
業 務 委 託 標 準 仕 様 書 

１ 業務の名称 

いちご一会とちぎ国体サッカー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サッカー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維持管理等を行う。また、いちご一会とちぎ国

体会場等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 履行期間 

令和３年７月１３日（火）から令和３年12月15日(水)まで(156日間) 

４ 競技日程等 

（1）競技日程  令和３年 10 月９日（土）から 10 月 10 日（日）まで 

（公式練習：令和３年 10 月７日（木）、10 月８日（金） 

９時から 17 時まで）  

（2）競技会場  栃木県那須塩原市青木 101 番地 

キョクトウ青木フィールド(那須塩原市青木サッカー場)

グラウンドＢ 

（3）設営期間・撤去等期間

区分 期間 

設営期間 
令和３年 10 月４日（月）９時から 

10 月７日（木）17 時まで 

保守・管理期間 設営終了後から令和３年 10 月 10 日（日）大会終了まで 

撤去期間 大会終了後から令和３年 10 月 13 日（水）17 時まで 

５ 業務内容 

（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）大会終了後の仮設物等の撤去及び原状回復業務 

（5）上記業務に必要な関係機関への申請及び調整業務 

（6）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作成業務 

（7）その他本業務の実施に必要な業務 

 

６ 仮設物等の仕様 

(1) 仮設物等の仕様及び数量は、大きさ及び性能・機能等において、「特記仕様

書」記載のものと同等品以上のものとする。なお、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、事前に発注者

と協議を行うこと。 

(2) 受注者が用意する仮設物等は、すべて会社名等を明記し、施設備品及び発注

者備品等と簡単に区別できるようにすること。 

(3) 受注者が用意する仮設物等は、錆・傷・汚損等のないものとし、指定された

製品を除き統一性を持たせること。なお、発注者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)「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」、「標章及びマスコット等使用取扱規程」等を遵

守すること。 

(5) 大会期間中の仮設物等の使用に必要な消耗品の備え付け、及び点検補充の確

保を図ること。 

 

７ 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。 



８ 現場管理 

受注者は、設営着手から撤去終了までの期間、本業務に熟知・熟練し、作業判

断を下せる現場責任者及び作業員等を会場に常駐させ、円滑かつ安全で効率的に

業務を遂行すること。 

 

９ 設営・撤去 

(1) 設営については、設計図書（仕様書、特記仕様書、設計書、図面及び諸室指

示書）により行い、発注者及び当該会場施設管理者と十分協議したうえで実施

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) 設営について発注者と協議したうえで図面等の設計変更が必要となった場合

は、新たに変更後の図面等の提出を行うこと。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。 

(3) 発注者が手配した備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、撤去、返却等を行うこと。 

(4) 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

に針金、ウエイト若しくは杭木等堅牢な固定方法により設置するとともに、安

全対策を確実に実施すること。また、既存の状態で設置不可能な場合は、発注

者と協議の上、破損のないよう養生を施すこと。 

(5) 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、事前に工程調査を

十分に行い、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。 

(6) 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。 

(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、受注者

の責任において適切に行うこと。なお、これに伴う費用については、受注者の

負担とする。 

(8) 設営及び撤去業務完了後、速やかに発注者に報告し、発注者の確認を受ける

こと。 

(9) 受注者は、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

発注者に報告し、その指示を受けること。 

(10) 資格を要する業務については、有資格者が行うこと。 

 



10 保守・管理 

(1) 仮設物等は、常に使用可能な状態に保守・管理し、必要に応じて移設、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、発注者の

責めに帰するべき理由によるものを除き、受注者の負担で行うこと。 

(2) 荒天により、継続して設営が困難であると判断した場合は、発注者と協議の

うえ、速やかに撤去を行い、天候の回復を待って発注者の指示により再度設営

をすること。なお、これに伴う費用については、別途協議する。 

(3) 保守・管理に従事する者は、発注者が貸与するＩＤカードを着用すること。 

 

11 安全管理 

受注者は、安全管理に関し、次に掲げる事項について万全を期すること。 

(1) 履行場所の管理 

労働者の安全及び衛生管理、整理整頓、公害防止並びに周辺への配慮を行う

こと。 

(2) 交通法規の遵守 

ア 構内に駐車出来ないときは、受注者の責任において適切な駐車場を確保

すること。 

イ 運搬車両の最大積載量を厳守し、通行車両・通行人対策等を講じること。 

(3) 保護対策 

ア 本業務の実施に際し、既存施設等に対する保護対策を十分に施し、破壊

や汚損を防ぐこと。 

イ 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、

路面陥没等のないように、十分に養生をすること。 

(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保守・管理体制を

作るとともに、緊急時には発注者の指示により直ちに対応すること。 

(5) 臨機の措置 

受注者は、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、発注者の指示を受け、臨機の措置をとること。不測の事故が発生した場合

等、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の責任において、受注者の判

断により臨機の措置をとるとともに、直ちに発注者に報告すること。また、そ



の措置の内容について発注者から指示があった場合は、直ちにその指示に応じ

ること。なお、これに伴う費用については、別途協議する。 

(6) 損害・事故責任 

本業務の履行に際し、受注者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、すべて受注者の責任とし、発注者は

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、発注者の責めに帰すべき理由の

場合のほか、発注者は責任を負わないものとする。 

(7) 保険 

労働災害保険、賠償責任保険、動産総合保険等、業務上必要となる保険に加

入すること。 

 

12 大会検証・会場設計書修正業務 

(1) 受注者はリハーサル大会会場設営・撤去業務を通して、いちご一会とち

ぎ国体競技会場設営における課題点等の整理を行うこと。また整理した課

題点等の解決案を検討し、発注者に報告及び提案を行うこと。 

(2) 受注者は発注者と協議の上、いちご一会とちぎ国体各競技会場の会場設

計図面、諸室配置図、仮設物仕様書の修正及び作成を行うこと。 

 

13 法令、条例等の遵守 

受注者は、本業務の履行に関係する法令、条例等を遵守すること。 

 

14 提出書類 

受注者は、次の書類等を発注者に提出しなければならない。各書類等の提出期

限については、別途発注者が指定する日とする。 

(1) 契約締結後 

ア 契約金額内訳明細書 

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。 



イ 業務着手届 

ウ 業務主任技術者選任通知書 

エ 業務工程表 

オ 業務履行体系図（組織図）及び緊急電話連絡体制図 

カ 労働災害保険、賠償責任保険、動産総合保険等の写し 

キ その他発注者が指示するもの 

（2）業務終了後 

ア 業務完了通知書 

イ 現場撮影写真電子データ（設営前・設営後・撤去後）  

ウ 本業務の検証及び本大会への提案報告書 

エ その他発注者が指示するもの 

  

15 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) 設営業務開始２週間前から撤去終了まで、従事者等の健康状態を確認し、

発注者に報告すること。 

(2）発熱又は風邪等の症状が見られる者については、従事させないこと。ま

た、その際に業務に支障が出る場合は、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。 

 

16 適用 

(1) 範囲 

本仕様書は、本業務の基本的事項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も業務遂行上必要な事項は、発注者と協議のうえ、受注

者の責任において、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、発注者と協議すること。 

 

17 契約に関する条件等 

 (1) 再委託等の制限 

受注者は、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、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、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 (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) 機密の保持 

受注者は、本業務（業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合を

含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用

し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の

漏洩、滅失、棄損の防止、その他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。契約終了後も同様とする。 

 



・ 仮設物等の仕様及び数量については、別紙「内訳明細書」及び「会場配置計画図」に記載の通りとする。

・ 主な仮設物等の仕様詳細は以下のとおりする。

・ 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のものとすること。

・ きれいなもの、清潔なもの、汚れや傷等がないものを用意すること。

・ 仮設物等は、施設備品等に紛れることがないように簡単に識別できるようにすること。

・ 本業務の実施に際して、既存施設や常設物等に損傷を与えないように、必要に応じて養生を講じること。

・ 配線等を設置する際は、動線に考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。

・ 養生等に必要な物品は受注者が用意すること。

・ トラブルが生じた場合、発注者と協議し、直ちに対応すること。

・ 施設備品を使用する場合は設置・撤去も行うこと。

・

No 名称 仕様・規格 特記事項

1 テント
各種
天幕　ターポリン幕（防炎加工）
ウエイト付き

カビや汚れのないもの
飛散・倒壊防止措置を講ずること
天幕の色は指示書のとおりとすること
各脚にウエイトを設置すること（50kg以上）砂袋の物は不可
完了検査時に条件に満たない場合、補修・交換等を行うこと

2 横幕・雨樋
各種
ターポリン幕（防炎加工）

カビや汚れのないもの
横幕・雨樋の色や枚数は指示書のとおりとすること
連棟する場合、雨樋等を使用し雨水がスムーズに流下し、排水処理等も考慮
すること
完了検査時に条件に満たない場合、補修・交換等を行うこと
自力で巻き上げ出来る状態にしておくこと

3 仮設スタンド
必要に応じ、建築基準・消防法等関係法令に基づく手続きを行うこと
寸法・収容人数等は指示書の通りとすること
完了検査時に条件に満たない場合、補修・交換等を行なうこと

4 仮設トイレ

簡易水洗
洋式
和式
小
汲取り作業含む

水洗時には洗浄剤が同時に流れ込むものとし、洗浄剤及び水の補給を行うこ
と
風などによる転倒、破壊を防止するため、堅牢な方法により固定，補強を施
すこと
設置期間中は適宜巡回(１日1 回以上)し、常に清潔に保つよう清掃すること
異常がみられた場合は速やかに改善するための対応をとること
トイレットペーパー、消臭剤(液)、トイレブラシ、トイレ用洗剤等の設置、
補充及び交換を随時行うこと
必要に応じ、適切な目隠しを設置すること
その他詳細については、別途協議すること

5 手洗い器
タンク式
容量150リットル程度

飛散防止措置を講ずること
きれいなものを準備すること
電源等が必要な場合は、併せて接続工事等を行うこと
設置期間中は適宜巡回し、水の補充を行うとともに水質管理に留意すること
また、異常がみられた場合は速やかに改善するための対応をとること

6 目隠しフェンス W1800×H1800

風などによる転倒、破壊を防止するため、堅牢な方法により固定，補強を施
すこと
転倒防止措置等に係る作業や費用は受託者が負担すること
きれいなものを準備すること

7 床養生 ターポリンシート

きれいなもの
テープ等で固定し躓き防止措置を講ずること
（固定方法等は施設管理者に確認すること）

仮設物等　特記仕様書

【共通項目】

競技期間中はOA機器のメンテナンスに対応できるような体制を構築するとともに、不具合等が発生した場合はすみやかに
代替品を手配すること。
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No 名称 仕様・規格 特記事項

8 長机
W1800×D450×H700
天板：白
折り畳みが可能なこと

傷やへこみがないこと
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

9
パイプ椅子

スチール製若しくはアルミ製
傷やへこみがないこと
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

10 ホワイトボード
W1800×H900
キャスター付き両面ホワイト

マーカー（赤・黒・青 各2本）イレイサー付き
板面に傷が無いこと
受け皿付きのもの
屋外等で使用する場合は転倒防止措置を施すこと
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

11 計数機 0～9999まで
きれいなもの

12 カラーコーン
W355×D355×H720
ウエイト付

13 コーンバー
2.0m

14 クーラーボックス 36リットル程度 消毒済みで、清潔なもの

15 クーラーボックス 64リットル程度 消毒済みで、清潔なもの

16 ドブヅケ
内容量150リットル程度
スタンド付き

消毒済みで、清潔なもの

17 誘導灯 使用可能な状態にしておくこと

18 レターケース　A4 A4　5段

19 イレクターフェンス
W1800×H450×H1100
連結ベルト付き

屋内での使用も想定されるため、きれいなもの
転倒防止措置を施すこと
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No 名称 仕様・規格 特記事項

20 コードリール
30m　コンセント数3口以上
15A,125V

屋内での使用も想定されるため、きれいなもの
屋外で使用する場合、漏電がおきないような対策を講じるとともに、漏電遮
断器付きのものとすること
断線がないように確認し、養生を施すこと
防塵仕様のものとすること

21 延長コード 5m／3口以上
屋内での使用も想定されるため、きれいなもの
屋外で使用する場合、漏電がおきないような対策を講じること
断線のないように確認すること

22 時計 電波式

23 プラスチックベンチ W1750×D270×SH460
傷やへこみがないこと
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

24 ミーティングテーブル
W1200×D450×H700
W1200×D600×H700
天板：白

傷やへこみがないこと
レンタル品は色・規格は全て統一のものとすること
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

25 車椅子 W605×D980×H875程度 消毒済みで清潔なもの

26 OAチェア
W560×D590　肘無し
キャスター付き

傷やへこみがないこと
既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと

27 デジタル複合機

印刷方式　カラー
最大サイズ A3
複写サイズ A3～B5
機能 コピー,FAX,プリンター,ADF

トナーは新品を準備すること（予備トナーも含む）
指定したパソコンと接続すること
必要なケーブル類は受託者にて準備すること
単価にカウント料（カラー1,000枚,モノクロ2,000枚)を含むこと。
これを超えた場合は、別途発注者と協議をするものとする
自動給紙装置付きのものとすること

28 ノートパソコン

ディスプレイ 15インチ以上
OS Win10 CPU 2GHZ以上
ハードディスク　100GB以上
記憶装置 CD-RW/DVD-ROM
コネクタポート　USB2.0×3
付属品　マウス、テンキー

ライセンス認証済みであること
Office、ウイルスソフトは指定のものを導入すること
インターネットに接続し、Webの閲覧,メール送受信を可能な状態にするこ
と。
大会終了後は、データは全て削除すること
設置後、LAN接続・プリンタ等の動作確認を行なうこと

29 モバイルルーター
通信方式　4G
wifi IEEE802,11a/b/g/n

各接続場所で通信可能な状態にすること
SSID,パスワードをわかるようにしておくこと
インターネットに接続し、Webの接続,メール送受信等を可能な状態にするこ
と。
回線敷設、加入申請、プロバイダー等の費用は受注者が支払うものとする

30 電話・インターネット回線 光回線

各接続場所で通信可能な状態にすること（機材を含む）
電話番号,各種契約状況をわかるようにすること
インターネットに接続し、Webの接続,メール送受信等を可能な状態にするこ
と。
回線敷設、加入申請、プロバイダー等の費用は受注者が支払うものとする
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No 名称 仕様・規格 特記事項

31 LAN構築
アクセスポイント
LANケーブル
HUB

別途指定したLAN環境を構築すること
構築した環境から外部から侵入できないようにすること
その他、必要な機材は受注者にて準備すること

32 マジックパネル
W900×H2100
W450×H2100

傷やへこみがないこと
転倒防止措置を講ずること

33 ラック
スチール製若しくはプラスチック製
天地5段
W900×D450×H1800

傷やへこみがないこと
設置や移動の際、床が傷つかないように養生等を行うこと

34 デジタル無線機

送受信30ch デジタル5W
ベルトクリップ
充電器
イヤホンマイク
予備バッテリー

通信可能な状態にすること
各無線機に連番号シール等を張り付けること
不具合が生じた場合、速やかに復旧または代替品を準備し対応すること

35 手押し台車 積載荷重300㎏対応 傷やへこみ、がたつきがないこと

36 インタビューステージ W1800×D900×Ｈ100
きれいなもの

37 簡易ワイヤレスアンプ マイク付き

きれいなもの
マイクの仕様、本数は指示書の通りとすること
使用可能な状態にすること
（乾電池は新品とする。）

38 発電機

低騒音型
3kVA
10/13kVA
20/25kVA
37/45kVA
50/60kVA

開催期間中の燃料も含むこと
安全・火災予防対策を講ずること

39 音響設備
指示書の通りとし、既存施設を利用する場合、施設管理者に確認の上、調整
等を行うこと。不足機材等は受注者にて準備すること

40 電気工事

作業内容は指示書の通りとし、既存施設から流用する場合、施設管理者に確
認の上、工事等を行ない、漏電遮断器等必要な機材は受注者にて準備するこ
と
作業は有資格者が行うこと
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