
○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】

・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。

・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。

・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。

・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受注者が用意すること。

・雨風対策には万全を期すこと。

・設営後の検査において下記条件を満たさない場合は、補修・交換等を行うこと。

【個別事項】

NO 名称 規格・仕様 特記事項

パイプテント 各指定サイズ
天幕：ターポリン（防炎加工）

横幕 各サイズ
ターポリン（防炎加工）

雨樋

整理棚 W900×D600×H1800

ホワイトボード 両面白板キャスター付
板面：W1800×H900

ノートパソコン ①OS：Windows10以上
②CPU:Core i5以上
③HDD:128G以上
④画面サイズ：15インチ以上
⑤付属品：マウス、マウスパット、テンキー

⑥ソフト：Microsoft Office Professional

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
②複写サイズ：A3～B5
③給紙方式：500枚×4段
④消耗品：トナー予備を用意する事
⑤付属品：原稿カバー、自動給紙装置、

　排紙台、その他印刷に必要なもの

⑥処理能力：30枚／分以上　
　コピー・FAX・プリンター・スキャナー付き

レーザープリンタ A3対応　モノクロ
対応用紙　普通紙・厚紙・再生

・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。

・綺麗な物を用意すること。板面に傷がないこと。
・受け皿付きのものとすること。
・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。

・接続機材、ケーブルも用意すること。
・トナーカートリッジは各色新品を準備すること。（予備を含む）
・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。

・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。
・接続機材、ケーブルも用意すること。
・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。
・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。
・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）
・使用マニュアルを用意すること。

・ライセンス取得済みであること。
・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。
・必要な機材の調達は受注者の負担で行うこと。
・設置後、LAN接続・プリンター等の動作確認を行うこと。
・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。
・大会終了後、データは全て抹消すること。
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・カビ、汚れ、錆等のない綺麗なものを用意すること。
・十分な安全対策及び養生を行うこと。
・支柱毎にウエイト等を設置し、飛散・倒壊防止措置を講ずること。
・杭打ちが不可の場所があるため、固定方法については発注者と協議するこ
と。
・倒飛壊防止対策、安全対策及び養生等に係る設置・撤去費用はすべて受注
者負担において行うこと。
・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。

・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。

・カビ、汚れ等のない綺麗なものを用意すること。
・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なこと。
・強風を想定し、飛散防止対策を行うこと。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

インクジェットプリンタ A3　カラー
対応用紙　普通紙・厚紙・再生

ネットワーク設定 アクセスポイント
LANケーブル
HUB

デジタル無線機 5W30ch
タイピン型マイク、イヤホン付き
ベルトクリップ付、急速充電器

レターケース ・A4/5段

仮設トイレ ・簡易水洗式 ・清潔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。
・消耗品等の補充、交換は随時受注者が行うこと。
・つまり等の故障については、受注者にて対応すること。
・設置後、発注者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
・期間中は適宜巡回し、常に清潔を保つよう清掃すること。

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。

目隠しフェンス ・Ｗ1800×Ｈ1800程度 ・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。
・外部からトイレが見えないように設置すること。

各種看板 ・別紙資料参照 ・競技終了後撤去すること。
・各種サインは統一性を持たせたデザインとすること。
・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。
・倒飛壊等が生じないよう安全対策を施し設置すること。
・設置に必要な資材は受注者の負担とする。
・発注者及び施設管理者等から移動、撤去等の指示があった場合は速やかに
対応すること。
・応援メッセージボードについては市が提供する台紙（メッセージ）を所定
の位置に張り付け、透明シート等で防水加工を施すこと。

デコラテーブル ・各指定サイズ ・錆・汚れのないものを使用すること。
・天板：木目の会議机 ・天板はコンパネ仕様は不可とする。
・脚部折りたたみ式

パイプ椅子 ・折りたたみ式 ・錆・汚れのないものを使用すること。
・アルミまたはスチール製

事務机 ・W1200×D700 ・錆・汚れのないものを使用すること。

ベンチ ・W1800×D450 ・錆・汚れのないものを使用すること。
・背なし

臨時電話 ・電話回線は，受注者にて手配とする。

ファクシミリ ・業務用 ・電話回線は，受注者にて手配とする。
・デスクトップタイプ
・A3・B4・A4・B5対応
・電送時間　2秒程度
・オートダイヤル機能付
・カセット給紙　200枚以上

保管庫 ・W900×D400×H900 ・きれいなものを用意すること。
・鍵付

速報箱 ・A4/20段 3列　 ・きれいなものを用意すること。
・スチール製

ロッカー ・W900×D515×H1790 ・きれいなものを用意すること。
・6人用

・予備バッテリーを用意しておくこと。
・予備機を用意しておくこと
・フル充電済みの状態で納品すること。
・1台毎に番号を添付し納品すること。

・接続機材、ケーブルも用意すること。
・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

・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。
・競技団体等の持ち込みの機器を接続できる状態にすること。

・綺麗な物を用意すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

手提げ金庫 ・W400×D284×H168 ・きれいなものを用意すること。
・鍵付き ・動作確認を行うこと。

ラミネーター ・A3対応 ・消耗品（ﾌｨﾙﾑA3・A4各100枚）用意すること。
・最大ラミネート幅/320㎜ ・きれいなものを用意すること。
・定格使用時間/4時間
・ラミネート速度 A4 13秒/枚

冷蔵庫　 ・200ℓ程度 ・きれいなものを用意すること。
・2ドア冷凍冷蔵庫 ・清潔なものを使用すること。

流し台 W600×D600×H1000 ・きれいなものを用意すること。
・清潔なものを使用すること。

電気ポット ・2ℓ以上 ・きれいなものを用意すること。
・消費電力750W（湯沸かし時）

保温ポット ・2ℓ以上 ・きれいなものを用意すること。

クーラーボックス ・50ℓ程度 ・きれいなものを用意すること。
・キャスター付

どぶづけ ・150ℓ    ・スタンド付 ・きれいなものを用意すること。

すのこ ・900×1800 ・きれいなものを用意すること。

IHコンロ ・きれいなものを用意すること。
・動作確認を行うこと。

大時計 ・Ø450以上×D78　　約3.0㎏程度・電池の確認後動作を確認すること。
・飛散防止ガラス ・きれいなものを用意すること。

消火器 ・加圧式　ABC粉末消火器 ・充填済を確認すること。

人工芝 ・W1800　@3,000/㎡ ・雨天時の表彰に対応できること。

表彰台 ・1位～8位W1200×D1200 ・表彰台上部は化粧を施す。
　1位H500 　2位H400 ・きれいなものを用意すること。
　3位H300　4～8位H200

表彰盆 ・W580×D410 ・きれいなものを用意すること。
・黒盆

簡易ベット ・パイプ式 ・きれいなものを用意すること。
・布団のずれ落ち防止用 ・清潔なものを使用すること。
　ベッドガード付

衝立スクリーン ・救護用スクリーン ・きれいなものを用意すること。
・W1800×H1500 ・折りたたみ式でも可（二つ折り又は三つ折り）。

診察用丸椅子 ・φ500×H450程度 ・きれいなものを用意すること。
・ビニールレザー

医療用洗面器 ・φ320×H110 ・きれいなものを用意すること。
・スタンド付 ・清潔なものを使用すること。
・ステンレス

寝具 ・敷布団，毛布，掛布団，シーツ，・きれいなものを用意すること。
　枕 ・清潔なものを使用すること。

薬品保管庫 ・W900×D520×H900 ・きれいなものを用意すること。
・ガラス戸 ・清潔なものを使用すること。

業務用掃除機 ・W371×D336×H443程度 ・きれいなものを用意すること。
・重量6.5kg 消費電力：1050W ・清潔なものを使用すること。

ハンガーラック ・W800×H90～156(伸縮式） ・きれいなものを用意すること。
・キャスター付 ・清潔なものを使用すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

カラーコーン ・コーンベット付 ・きれいなものを用意すること。

コーンバー ・L2000 ・きれいなものを用意すること。

誘導棒 ・電池式 ・電池は新品を用意すること。
・LED仕様 ・きれいなものを用意すること。

懐中電灯 ・電池式 ・電池は新品を用意すること。
・きれいなものを用意すること。

投光機 ・携帯用 ハロゲン500W ・三脚付とすること。
・明るさ 10000Lm
・100V
・ライト W300×D190×H165
　　(高さ約1020～2070）
・400W×2灯
・明るさ76000Lm

一輪車 ・深底型 ・きれいなものを用意すること。

4輪台車 ・4輪　W1100×D450程度 ・きれいなものを用意すること。

大リアカー ・2輪　W900×D1300程度 ・きれいなものを用意すること。

ラインカー ・2輪 ・きれいなものを用意すること。
・石灰を含む

トランジスタメガホン ・L215　重量600ｇ 乾電池3×4 ・電池の確認後動作を確認すること。
・最大出力：4W ・きれいなものを用意すること。

洗濯機 ・洗濯脱水容量：4.2㎏ ・きれいなものを用意すること。
・清潔なものを使用すること。

乾燥機 ・乾燥容量4.0㎏ ・清潔なものを使用すること。
・乾燥機スタンドも含めること。

装飾用植栽 ・実行委員会と協議の上植種を決定する。



No. 施　設　名　称 規格・寸法 特記事項

1 大会本部棟・競技本部 ●構造：鉄骨造　 ・規格、床面積は同等以上とする。

●サイズ：7.100m×23.396m 2階建 ●延床面積：367.61㎡ ・錆、汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：5.372m  ●最高軒高：5.297m ・設置にあたっては、施設の避難、安全上支障がないよう配慮すること。

●屋根：金属折版ｔ=0.5 ・設置、徹去時は事故等の災害を防止するために十分な数の人員

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 　を配置すること。

●庇：なし ・電気設備工事については競技の特性を考慮し、事前に実行委員会と

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント 　協議の上施工すること。

●外壁：複合パネル ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25 ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●間仕切壁

　　　　仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×80基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

　　　　　階段：3基

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

　または規制対象外の材料を使用する。

2 障害馬術競技審判棟 ●構造：軽量鉄骨造　ブレース構造 ・審判棟の特性上2階FLよりＨ700に窓を設置すること。

●サイズ：5.600m×9.200m   2階建 　●延床面積：133.32㎡ ・窓サイズは、障害馬術審判棟図面を厳守すること。

●最高高さ：5.7665m  ●最高軒高：5.6265m ・規格、床面積は同等以上とする。

●屋根：金属折版ｔ=0.5 ・錆、汚れのないものを使用すること。

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 ・電気設備工事については競技の特性を考慮し、事前に実行委員会と

●庇：なし 　協議の上施工すること。

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●外壁：複合パネル 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27 ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×24基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

　　　　　階段：1基

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

または規制対象外の材料を使用する。

　

いちご一会とちぎ国体馬術競技　仮設建築物設営等に係る特記仕様書

1.特記仕様

　　　　　　　　　　仮設建築物等の仕様および数量については、設計図書に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

　　　　　　　　　　仮設建築物等の設置場所については、会場配置計画のとおりとする。

2.特記事項



No. 施　設　名　称 規格・寸法 特記事項

3 馬場馬術競技棟 ●構造：鉄骨造　 ・ユニットハウスは、競技場側窓を全てＷ1.662×H1.287とする事。

●サイズ：5.100m×13.996m 平屋建 ●延床面積：71.3796㎡ ・規格・床面積は同等以上とする。

●最高高さ：2.675m  ●最高軒高：2.622m ・錆、汚れのないものを使用すること。

●屋根：金属折版ｔ=0.5 ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●庇：なし ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント

●外壁：複合パネル

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●間仕切壁

　　　　仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×18基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

または規制対象外の材料を使用する。

　

4 審判ボックス（大） ●構造：鉄骨造 ・規格、床面積は同等以上とする。

●サイズ：約2.160m☓約2.500m☓1棟　●延床面積：5.40㎡程度 ・錆、汚れのないものを使用すること。

●屋根：トタン波板　t=0.8mm同等品以上 ・リハーサル大会～本大会まで設置する

●外壁：木平板同等品以上

●床：木平板：コンパネ　t=18mm同等品以上

審判BOX（小） ●構造：鉄骨造 ・規格、床面積は同等以上とする。

●サイズ：約2.150m☓約2.150m☓4棟　●延床面積：66.00㎡程度 ・錆、汚れのないものを使用すること。

●屋根：トタン波板　t=0.8mm同等品以上 ・リハーサル大会～本大会まで設置する

●外壁：木平板同等品以上

●床：木平板：コンパネ　t=18mm同等品以上

5 馬事衛生本部棟 ●構造：鉄骨造　 ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：7.100m×9.296m 平屋建 ●延床面積：67.050㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：2.675m  ●最高軒高：2.622m ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●屋根：金属折版ｔ=0.5 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●庇：なし

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント

●外壁：複合パネル

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●間仕切壁

　　　　仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×16基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

　または規制対象外の材料を使用する。



No. 施　設　名　称 規格・寸法 特記事項

6 馬診療・装蹄所 ●構造：軽量鉄骨造　ブレース構造 ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：5.475m×10.800m   平屋建 　●延床面積：59.13㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：4.275m ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●屋根：ガルバリウム鋼鈑折版葺ｔ＝0.6 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●外壁：ＯＳパネル（ｔ＝40） ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●室内仕上＜仕上げ材（下地共）　F☆☆☆☆以上とする＞

  ・ 壁  ：外壁ﾊﾟﾈﾙ裏現わし　・間仕切り：ｶﾗｰ合板（ｔ＝2.5)

●照明設備：40W ×10基

7 獣医師事務所 ●構造：鉄骨造　 ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：5.600m×2.246m 平屋建 ●延床面積：12.57㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：2.675m  ●最高軒高：2.622m ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●屋根：金属折版ｔ=0.5 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●庇：なし

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント

●外壁：複合パネル

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×3基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

　　　　　出入口：１ヵ所

8 装蹄師事務所 ●構造：鉄骨造　 ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：7.100m×9.296m 平屋建 ●延床面積：67.050㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：2.675m  ●最高軒高：2.622m ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●屋根：金属折版ｔ=0.5 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●庇：なし

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント

●外壁：複合パネル

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●間仕切壁

　　　　仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×16基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

　または規制対象外の材料を使用する。

9 馬糞置場 ●構造：鋼管パイプ組平屋建て　 ・単管の突起部分及び危険と思われる部分を養生（クッション材）する

●サイズ：W3.400×D6.060×2 　こと。

・一輪車がスムーズに登れるよう滑らないスロープを設けること。

・リハーサル大会～本大会まで設置する。



No. 施　設　名　称 規格・寸法 特記事項

10 仮設厩舎A ●構造：骨組み構造 ・建物周りは雨水が入り込まない構造とすること。

●サイズ：30.52m×85.16m×1棟 ●延床面積：2,599028㎡ ・規格・床面積は同等以上とする。

●最高高さ：8.365m   ●最高軒高：3.260m ・錆・汚れのないものを使用すること。

●屋根：膜材 ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●外壁：膜材 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

<本大会時のみ設置> ・馬房は風通しを良くするため図面の仕様通りに格子入りパネルを設置すること。

・馬房　3m×3m 156馬房 ・大会までの期間のメンテナンス及び大会期間中は人員を配置すること。

・各厩舎出入り口に床用ゴムマットを各2枚以上敷設すること。

・本大会のみ設置する。

11 仮設厩舎B ●構造：骨組み構造 ・建物周りは雨水が入り込まない構造とすること。

●サイズ：20.520m×70.160m×1棟 ●延床面積：1,439.68㎡ ・規格・床面積は同等以上とする。

●最高高さ：6.697m   ●最高軒高：3.260m ・錆・汚れのないものを使用すること。

●屋根：膜材 ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●外壁：膜材 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

<リハーサル大会～本大会まで設置> ・馬房は風通しを良くするため図面の仕様通りに格子入りパネルを設置すること。

・馬房　3m×3m 84馬房 ・大会までの期間のメンテナンス及び大会期間中は人員を配置すること。

・各厩舎出入り口に床用ゴムマットを各2枚以上敷設すること。

・リハーサル大会から本大会まで設置する。リハーサル大会後、天幕のみ

撤去し、本大会時に天幕を設置すること。

12 馬洗い場 ●鋼管パイプ組平屋建て　28馬房 単管の突起部分及び危険と思われる部分を養生（クッション材）する

●W2.400×D3.000×28 こと。

●照明設備：32W 1灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×28基？

13 スチュワード控所 ●構造：鉄骨造　 ・ユニットハウスは、競技場側窓を全てＷ1.662×H1.287とする事。

●サイズ：5.600m×11.646m 平屋建 ●延床面積：65.217㎡ ・規格・床面積は同等以上とする。

●最高高さ：2.675m  ●最高軒高：2.622m ・錆・汚れのないものを使用すること。

●屋根：金属折版ｔ=0.5 ・関係機関への申請書類提出にあたっては、事前に実行委員会へ同様

●外部建具：金属折板ｔ=0.5 　の書類を提示し承認を得た後、請負者がその業務を代行すること。

●庇：なし ・リハーサル大会より本大会まで設置する。

●床：合板　ｔ=12 仕上：フロアペイント

●外壁：複合パネル

　　　　外部仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

　　　　内部仕上：カラー鋼板　t=0.27

●天井：化粧合板　t=4

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●間仕切壁

　　　　仕上：カラー鋼板　t=0.27

　　　　断熱材：スチレンフォーム t=25

●内部建具：フラッシュ構造

●照明設備：32W 2灯（ｲﾝﾊﾞｰﾀ付）　×15基

●その他：換気扇　ブレーカー　コンセント

※壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料は全てF☆☆☆☆、

または規制対象外の材料を使用する。

　

14 障害馬術競技観覧席 ●構造：クサビ結合方式 ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：23.700m×3.360m   ●延床面積：79.632㎡　 ・錆・汚れのないものを使用すること。

台数：1基　／階段：2基 ・積載荷重及び衝撃荷重は十分な安全率を見込んだ設計と構造であること。

●サイズ：27.300m×3.360m   ●延床面積：91.728㎡　 ・本大会のみ設置する。

台数：1基　／階段：2基

●サイズ：30.900m×3.700m   ●延床面積：114.33㎡　

台数：1基　／階段：2基



No. 施　設　名　称 規格・寸法 特記事項

15 馬場馬術競技観覧席 ●構造：クサビ結合方式(ステージ） ・規格・床面積は同等以上とする。

●サイズ：32.700m×3.700m   ●延床面積：120.99㎡　 ・錆・汚れのないものを使用すること。

台数：1基　／階段：2基 ・積載荷重及び衝撃荷重は十分な安全率を見込んだ設計と構造であること。

・本大会のみ設置する。

16 総合休憩所 ●構造：骨組み構造 ・規格・床面積は同等以上とする。

（リハーサル大会） ●サイズ：9.960m×9.960m×3棟 　●延床面積：297.605㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：5.260m  ●最高軒高：3.550m ・リハーサル大会のみ設置する。

●屋根：膜材

●外壁：膜材

17 総合休憩所 ●構造：骨組み構造 ・規格・床面積は同等以上とする。

（本大会） ●サイズ：9.960m×9.960m×4棟 　●延床面積：396.806㎡ ・錆・汚れのないものを使用すること。

●最高高さ：5.260m  ●最高軒高：3.550m ・本大会のみ設置する。

●屋根：膜材

●外壁：膜材



いちご一会とちぎ国体馬術競技　記録計測業務特記仕様書

１．抽選会業務

　　以下の業務を本大会時に馬場馬術競技、障害飛越競技及び国体総合馬術競技ともに実施する。

（１）抽選会資料作成

ア 発注者の提供する選手等データを公益社団法人日本馬術連盟データと照合し公益社団法人

　　　日本馬術連盟データに統一すること。

　　　号を対象として抽選できる。

ウ 同一時間帯に重複する選手、馬がいる場合は、出場間隔を４５分以上開けるとともに原則

　　　馬場馬術競技を先に出場させることができる。

エ 抽選シャッフルボタン操作（スタート・ストップ）は、公益財団法人日本スポーツ協会の

　　　立会人が容易におこなえる。

オ 抽選システムにて３通りの組合せを作成し、採用する組合せの抽選後、最終結果を現場で

　イ　統一したデータに基づき、抽選会３日前まで抽選会資料（データ）を作成する。

（２）組合せ抽選システム構築

　　　以下項目を可能とするシステム構築する。

　ア　重複参加の人馬を抽出できる。

イ 同一日に選手あるいは馬が２回以上出場する場合、出場間隔を４５分以上開けた出場番号

　　なお、抽選会ＢＯＸは発注者が手配する。

　　① プロジェクター

　　② 抽選システム

　　③ 抽選シャッフルボタン

　　④ プリンター

　　　出力できる。

　カ　団体障害飛越競技以外すべての競技の抽選を行える。

キ 抽選会当日までに仮データによるテストを行い、誤動作を起こさないことを確認のうえ、

　　　機材を持ち込むこと。

（３）抽選会当日におけるシステム運用

　　　抽選会業務に必要な下記機材は受注者にて手配し、当日の抽選会システムを運用すること。

２．障害飛越競技記録計測等業務

（４）プログラム原稿作成

プログラム原稿として、必要な項目（出場番号・県名・選手名・馬名・馬匹番号）が記載

されている名簿・出番表等を作成する。提出は、抽選会場にて、発注者が指定する電子媒体

　　で行う。



次の項目を可能とする機器等を設置して、公式記録計測等業務を行う。業務に支障が生じない

ようにするため、機器等は会期前に競技場内において計時、記録、掲示等の業務に関する動作検

　証を実施して、設置を完了させること。

なお、機器等は公益社団法人日本馬術連盟障害馬術本部が過去に動作確認を行った実績のある

機器等を使用するとともに、故障等に備えて、予備一式を会期中競技場内に用意しておくこと。

　カ　ＦＥＩ公認の機材または同等レベルの機能を有する機材であること。

　キ　光電管の通電状態が、審判席で容易に確認できること。

（２）成績集計システム

　ア　タイム集計、減点、失権、失権情報、選手情報、馬情報などの情報管理ができるること。

　イ　取得した情報を成績集計システム内で容易に修正・変更できること。

（１）光電管装置

　ア　無線通信機能で動作する装置であること。

　イ　通信距離が80m以上可能な機材であること。

　ウ　カメラのフラッシュ等で誤作動を起こさない機材を使用すること。

　エ　光電管信号によって（1/100秒単位）を自動計測できること。手動による計測は認めない。

　オ　全天候対応の機材とし、本体重量が軽量で、設置・撤収が容易に出来ること。

　　　　番号・成績・天皇杯得点・皇后杯得点】が表示できること。

　　　・競技毎の固有な項目が表記できること。

・成績表には【主任審判署名・公式発表時刻・総合成績委員長署名】ができる項目欄を入

　　　　れること。

　　　・各競技の確定後概ね10分以内に成績表が出力できること。

　ウ　手動バックアップができる機能を有していること。

エ 【競技名・開始時間・下見時間】が表題部に表示され【出番・都道府県・選手名・馬名・

　　　馬番号・備考】が出番順に表記できること。

　オ　各競技で記録集計に必要な項目を記入できる審判用成績集計表を作成できること。

　カ　成績表作成

・競技毎の成績表には基本情報として【競技名・制限時間・都道府県・選手名・馬名・馬

（５）障害飛越競技用表示板

　ア　LED、又は磁気反転式の表示板で可視距離100m以上可能であること。

（３）審判操作装置

　ア　45秒カウントダウン、競技中断・再開の操作を審判員ができること。

　イ　審判操作装置に連動し、ベルが鳴動すること。

　ウ　ベルのみを単独で鳴らせること。

（４）成績表示モニター

　　　審判用、及び放送用にリアルタイムで競技成績が確認できるモニターを設置すること。



　　員の管理するパソコンへ送信される。

イ 各競技で共通の基本項目として【45秒カウントダウン・都道府県・出番・減点】が表示で

　　　きること。

　ウ　競技毎の固有な項目も表示できること。

ウ 審判席から入力された採点データは、クラウドサーバ経由にて競技運営本部の記録計算委

　エ　記録計算委員のパソコンでは審判員採点用紙と入力状況の確認修正が出来る。

　オ　入力された採点情報をもとに成績速報を配信する。

　カ　成績速報配信はQRコードを介して公開する。

　キ　一般観客席向けに演技人馬の情報と各時点の最終演技者の仮成績を公開する。

　エ　表示板は【縦型・横型】でも接合可能な設置機能と表示機能を有すること。

　オ　太陽光による影響を受けないものであること。

３．馬場馬術競技記録計算業務等

（１）成績集計システム

　ア　審判席に配備したタブレットパソコンにて審判員の採点情報を入力する。

　イ　タブレットパソコンはワイヤレス通信ができるものとする。

４．帳票類発行業務

馬場馬術競技、及び障害飛越競技、並びに本大会時には国体総合馬術競技の帳票を次のとおり

　発行する。

（１）障害馬術審判棟における帳票発行は、審判席とは別室で行うこと。

（２）各競技の成績表出力と同時に、下記帳票類を発行すること。

（２）成績表作成業務

　ア　成績集計システムにて送信された採点情報を採点用紙記載の採点の照合・修正する。

　イ　採点情報の照合・修正の後、公式成績表に反映させる。

ウ 公式成績表は【競技会名・競技名・実施競技課目・競技日時・担当審判員・公式発表時刻

・主任審判署名欄・総合成績計算委員長署名欄】を上部に配し、【出番・所属県・出場選

　　　手・出場馬・馬番号・成績・備考・天皇杯点数・皇后杯点数】の表記をする。

馬場馬術競技及び障害飛越競技並びに本大会時には国体総合馬術競技の総合成績を次のとおり

　集計する。

　ア　必要項目を印字した指定賞状・表彰状

　イ　賞状引換券

　ウ　式典放送用原稿

（３）馬場馬術競技の帳票類発行に必要な競技成績の取扱い方法については、別途協議する。

５．総合成績集計業務



（１）全競技日程における最終競技の確定後、速やかに（競技終了後、概ね10分以内に発行する

こと）各都道府県の男女総合成績（天皇杯得点）・女子総合成績（皇后杯得点）の累計がそ

　　の内訳とともにリスト発行できること。

（２）会期各日における最終競技の確定後、速やかに（競技終了後、概ね10分以内に発行するこ

６．その他留意事項

（１）本業務は、大会の円滑な運営に必要な競技計測を行うものであり、当該趣旨を十分に理解

　　し、最新の注意を払い業務遂行すること。

　ア　最新の競技規定に対応させる改良が完了していること。

　イ　リハーサル大会以前に会場地の立地条件による電波受信状況を把握しておくこと。

　ウ　いかなる原因によっても、不適切な表示となるようなことはあってはならない。

と）各都道府県の男女総合成績（天皇杯得点）・女子総合成績（皇后杯得点）の累計がその

　　内訳とともにリスト発行できること。

（３）男女総合成績及び女子総合成績の式典用放送原稿等の出力が成績表と同時にできること。

（４）総合成績集計業務に必要な馬場馬術競技成績の取扱い方法については、別途協議する。



○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】

・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。

・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。また、競技備品・サイン等はＪＴＵ仕様を確認の上、設置すること。

・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。

・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。

・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。

・雨風対策には万全を期すこと。

・廃棄物ついては法律に基づき適正に処理するとともに、処分報告書を提出すること。

・設営後の検査において下記条件を満たさない場合は、補修・交換等を行うこと。

【個別事項】

NO 名称 規格・仕様 特記事項

パイプテント 各指定サイズ

天幕：ターポリン（防炎加工）

ウエイト付き

横幕 各サイズ

ターポリン（防炎加工）

雨樋

テーブル 折りたたみ式

W1800×D450×H700

椅子 折りたたみ式

W450×D450×H740×SH450

整理棚 W900×D450×H1800

ホワイトボード 両面白板キャスター付

板面：W1800×H900

どぶづけ 150ℓ程度

スタンド付き

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技  仮設物等特記仕様書

・カビ、汚れ、錆等のない綺麗なものを用意すること。

・十分な安全対策及び養生を行うこと。

・支柱毎にウエイトを設置し、飛散・倒壊防止措置を講ずること。

・杭打ちが不可の場所があるため、固定方法については甲と協議すること。

・倒飛壊防止対策、安全対策及び養生等に係る設置・撤去費用はすべて乙負担におい

て行うこと。

・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。

・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。

・カビ、汚れ等のない綺麗なものを用意すること。

・それぞれの面が独立して巻き上げ等が可能なこと。

・強風を想定し、飛散防止対策を行うこと。

・へこみ・傷・ゆがみ・汚れ等のないものを用意すること。

・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。

・綺麗で歪み等のないものを用意すること。

・アルミ製若しくはスチール製とする。

・既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去を行うこと。

・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。

・綺麗な物を用意すること。板面に傷がないこと。

・受け皿付きのものとすること。

・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。

・消毒済みで清潔なものを用意すること。

・水漏れのないこと。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

ノートパソコン ①OS：Windows10以上

②CPU:Core i5以上

③HDD:128G以上

④画面サイズ：15インチ以上

⑤付属品：マウス、マウスパット、テンキー

⑥ソフト：Microsoft Office Professional

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

②複写サイズ：A3～B5

③給紙方式：500枚×4段

④消耗品：トナー予備を用意する事

⑤付属品：原稿カバー、自動給紙装置、

　排紙台、その他印刷に必要なもの

⑥処理能力：30枚／分以上　

　コピー・FAX・プリンター・スキャナー付き

インクジェットプリンター A3　カラー

対応用紙　普通紙・厚紙・再生紙

　　　　　A3～B5・ハガキ

モバイルWi-Fi 4G/LTE回線

通信規格2.4/5GHz

IEEE802,11a/b/g/n

LAN設定 アクセスポイント

LANケーブル

HUB

・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。

・競技団体等の持ち込みの機器を接続できる状態にすること。

・ライセンス取得済みであること。

・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。

・必要な機材の調達は乙の負担で行うこと。

・設置後、LAN接続・プリンター等の動作確認を行うこと。

・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。

・大会終了後、データは全て抹消すること。

・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。

・接続機材、ケーブルも用意すること。

・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。

・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。

・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）

・使用マニュアルを用意すること。

・接続機材、ケーブルも用意すること。

・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

・無線アクセスポイント接続・設定作業を含む。

・各接続場所で通信可能な状態とすること。

・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。

・機器とＰＣ等端末との通信は、AES-WPA２方式により暗号化できること。

・SSIDパスワード等を明記した資料を準備しておくこと。

・大会期間中のデータ通信プランのデータ容量は無制限とし、これに要する費用は乙

が負担すること。

・同時接続台数は１０台以上すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

IP無線機 ①キャリア回線対応

②付属品：大容量リチウム電池、急速充電器

タイピン型マイク、イヤホン付き

レターケース Ａ４伴5段

ドラムコード 30ｍ　10A

コンセント３口以上

仮設トイレ 簡易水洗式

男女兼用タイプドアロック付

足踏ペダルポンプ式

手洗い器 タンク式

目隠し Ｗ1800×Ｈ1800程度

交通誘導棒 Φ60×450

診療用洗面台 D350×W355×H780

スタンド付

布パーテーション W1800×H1800程度

簡易ベッド W2000×D1000程度

寝具セット 敷布団・毛布・掛布団・

枕・各種シーツ

担架 W2100×D540以上

車椅子

・清潔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。

・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。

・綺麗な物を用意すること。

・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。

・消毒済みで清潔な物を用意すること。

・消毒済みで清潔な物を用意すること。

・予備シーツを用意すること。

・清潔な物を用意すること。

・予備電池を用意しておくこと。

・消毒済みで清潔な物を用意すること。

・ステンレス製とすること

・綺麗な物を用意すること。

・予備バッテリーを用意しておくこと。

・予備機を用意しておくこと

・フル充電済みの状態で納品すること。

・1台毎に番号を添付し納品すること。

・綺麗なものを用意すること。

・成人が使用できるもので、折りたたみ可能なものを用意すること。

・綺麗なものを用意すること。

・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。

・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。

・外部からトイレが見えないように設置すること。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

AED ハートスタートFRｘ　同等品可

大型扇風機 ファンサイズ45㎝程度

首振り機能付き

石油ストーブ Ｗ460Ｄ460Ｈ600程度

燃焼時間9時間以上

ロードマット ｔ＝45程度

樹脂製

フロアシート 0.3ｍｍ

演台 W900×D450×H950程度
・綺麗な物を用意すること。

司会台 W630×D475×H1070程度
・綺麗な物を用意すること。

白布

表彰用黒盆 A3

表彰台 1～8位

Ｗ1200×Ｄ1200

Ｈ500～Ｈ200階段状

発電機 EV車・外部給電器

3KVA（低騒音型）

・動作確認を行い、良好なものを用意すること。

・動作確認を行い、良好なものを用意すること。

・動作確認を行い、良好なものを用意すること。

・開催期間中の燃料も含むこと。

・綺麗な物を用意すること。

・パレット不可。

・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。

・綺麗な物を用意すること。

・表彰台上部は化粧を施す。

・綺麗な物を用意すること。

EV車・外部給電器（PC周辺機器、音響等の電源）

・EV車及び外部給電器は発注者が準備する。

・EV車は日産リーフ（バッテリー容量：62Kwh）４台の配置を予定している。

・外部給電機は下記物品４台の配置を予定している。

　品名：EVパワー・ステーション「パワー・ムーバー」（ニチコン株式会社製）

　コンセント形状・数量：抜止タイプ・1500VA×３口

・EV車の充電は発注者が行う。

・会場までの移動及び電源稼働は発注者が行う。会場内での移動が発生した場合は、

受注者の対応とする。

・請負者は会場内にEV車の配置箇所を計画すること。

3KVA（計測機器電源）

・開催期間中の燃料も含むこと。

・燃料は随時補給を行うこと。

・安全、火災予防対策を講じること。

共通

・いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会は「環境に配慮した大会」を掲げ、運営面、調

達する物品等において環境配慮に取組むとしていることから、本競技ではリハーサル

大会、本大会を通して環境負荷の少ない運営を目指すため、EV車による電源供給を計

画している。

・当初計画ではPC周辺機器や音響、映像等への電源供給を予定しているが、計測機

器への供給の他、有効な活用方法について企画提案すること。

・引き込み線を設置する際には、仮設物や通行に支障のないよう養生等を行うこと。

・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。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

フィニッシュアーチ W7000×H4000程度

金属製

メディア台 W4500×Ｄ2700

金属製・3段組

スポーツタイマー W1230×D150×H330程度

スタンド付き

フィニッシュテープ W5000×H200

カラーコーン H700程度

ウェイト付

コーンバー L2000

イレクターフェンス W1800×H1100程度

連結ベルト付き

バイクラック 4台掛け　男女入替用

垂直フェンス W2000×D700×H1100程度

スチールフェンス

トランジションエリア

バイクラック W500×Ｄ500×Ｈ1220　重量約30ｋｇ

バイクラックブルー、独立型

・選手が安全かつ円滑にトランジションが行える仕様とし、倒飛壊等の起こらない構

造とすること。

・各パートで安全円滑に競技が行える仕様とし、必要なゾーニングは垂直フェンス等

により行うこと。

・救急車や調整池管理車両の通行を考慮した配置及び仕様とすること。

・トランジションエリアの設置に当たっては詳細な現地調査の基、幅員、延長、構造

など仕様全体に渡って検討、計画すること。

・添付の本大会トランジションエリア仮設図は参考図である。設置に当たっては必要

な構造計算等を行うこと。

・トランジションエリアのレイアウト等について、現段階で企画提案する事項があれ

ばプレゼンテーションすること。

・飛散・倒壊防止措置を講ずること。

・記録計測や写真判定に必要な諸機材の設置を考慮した構造とすること。

・大会名を記載した横断幕を設置すること。

・1/100秒まで計測可能とすること。

・電池式とすること。

・動作確認を行い良好なものを用意すること。

・フィニッシュアーチ後方に設置すること。

・手すり等転落防止対策を施すこと。

・記録や写真撮影を考慮した構造とすること。

・新品を用意すること。

・大会名等を印字していること。

・ＪＴＵ公認機材

・綺麗な物を用意すること。

・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。

・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。

・綺麗な物を用意すること。

・転倒防止措置を講じること。

・綺麗な物を用意すること。

・サドル掛けタイプとすること。

・綺麗な物を用意すること。

・強風等により転倒の恐れがある場合は、ウエイト等を用い対策を講ずること。

・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。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

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

トランジションボックス W530×D366×H272

色：ブルー

人工芝 約1.1ｋｇ/㎡　色ブルー

乗車・降車ラインマット 緑　マウントライン

赤　ディスマウントライン

Ｗ1200×Ｄ7500、パンチカーペット

ホイール置き 10個タイプ

ポンツーン W2958×Ｄ1972×Ｈ378、重量175㎏

W2958×Ｄ986×Ｈ378、重量86.2

㎏

周回スロープ：Ｗ5440×Ｄ5000

ブイ Ｗ1800×Ｄ1800×Ｈ2500

ターポリン、白色

スタートグリッド 一枠Ｗ750×Ｄ500

ダイブスタート用・番号付き

人工芝　1.1ｋｇ/㎡　

色ブルー

音響設備

MC業務

・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。

・必要な音響機材の計画、準備、設置、メンテナンス、オペレーション等を行うこ

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。

・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。

・演出用音源については事前に準備・確認を行うこと。

・トライアスロン競技をよく理解したMC及び解説者を配置し、一般観覧者にわかり

やすい解説と実況を行うこと。

・競技前及び競技後はタイムスケジュール等の告知を行い、競技全体がスムーズに進

行するようアナウンスを行うこと。

・会場を盛り上げる環境づくりとして、適切な音効を行うこと。

・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。

・ＪＴＵ公認機材

・綺麗な物を用意すること。

・綺麗な物を用意すること。

・印字していること

・綺麗な物を用意すること。

・レースナンバー、所属・選手名を記載すること。

・綺麗な物を用意すること。

・レースナンバーを表示すること。

・ＪＴＵ公認機材

・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。

・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。

・綺麗な物を用意すること。

・ＪＴＵ公認機材

・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。

・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。



NO 名称 規格・仕様 特記事項

映像設備

計測業務 ・自動計測システム

・写真判定システム

フェンス撤去・復旧・侵入防止対策 別紙資料参照

（トランジションエリア） 鍵付き

仮設階段 別紙資料参照

（フィニッシュエリア） 鍵付き

転落防止等喚起テープ 杭+コーションテープ

各種看板 別紙資料参照
・競技終了後撤去すること。

・各種サインは統一性を持たせたデザインとすること。

・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。

・倒飛壊等が生じないよう安全対策を施し設置すること。

・設置に必要な資材は乙の負担とする。

・甲及び施設管理者等から移動、撤去等の指示があった場合は速やかに対応するこ

と。

・応援メッセージボードについては市が提供する台紙（メッセージ）を所定の位置に

張り付け、透明シート等で防水加工を施すこと。

・撤去設置は別紙図面を参照すること。

・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。

・既存フェンスを跨いで設置すること。

・フィニッシュ側からの侵入防止（夜間も含め）対策を施すこと。なお、設置から撤

去までの期間における開閉、施錠等は乙の責任において行うこと。

・スイムエリアにおいては発電所とスイムエリアの選手動線、本部エリアにおいては

会場とランコースの仕切り、バス乗降所付近においては、乗降所と会場間動線の安全

確保のため、コーションテープを用いて注意喚起を行う。

・コーションテープは甲が支給する。

・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。

・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。

・競技団体と連携し計測業務及び判定業務を行うこと。

青木サッカー場体育館

・競技説明、開閉会式等に備え、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。

競技会場

・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。

・撮影用カメラは大型ビジョンの映像が不鮮明とならない機能を有したカメラを使用

すること。


