三の指摘にも関わらず改善しない 

場合は、契約書の定めに基づき、本業務の委託を破棄できるものとする。 

(3) 秘密の保持 

本業務の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏えいしてはならない。なお、この契約に  

定める義務の履行に伴う個人情報の取扱いについては、「那須塩原市個人情報保護条例」に

準ずるものとする。 

 



仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仮設物等の仕様詳細は以下のとおりとする。

【共通項目】

・JTU公認機材について同等品を使用する場合は、ＪＴＵの承認を得ること。

・配線等を行う場合は、動線に留意し、躓き防止策（養生等）を講じること。

・養生等に必要な物品は乙が用意すること。

【個別事項】

NO 名称 規格・仕様 特記事項

パイプテント 各サイズ ・カビ、汚れ、錆等のない綺麗なものを用意すること。

天幕：ターポリン（防炎加工） ・十分な安全対策及び養生を行うこと。

ウエイト付き ・飛散、倒壊防止措置を講ずること。

・支柱毎にウエイトを設置すること（50㎏以上白カバー付）砂袋、杭打ちの代替は不

可とする。
・複数のテントを連結する場合は雨どい等を設けるなど、排水処理を十分に考慮する

こと。

雨樋 ・カビ、汚れ、錆等のない綺麗なものを用意すること。

・勾配及び排水先を考慮し、取付を行うこと。

横幕 各サイズ ・カビ、汚れ、錆等のない綺麗なものを用意すること。

ターポリン（防炎加工） ・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なこと。

ロードマット ｔ＝45程度 ・綺麗な物を用意すること。

樹脂製 ・パレット不可。

長机 折りたたみ式 ・へこみ・傷・ゆがみ・汚れ等のないものを用意すること。

W1800×D450×H700 ・天板はコンパネ不可。

・既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去を行うこと。

パイプ椅子 折りたたみ式 ・綺麗な物を用意すること。

W450×D450×H740×SH450 ・アルミ製若しくはスチール製とし、プラスチック製は不可とする。

・既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去を行うこと。

整理棚 W900×D450×H1800 ・綺麗な物を用意すること。

・天地５段・スチール製とすること。

ホワイトボード 両面白板キャスター付 ・綺麗な物を用意すること。板面に傷がないこと。

板面：W1800×H900 ・受け皿付きのものとすること。

・仮設物等の仕様・規格については、下記記載のものと同等品以上とすること。

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技リハーサル大会会場設営等業務委託

仮設物等　特記仕様書

・雨風対策には万全を期すこと。

・設置撤去に関しては、十分な養生を行い、既存施設等の破損・汚損がないよう注意すること。破損等があった場合は、原状復旧すること。

・サビ、汚れがあるものは使用せず、清潔かつ綺麗なものを用意すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

・イレイザー1個、マーカー黒、赤、青、各2本を備えること。

・強風により転倒する恐れがある場所への設置については、転倒防止措置を施すこと。

どぶづけ 150ℓ程度 ・消毒済みで清潔なものを用意すること。

スタンド付き ・水漏れのないこと。

ノートパソコン ①OS：Windows10以上 ・ライセンス取得済みであること。

②CPU:Core i3以上 ・インターネットに接続し、Webの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。

③HDD:100G以上 ・必要な機材の調達は乙の負担で行うこと。

④画面サイズ：15インチ以上 ・設置後、LAN接続・プリンター等の動作確認を行うこと。

⑤付属品：マウス、マウスパット、テンキー ・競技期間中は、OA機器の保守及びメンテナンス等に対応できる体制を整えておくこと。

⑥ソフト：Microsoft Office Professional ・大会終了後、データは全て抹消すること。

ウイルス対策ソフトインストール

⑦記憶装置：CD-RW・DVD-ROM

⑧その他　USBポート3箇所以上

デジタル複合機（カラー） ①最大原稿サイズ：A3 ・指定したパソコンと接続し印刷可能な状態にしておくこと。

②複写サイズ：A3～B5 ・接続機材、ケーブルも用意すること。

③給紙方式：500枚×4段 ・カウント料（カラー1,000枚、モノクロ2,000枚）を含む。これを超えた場合は別途協議。

④消耗品：トナー予備を用意する事 ・不具合が生じた場合はすみやかに復旧、または代替品を準備すること。

⑤付属品：原稿カバー、自動給紙装置、 ・トナーカートリッジは各色新品を準備すること。（予備トナーも含む）

　排紙台、その他印刷に必要なもの ・使用マニュアルを用意すること。

⑥処理能力：30枚／分以上　

　コピー・FAX・プリンター・スキャナー

インクジェットプリンター A3　カラー ・接続機材、ケーブルも用意すること。

対応用紙　普通紙・厚紙・再生紙

　　　　　A3～B5・ハガキ
・インクカートリッジは各色新品を準備すること。（予備インクを含む）

・指定したパソコンと接続し印刷可能な状態にしておくこと。

・賞状の印刷可能なものを用意すること

無線機 ①dokomo,au回線対応 ・予備バッテリーを用意しておくこと。

②付属品：大容量リチウム電池、急速充電器 ・フル充電済みの状態で納品すること。

イヤホンマイク付き ・1台毎に番号を添付し納品すること。

スタンド灰皿 ・清潔な物を用意すること。

カタログスタンド 10段 ・綺麗な物を用意すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

ドラムコード 30ｍ　10A ・清潔な物を用意すること。

・屋外で使用するため、漏電電が起きないよう対策を講じること。漏電遮断器付のものとする。

・断線がないよう確認し、養生すること。

LAN設定 アクセスポイント ・PC、プリンター、複合機などの接続は指示を仰いで行うこと

LANケーブル
・LANケーブルは、カテゴリー5e100BASE-TX以上を使用のこと。また、必要に応じ

養生すること。

HUB ・競技開始日前々日までにインターネットに接続し、Web閲覧、メール送受信

　を可能な状態に設定し、動作を確認すること。

・競技団体持ち込みの機器を接続できる状態にすること。

臨時NET回線 光回線 ・光回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは

　甲が代行し、これに要する費用は乙の負担とする。また、使用料金

　も乙が支払うものとする。

・機器の搬入・設置後、動作状況を確認すること。

・FAXについては諸室指示書にある複合機まで配線し、使用可能な状態とすること。

・FAX番号は1ヶ月までに取得すること。取得次第実行委員会に報告すること。

・屋内外の配線については必要に応じ養生すること。

仮設トイレ 簡易水洗式 ・清潔な物を用意すること。

男女兼用タイプドアロック付 ・倒飛懐が生じないように充分な補強を行うこと。

足踏ペダルポンプ式 ・消耗品等の補充、交換は随時乙が行うこと。

・つまり等の故障については、乙にて対応すること。

・設置後、甲が指定する期日以外は使用させないよう対策を講じること。

・期間中は適宜巡回し、常に清潔を保つよう清掃すること。

・汲み取りは乙が行うこと。

手洗い器 タンク式 ・綺麗な物を用意すること。

・倒飛懐が生じないように充分な補強を行うこと。

・期間中は適宜巡回し、水の補充を行うこと。

・給水タンク及び排水タンクを備付ていること。

目隠し Ｗ900×Ｈ1800 ・綺麗な物を用意すること。

・自立式とし倒飛懐が生じないように充分な補強を行うこと。

消火器 ABC粉末10型　スタンド式 ・清潔な物を用意すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

交通誘導棒 Φ60×450 ・清潔な物を用意すること。

・予備電池を用意しておくこと。

担架 Ｗ610×Ｈ2100 ・消毒済みで清潔な物を用意すること。

診療用洗面台 D350×W355×H780 ・消毒済みで清潔な物を用意すること。

スタンド付 ・ステンレス製とすること

布パーテーション W1800×H1530 ・綺麗な物を用意すること。

簡易ベッド W2070×D1000 ・消毒済みで清潔な物を用意すること。

寝具セット 敷布団・毛布・掛布団・ ・消毒済みで清潔な物を用意すること。

枕・各種シーツ

AED ハートスタートFRｘ　同等品可 ・動作確認を行っているものを用意すること。

冷風機 100V　単相 ・動作確認を行うこと。

フロアシート 0.3ｍｍ ・綺麗なものを用意すること。

・テープ等で固定し、躓き防止措置を講ずること。

演台 W900×D450×H950 ・綺麗な物を用意すること。

司会台 W630×D475×H1070 ・綺麗な物を用意すること。

白布 ・綺麗な物を用意すること。

・前面・側面を囲い、足元が隠れるようにすること。

表彰用黒盆 A3 ・綺麗な物を用意すること。

胸章 赤、白 ・綺麗な物を用意すること。

表彰台 1～3位　　W600×D600　 ・綺麗な物を用意すること。

1位　H615　2位　H450　3位　H310



NO 名称 規格・仕様 特記事項

発電機 3KVA ・開催期間中の燃料も含むこと

45KVA ・燃料は随時補給を行うこと。

低騒音型 ・安全、火災予防対策を講じること。

コンセント工事 ・発電機からテントまでの電気配線工事を行うこと。

計測業務 ・自動計測システム ・スイム/バイク/ラン/周回計測の他、リタイア者の速やかな照合等ができる自動計測システムを設置すること。

・写真判定システム ・フィニッシュの正確な着順判定のため、写真判定システムを設置すること。

・計測に必要な備品（アンクルバンド等）を全て含むこと。

・計測に必要な機材を全て含むこと。

・ＪＴＵと連携し計測業務及び判定業務を行うこと。

フィニッシュアーチ W7000×H4000 ・金属製とすること。

スポーツタイマー W1230×D150×H330 ・1/100秒まで計測可能とすること。

・電池式とすること。

フィニッシュテープ W5000×H200 ・新品を用意すること。

フィニッシュタオル W400×L1000 ・新品を用意すること。

・綿100％とすること。

カラーコーン D370×W370×H690 ・綺麗な物を用意すること。

ウェイト付
・会場及び競技コースの指定位置に設置すること。なお、競技コース内の設置・撤去

は交通規制に合わせて行うこと。

コーンバー φ4ｍｍ×L2000 ・綺麗な物を用意すること。

・会場及び競技コースの指定位置に設置すること。なお、競技コース内の設置・撤去

は交通規制に合わせて行うこと。

イレクターフェンス W1800×H1100 ・綺麗な物を用意すること。

連結ベルト付き ・転倒防止措置を講じること。

バイクラック 4台掛け　男女入替用 ・綺麗な物を用意すること。

W500×H950 ・バリケードタイプとすること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

垂直フェンス W2000×D400×H900 ・綺麗な物を用意すること。

スチールフェンス ・コース上のカーブ等注意喚起箇所には青色のカバーを取り付けること。

・会場及び競技コースの指定位置に設置すること。なお、競技コース内の設置・撤去

は交通規制に合わせて行うこと。

バイクラック W500×Ｄ500×Ｈ1220　重量約30ｋｇ ・ＪＴＵ公認機材

バイクラックブルー、独立型 ・綺麗な物を用意すること。

バイクラックナンバーカード 磁石式、ラック両面に張り付け ・レースナンバー、所属・選手名を記載すること。

トランジションボックス 40Lタイプ　ブルー ・綺麗な物を用意すること。

W530×D366×H272（外寸） ・レースナンバーを表示すること。

人工芝 約1.1ｋｇ/㎡　色ブルー ・ＪＴＵ公認機材

・綺麗な物を用意すること。

乗車・降車ラインマット 緑　マウントライン ・綺麗な物を用意すること。

赤　ディスマウントライン ・印字していること

Ｗ1200×Ｄ7500

ホイール置き 10個タイプ ・綺麗な物を用意すること。

ポンツーン W2958×Ｄ1972×Ｈ378、重量175㎏ ・ＪＴＵ公認機材

W2958×Ｄ986×Ｈ378、重量86.2

㎏

・審判は護岸からスタート台に移動することになる。このため、スムーズかつ安全に

通行できる構造とすること。

周回スロープ：Ｗ5440×Ｄ5000
・護岸（堤体）、池底へのくい打ちは一切認められないため、係留にはコンクリート

アンカー等を用いること。

・池底及び護岸のり面を傷つけることなく設置するよう注意を払うこと。

・ブルーカーペット（人工芝）を敷き詰めること。なお、カーペットは綺麗なものを

使用すること。

・手すりの設置など必要な安全対策を施すこと。

ブイ Ｗ1800×Ｄ1800×Ｈ2500 ・ＪＴＵ公認機材

ターポリン、白色 ・綺麗な物を用意すること。

・設置に当たっては、ＧＰＳ等により計測し指定距離を確保すること。

スタートグリッド 一枠Ｗ750×Ｄ500 ・綺麗な物を用意すること。

1～65までの番号付き

人工芝　1.1ｋｇ/㎡　

色ブルー



NO 名称 規格・仕様 特記事項

音響設備 ・競技会場内のアナウンスに関して、隅々まで明瞭に聞こえる音響設備を設置すること。

・競技運営、開閉会式、表彰式等に備え、マイク・アンプ・ミキサー等の周辺機器

　を設置の上、オペレーターを配置すること。

・説明会、式典、競技中はトラブルに対応できるよう熟練スタッフが常駐すること。

・契約後速やかに発注者と協議し、機材の配置を含めた放送設備の設置計画書を提出

すること。

映像設備 ・競技説明、開閉会式、表彰式等に備え、プロジェクター・スクリーン等の機器を配置の上、

　オペレーターを配置すること。

・説明会、式典中のトラブルに対応できるよう熟練スタッフを配置すること。

・契約後速やかに発注者と協議し、機材の配置を含めた映像設備の設置計画書を提出すること。

MC業務 ・トライアスロン競技のMC経験のある者を配置すること。

・進行に当たっては経験豊富な人物を責任者に配置し、進行管理に努めること。

・進行にあたってはJTUと連携を取ること。

フェンス撤去・復旧・侵入防止対策 別紙資料参照 ・撤去設置は別紙図面を参照すること。

（トランジションエリア） 鍵付き
・撤去後、復旧までの期間においては、夜間等も含め侵入防止のため鍵付きのゲート

を設置すること。なお、ゲートの開閉・施錠は乙の責任において行うこと。

フェンス撤去・門扉設置 別紙資料参照 ・撤去設置は同日施工となるよう計画すること。

（発電所付近） 鍵付き ・既存の忍び返しは撤去しないこと。

仮設階段 別紙資料参照 ・既存フェンスを跨いで設置すること。

（フィニッシュエリア） 鍵付き

・フィニッシュ側からの侵入防止（夜間も含め）対策を施し、施錠できる構造とする

こと。なお、設置から撤去までの期間における開閉、施錠は乙の責任において行うこ

と。

転落防止喚起テープ 杭+コーションテープ
・仮設階段からトランジションエリアまでの調整池動線部分にコーションテープを用

い転落防止の注意喚起を行うこと。

・コーションテープは甲が支給する。

各種看板 別紙資料参照 ・競技終了後撤去すること。

・サイン計画図及び設置場所並びに予定図に示す内容や設置位置等は参考である。現

地確認の上、適宜、内容等を修正し設置すること。

トランジションエリア舗装工事
Ａｓ舗装（再生密粒度アスコン

13）Ｔ＝4ｃｍ

・本工事は選手が円滑にトランジションを行えるよう整備するもので、次の点に留意

すること。
路盤工（再生クラッシャーラン

40）Ｔ＝10ｃｍ
・既存舗装面を基準に段差や水溜りが出来ないよう仕上げること。

・トランジション幅は既存舗装を含め6ｍ以上の幅員を確保するよう計画すること。

・路盤工：不陸整正の後、ＲＣ40をローラー等にて締固め、所定の厚さに仕上げるこ

と。
・舗装工：アスファルト乳剤（ＰＫ3）散布後、再生密粒Ａｓをローラー等により締

固め、所定の厚さに仕上げること。

・残土処分：乙の裁量において10ｋｍ以内に処分地を確保し適正に処理すること。


