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「第４１回千葉市民花火大会」会場等設営業務委託仕様書 

 

 

１ 業務名     「第 41回千葉市民花火大会」会場等設営業務委託  

 

２ 業務実施場所  千葉市民花火大会会場及び周辺地域 

（千葉市美浜区美浜１ほか） 

 

３ 契約期間  契約締結の日から平成３１年１０月３１日(木)まで 

 

４ 大会概要 

（１）大会名称 「幕張ビーチ花火フェスタ 2019」（第４１回千葉市民花火大会） 

（２）主  催 千葉市民花火大会実行委員会 

 （３）開催日時 平成 31年 8月 3日(土) ※荒天の場合、中止   

       ※花火打上 19:30～20:30予定 

（４）会  場 幕張海浜公園 

（５）打上場所 幕張海浜公園（幕張の浜） 

（６）打上発数 約 23,000発（予定） 

（７）観覧者数 約 300,000人（見込） 

 

５ 業務の目的 

千葉市民花火大会における観客等の安全性及び快適性を確保するため、会場及び周辺エ

リアにおいて、危険区域、立入禁止区域及び一部交通規制区域等を明確化するとともに、観

客等が快適に観覧できる会場づくりを行う。 

 

６ 業務実施の条件 

（1）基本事項 

①対象地区 

スタジアム地区、海浜公園交差点地区、特別観覧地区、海浜公園地区、ひびの地区、 

海浜幕張駅周辺地区、幕張メッセ地区、豊砂地区、精神科医療センター周辺地区、 

メッセ大橋地区、浜田川地区、免許センター地区、湾岸地区、習志野地区、幕張本郷 

駅周辺地区 
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対象地区は、下記の図中の各地区を指すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本業務で外部協力者（下請業者等）が必要な場合は、実行委員会と協議し承認を得る 

こと。その際、市内又は準市内事業者の活用に最大限配慮すること。 

③他の業務受託業者（「警備・案内誘導業務」「広報・協賛募集業務」「花火打上業務」） 

と常時連携し問題解決にあたること。特に、観覧者の案内誘導を目的とした設置物及 

び使用物品は、「警備・案内誘導業務」受託業者と詳細な調整の上作成すること。 

④必要に応じ、関係機関等との協議及び現地踏査に同席するとともに関係資料、申請書 

類を作成・提出すること。 

 ⑤各種制作物や使用物品は、後日決定する企業協賛に配慮し作成すること。 

⑥運営に関わる人数及び物品数、物品内容は、関係機関との協議により変動することが 

ある。 

⑦業務を実施する上で新たに必要となる事項の発生または変更が生じた場合は、実行委 

員会と受託事業者の間で協議して決定するものとする。 

 ⑧幕張海浜公園の設営期間は７月２９日（月）～８月６日（火）を想定する。 
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(2) 会場等設営業務の計画書作成及び実施 

本委託業務は、別紙「会場等設営業務に係る企画提案実施要項」における「４ 提案の

内容」の事項を踏まえて作成及び実施すること。 

（3）スケジュール表等の提出 

①契約締結後、受託事業者は以下の書類を提出し、速やかに受託事業者側の業務実施体 

制を明確にすること。また、実際に本業務に従事する者（以下「業務従事者」という。） 

を選定するにあたり、本業務を円滑に遂行できる能力を有する人員を適切に配置する 

こと。 

ア.進行管理スケジュール表（契約日から本番日までの工程表） 

イ.各業務責任者及び各業務担当者の一覧表 

ウ.外部協力者（下請業者等）がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表 

エ.その他、実行委員会が必要に応じて指定する書類 

②①に定める書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに実行委員会に報告するこ 

と。 

③受託事業者は、契約締結後、速やかに実行委員会と協議を行い、業務内容について十 

分な理解を図ること。 

 

７ 業務の内容 

 本件業務委託の内容は次のとおりとする。 

（1）会場等設営統括業務 

 ①スケジュール表に基づく進捗管理 

 ②会場等設営計画の策定 

 （会場等設営計画、設営物による観客誘導に関する計画、設営計画における人員配置） 

 ③大会当日の会場等設営に係る管理統括 

 ④会場等設営に必要な人員の確保 

 ⑤緊急時（地震・火災発生時、体調不良者発生時、けが人発生時、荒天時）対応の体制 

の確立及び実施 

 ⑥控室やミーティングルームの確保 

 ⑦実行委員会事務局用資機材の手配、管理 

  ア ５Ｗ無線機：１５５台 

  イ 携帯電話：２５台 

  ウ 臨時固定電話機：３台 

  エ 誘導棒：６５本 

  オ トランジスターメガホン：８０個 
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 ⑧関係者との連絡調整及びスタッフ会議の開催 

 ⑨設営物一覧（看板を含む）・経費内訳書の作成及び提出 

 ⑩効率的な設営に必要と思われる事項の提案・助言 

（2）会場等設営業務 

① 会場等設営計画に基づく設営図の作成 

本業務に必要な物品等の設置状況が分かる設営図を作成すること。 

設営図には、無料観覧席の配置変更に伴う混乱回避策を必ず盛り込むこと。 

なお、設営図に記載された物品等の一覧表も併せて作成すること。 

また、設営図に用いる下図は、現場の状況がわかりやすく反映された見やすい仕 

様とすること。 

※必要に応じて設営時間も記入する。 

設営物の例については別添「第４０回千葉市民花火大会設営物品一覧表」を参考とす

ること。 

また、設営図には以下の設営物を必ず含むものとする。 

※設営物：大会本部（事務局・警察・消防）、大会第２本部、救護所、券売所、総合 

案内所・救護及び迷子所、有料観覧席（ビーチ席、シーサイド席、球場サイド席 

（市民優待席））無料観覧席、会場案内サイン、音響 

ア 各有料観覧席（２カ所「別添配置図」）のレイアウト 

有料観覧席については、下記のとおりの席数とし設営計画を企画すること。 

・ビーチ席Ａ：11,200 席 

・ビーチ席Ｂ：3,800 席 

・ビーチ席Ｃ：2,600 席 

・シーサイド席：6,900 席 

・球場サイド席（市民優待席）：8,000 席 

・精神科医療センター隣地に新設する観覧席：5,000 席 

また、有料観覧席の設営に伴い、入場受付の際に配布するリストバンド６種類 

（43,500 枚：含スタジアム席 6,000 枚）とレジャーシート 75 ㎝×75 ㎝（37,500 

枚）を納品すること。 

※各種有料観覧席の位置は｢第４１回千葉市民花火大会会場図」のとおり 

イ 各無料観覧席（３カ所「別添配置図」）のレイアウト 

無料観覧席については、下記のとおりの席数とし設営計画を企画すること。 

・幕張メッセ駐車場内：52,000 人 

・豊砂公園：3,000 人 

・精神科医療センター隣地に新設する観覧席：12,000 人 
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※メッセ駐車場内においては、下記の事項に留意して作成すること。 

（ア）観覧席エリアと駐車場エリアを高さ１８０㎝以上の設営物により区分し、

観覧者と車両が接触することがないよう充分配慮すること 

（イ）メッセ駐車場内のＡ～Ｆブロックについては、ブロックごとにイレクター

フェンスで囲む設営とすること。 

（ウ）会場運営及び観覧者対応双方の視点から作成する事とし、以下の設置 

物を必要数適切に配置すること。 

  会場運営：大会テント、照明、机、イス、発電機、境界フェンス 

  観覧者対応：店舗、発電機、仮設トイレ、ゴミ箱、灯光器（又はバルーン 

ライト）、喫煙所、スピーカー、歩行者導線、客席囲いコーン

豊砂公園については、投光器及び仮設ゴミ箱を必要数適切に配置すること。 

   ウ 一部車両規制に伴う設営物 

  エ 会場周辺における雑踏事故、交通事故を防止するための設営物 

（スカイデッキ、歩道橋等の人の進入、海浜大通りの乱横断等を防ぐためのも 

のを含む。） 

   オ 立入禁止区域への侵入を防止するための設営物 

カ 幕張本郷駅行臨時バス停にかかる設営物 

キ 臨時駐輪場にかかる設営物 

ク 音響設備 

   ※有料観覧席については音楽花火の演出の一つである音楽が、観客ひとりひと

りに聞こえるよう必要な音響設営を行い、無料観覧エリアにおいては、緊急放送

等の会場向けアナウンス行える音響設営を行う。 

ケ 習志野エリアについては「習志野市道 13－062号線」に前日夜間より上り・下り

車線の片側一車線にコーン及びコーンバーを設置し、「習志野市道 13－064号線」

については、大会当日１７時～２１時に通行止めとする。また、茜浜緑地及び習

志野海浜公園の閉鎖は行わず、岸壁沿いに落水防止のために物理的な対応をと

る。以上の点に留意し設営計画を立案すること。 

   ※習志野市道認定網図参照のこと 

コ 精神科医療センター隣地に新たに設置する観覧席については、下記の事項に留 

意して作成すること。 

（ア） 無料エリアと有料エリアを高さ１８０㎝以上の設営物により厳格に区分

し、無料エリアからの侵入など混乱が生じないよう充分配慮すること 

（イ）会場運営及び観覧者対応双方の視点から作成する事とし、以下の設置 

物を必要数適切に配置すること。 
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  会場運営：大会テント、照明、机、イス、発電機、境界フェンス 

  観覧者対応：店舗、発電機、仮設トイレ、ゴミ箱、灯光器（又はバルーン 

ライト）、喫煙所、スピーカー、歩行者導線、客席囲いコーン 

     （ウ）隣接する精神科医療センターに観覧者等の部外者が侵入させないための 

物理的防止措置を講ずること。 

② 看板及びプラカードの作成・設置・撤去業務 

ア 会場案内、一部車両規制、立入禁止区域、航泊禁止区域等安全対策等の事前告 

知看板の作成、設置、撤去   

イ 当日、大会会場周辺の動線となる歩道や道路脇等に視認性の高い案内看板や案 

内図、横断幕・会場全体案内図等を設置し、観覧者の円滑な誘導を実施する。 

※看板の設置については、影響のない範囲のものは前日設置しても構わない。 

   ウ 案内業務において必要となるプラカードの作成・運搬・撤去 

     ※仕様及び数量等については、警備・案内誘導業務受託業者と協議すること。 

エ 会場全体案内図及び横断幕以外については、第４０回に使用した看板を再利し 

てもかまわない。 

③ 売店区画の設営及び運営・管理 

ア 出店者募集・受付及び管理 

※実行委員会が定める売店出店要項に基づき、出店者関係の業務を行う。 

イ 火気及び食品衛生に関する安全対策等に留意して売店区画を運営すること。 

   ウ 売店区画は、出店数１６０以上を目標に、観覧者へのサービス向上と利便性 

  を十分に配慮して、有料観覧席を中心に出店計画を作成する。なお、観覧者 

     等の動線確保を第一に、待機列の解消を図る売店レイアウトとする。 

   エ 売店区画の設営においては、全区画の電源供給及びテント等の設営を行うと 

ともに、出店者を対象に機材レンタル等の対応を行うこと。 

 ④ 協賛者出展ブースの設営 

   大口協賛者様のＰＲブースとして、会場内に出展エリア（10区画）を設営すること。 

ＰＲブースは、テント（3,600㎜×5,400㎜）１張、サイン（600㎜×5,400mm）1枚、 

テーブル 6台、イス 10脚、消火器 1台、照明・電源（発電機）を１区画とする。 

なお、出展数が増減した場合にはそれに応じた数量で対応すること。 

⑤ 設営図に基づく物品の運搬・設置・撤去 

  ア 設営時間 

 海浜公園内を除く場所については、時間指定及び夜間設置作業が含まれることを 

考慮すること。 

イ ガードレールやフェンス他敷設物等の撤去、保管、安全対策、原状復帰 
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⑥ 会場外設営   

近接した学校、自治会、及び市立海浜病院にカラーコーン、コーンバー等を花火大会

数日前から前日までの指定する時間に配布すること。なお、花火大会終了後の指定さ

れた日に回収すること。 

⑦ 仮設トイレの設置撤去管理（トイレットペーパー補充等管理を含む。） 

⑧ 大型仮設ゴミ箱及び移動式ゴミ箱の設営撤去及び管理 

設置型については、ブルーシート等により水漏れを防止しゴミが風により散乱しな 

い構造であること。 

移動式については、水漏れを防止しゴミが風により散乱しない構造であること。また、

幕張海浜公園外に設置したものについては、大会当日中に公園内指定場所に移動す

ること。 

⑨ 幕張海浜公園Ｇﾌﾞﾛｯｸ野球用ネットの撤去及び復元 

   花火大会前日までに野球用ネットを撤去し、隣接地に降灰がかからない様に保管し、

翌日以降に現復旧すること（復元には、野球用ネット周辺における降灰の清掃を含む） 

なお、一部ネットについては、測量等で設置している箇所があるため、撤去時復 

旧位置がわかるような対応をすること。 

 ⑩ 幕張海浜公園Ｇﾌﾞﾛｯｸ駐車場における消防散水用プールの設営及び撤去 

   花火大会前日より消防散水用の貯水プール（実行委員会所有）を運搬・設営・貯水 

し、花火大会翌日に撤去を行うこと。 

⑪ 設営図の納品 

設営図の電子データについては、pdf 形式・ai 形式・ppt 形式で、ＣＤ－ＲＯＭ等の

電子媒体に収録する。なお、最終データを pdf 形式及び修正や変更が可能な状態で ai

形式 ppt 形式にて提出すること。 

※設営図の著作権は千葉市民花火大会実行委員会に帰属する。 

⑫ 機材一覧の納品 

   大会終了後に、設営に用いた機材一覧を提出すること。 

⑬ 市民優待席（球場サイド席）抽選業務 

 ア 市民優待席の応募受付業務 

   ※募集方法については実行委員会と協議すること。 

 イ 抽選に係る業務 

 ウ 抽選結果通知に係る業務 

⑭ 場外設置物の撮影及び報告書の作成業務 

⑮ その他主催者の指示事項 
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（3）事業実施報告書 

・大会終了後、実行委員会が指定した期日までに事業実施報告書３部を作成し、提出 

・提出にあたっては、電子データ（PDF形式及び word形式または excel形式）も提出 

 

８ 受託事業者及び業務従事者の責務 

(1) 受託事業者及び業務従事者は、本業務で知り得た個人情報や、実行委員会の事務に関 

する機密事項等を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

本業務が終了した後も同様とする。 

(2) 受託事業者は、本業務の実施にあたって入手した実行委員会の著作物を、実行委員会 

の承認なしに、本業務以外の目的に使用してはならない。 

 

９ 花火大会が中止の場合の取扱い 

実行委員会が花火大会の中止を決定し、当日の午前 8時 00分までに受託事業者に連絡を 

した場合においては、実行委員会は、契約金額の総額の 100％の範囲内で、実際に要した経

費についてのみ支払い義務を負うものとする。中止の連絡が当日の午後 0時 00分以降の場

合においては、契約金額の総額の 100％の範囲内で、実行委員会は、受託事業者と協議して

取り決めた金額を支払うものとする。 

 

10 保険の加入に関すること 

(1)労働災害保険に加入し、労働安全衛生に関する法令を遵守すること。 

(2)賠償責任保険に加入し、対人賠償、対物賠償のそれぞれにつき 1事故 10億円以上の 

損害賠償能力を有すること。（書面にて提示。） 

 

11 留意事項 

(1) 本仕様書に定めのない事項は、実行委員会と受託事業者において協議の上決定する。 

(2) 本業務において実行委員会が必要と認め、指示した事項については、受託事業者は、

その指示に従うこととする。 

(3) 業務の遂行に関しては、関係法令を遵守すること。 

(4) 委託料の支払方法は、契約期間終了後に受託事業者が実行委員会に請求するものとし、

実行委員会は、請求を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、これ

により難いときは 45日以内とする。 

 

以上 


