
【別紙２】県が調整し、出演・出店（展）を予定している内容一覧

○出演者数の変動による必要備品等の増減については、最大限対応すること。
○記載をしているコンテンツの実施は確定ではなく、縮小・中止等をすることがあるので留意すること。

１　プログラム
　　※出演内容の「時間」はリハーサル・転換時間を含まない。
　　※企画提案するプログラムと併せて、９時３０分～１７時３０分の間に収めること。

プログラム名 概要 時間 出演者数 必要備品、経費等 控室 昼食

イベントセレモニー 開会にあたっての式典 20分程度 数名程度
・ステージ付近前室（1名程度利用。机、イス、姿見）
・ステージ付近待機用イス1脚程度

不要 必要

チーバくんステージ
千葉県マスコットキャラクター「チーバく
ん」が出演

10分程度 3名程度 ・ワイヤレスマイク2本程度
複数グループで同じ部屋を共有
する場合はパーテーションで区
切ること

必要

千葉・県民音楽祭PR
コンサート

プロオーケストラと障害のある方々による合
同コンサート。（令和3年度に実施予定の
「千葉・県民音楽祭」のPRのためのコンサー
ト）

40分程度

指揮者1名
楽団員55名程度
障害者団体20名
程度

・オーケストラ関連費用370万円程度（税込）
　(出演料、指揮者謝金、練習会指導料、練習会場料等)
・障害者団体交通費5万円程度（税込）
・ステージ付近前室（机、イス、姿見、電源）
・ステージ付近楽器保管場所
・パイプ椅子（70脚程度）
・マイク・スピーカー等拡声装置（プロオーケストラ用等を想定）
＜その他＞
・本番直前、ステージ上でのオープンリハーサルを希望（15分程度）
・本番前のステージセッティングは20～30分程度。
　※委託業務として、楽器の運搬等セッティングを補助すること。
・練習会を前日に別会場で行う予定。
・当日本番前、観客席にコンサートプログラム（楽団持込）の配布を
楽団関係者が行う予定。委託業務として適宜配布を補助すること。

・指揮者、楽団員、障害者団体
で部屋を分けることを希望。
・男女で同じ部屋を共有する場
合はパーテーションで区切るこ
と。

必要

スポーツPRステージ ゲストによるトークショー 25分程度
5～10名程度
（2グループ）

・ワイヤレスマイク10本程度
・姿見2台

複数グループで同じ部屋を共有
する場合はパーテーションで区
切ること

必要

オール千葉おもてな
し隊トークショー＆
ミニライブ

「オール千葉おもてなし隊」オピニオンリー
ダーによるトークとライブ

30分程度 15名程度 ・ワイヤレスマイク15本程度 ２部屋 必要

○以下のプログラム・ブースの設営・体験・展示等に必要な設備（以下、「必要備品等」とする）の手配については、出演者・出店（展）者と調整のうえ、委託業務として取り組むこと。
○以下に記載がない必要備品等について追加要望があった場合は、追加の経費負担等が発生しない場合は、委託業務として最大限変更に対応すること。
　なお、追加の経費負担が発生する場合、出演者・出店（展）者から追加経費を徴収することは可とするが、過度の負担にならないようにすること。
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【別紙２】県が調整し、出演・出店（展）を予定している内容一覧

ブース名 概要 必要備品等

おもてなしＰＲコー
ナー

おもてなしの心を知ることをテーマとした各
種体験、ＰＲ等
・パネル等の展示
・多言語交流体験
・ユニバーサル体験（高齢者疑似体験等）
・おもてなしグッズの作成
・「ビクトリーブーケ」（生花）の展示

・パーテーション：合計幅28m程度（展示用を想定）
・長テーブル：15本程度
・パイプ椅子：20脚程度
・電源：1口程度（総電力1500w程度）

県立博物館コーナー

県内各博物館（中央博物館本館、現代産業科
学館、房総のむら、県文化財課）による合同
出展
・パネル展示
・ワークショップ（ワークシート作成、ゾー
トロープづくり、どろめんこ絵付け体験、縄
文土器のしおりづくり体験等）

・パーテーション：合計幅80m程度（展示用を想定）
・長テーブル：25本程度
・パイプ椅子：46脚程度
・電源：2口程度（各1500kw程度）
・ワークショップ等消耗品（39万円程度（税込））

千葉の魅力発信隊
写真展示会～千葉の
こんな景色、知って
る？～

「ちばの魅力発信隊」の写真展示

・パーテーション（写真の展示用）：
　　　　　　　　　　　　　合計幅25ｍ程度（展示枚数は未定）
・長テーブル:3本程度
・パイプ椅子:6脚程度
・電源：1口（総電力1500w程度）

日本赤十字社千葉県
支部ブース

・活動紹介・展示
・災害救護資材、救援物資等の展示
・車両展示
・防災グッズ作成体験
・モニター等による映像放映

・パーテーション：合計幅22m程度（展示用を想定）
・長テーブル：10本程度
・パイプ椅子：20脚程度
・電源：5口程度（総電力500w程度）

県防災危機管理部消
防課ブース

・消防団のＰＲ（リーフレット・団員募集チ
ラシ・啓発物品配布・のぼり・ポスター展
示、ＰＲ動画放映）
・住宅用火災警報器のＰＲ
（自動火災報知設備・感震ブレーカーの模
型・ポスター展示・説明）
・消防車両展示、子供用消防服の試着及び記
念撮影、救命救急講習（心配蘇生、ＡＥＤ体
験）

・パーテーション：合計幅12m程度（ブースの縦1辺片面を展示用に使
用することを想定）
・長テーブル：3本程度
・パイプ椅子：6脚程度
・電源：4口程度（総電力1100w程度）

県環境生活部循環型
社会推進課ブース

・水素を燃料にして走る燃料電池自動車の展
示
・フードドライブの実施
　（家庭で余っている食品の回収）
・エコドライブシミュレータの設置
　（エコドライブの啓発）
・環境保全活動啓発グッズの配布

・長テーブル：4本程度
・パイプ椅子：6脚程度
・電源：4口程度（総電力150w程度）

必要スペース

100㎡程度
(6m×16m程度)

300㎡程度
（13m×23m程度）

50㎡程度

120㎡程度
（10m×12m程度）

120㎡程度
（12m×10m程度）

その他

サインは、コーナー全体のサインの
他、コンテンツ毎のミニサイン（最大
6枚程度）も手配すること。

・左記スペースに加えて、待機列のた
めのスペースを3m×23m程度見込むこ
と。
・サインは、コーナー全体のサインの
他、コンテンツ毎のミニサイン（4枚
程度）も手配すること。

車両1台持込予定

２　各種ブース出店（展）
　　※全てのブースについてサインを制作・設置すること。

消防車両（2t以上）1台持込予定
※出展概要は変更となる可能性あり

50㎡程度
（10m×5m程度）

・出展内容の「フードドライブの実
施」については事前周知が特に重要で
あるため、
当イベントの広報物等においてお知ら
せをすることを希望。
・燃料電池自動車１台、エコドライブ
シミュレータ１基を持込み予定。
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【別紙２】県が調整し、出演・出店（展）を予定している内容一覧

ブース名 概要 必要備品等

県立特別支援学校合
同ブース

・特別支援学校作業製品の販売
・特別支援学校のパネル展示

・長テーブル：3本程度
・パイプ椅子：6脚程度

市町村・県庁内各課
等のPRブース

市町村及び千葉県の産業・文化・観光等及び
取組のＰＲ、各種体験、特産品（食品・非食
品）等の販売（20ブース程度）

1ブース当たり
・パーテーション：ブース3面を区画
・長テーブル：3本程度
・パイプ椅子：6脚程度
・電源：1口程度（総電力1500w程度）

公益財団法人千葉県
観光物産協会ブース

・千葉県の特産品のＰＲ及び販売
・観光パンフレットの配布

・パーテーション：合計幅6m程度
・長テーブル：9本程度
・パイプ椅子：5脚程度

同時開催イベント
「スポーツPRコー
ナー」

①フォトスポット
  高さ約2.4m×幅約2.4m×奥行き約2.4の
　ターポリン性の素材1枚（ハトメあり）
　をL型に折って固定。
②パネル等の展示
　高さ約1.8m×幅約3.6ｍの作品を計4作品
　パーテーション両面を使用して片側に
　2点ずつ設置する想定。画鋲もしくは強
　力な両面テープでの設置

・パーテーション又は簡易的な柵（ブース区画用）
　　　　　　　　　　　　　…高さ1.5ｍ程度×幅35ｍ程度
・パーテーション…高さ2.5ｍ程度×幅11ｍ程度（フォトスポット
　及び作品展示用）
・サインスタンド…10台
・ベルトパーテーション又はロープパーテーション
　（待機列整理用）…40本程度
・長テーブル…4本程度
・パイプ椅子…10脚程度
・電源…5口程度×1500ｗ程度

県民の日関係の展示
県民の日パネル一式（Ａ１判・全１８枚）を
イーゼルで掲示

・展示用イーゼル１８脚程度
　※10脚までは県が折り畳み式イーゼルを貸し出すことが可能。

18㎡程度
（3m×6m程度）

物販の形態を想定（調理行為の予定な
し）

必要スペース

・展示物及び県民の日のぼり2本程度
（台座・ポール等を含む一式）は県環
境生活部県民生活・文化課が持込予
定。
・委託業務として受託者が設置するこ
と。

（会場管理者と協議の上会
場外に設置することも可能
とする。）

その他

当コーナーは出展者が東京2020公認プ
ログラムの認証申請を行うため、「東
京2020参画プログラムガイドライン」
に配慮すること。会場内の配置場所等
については、受託後に出展者と詳細を
よく協議し、県の承認をもって最終的
に決定すること。また、広報物では別
枠を設けるなど、同時開催イベントで
あることが視認できるよう、留意する
こと。

1ブース9㎡程度
（1ブース3m×3m程度）

18㎡程度
（3m×6m程度）

150㎡程度
（15m×10m程度）

・「食品」を含む特産品等の販売（調
理行為の予定なし）を行う場合があ
る。
・実施に必要な各種申請等を委託
業務として行うこと。

・「食品」を含む特産品等の販売を予
定（調理行為の予定なし）。
・実施に必要な各種申請等を委託
業務として行うこと。
・「飲食コーナー」に組み込むなど、
一体感のある会場レイアウトとするこ
と。
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