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県が調整し、出演・出店（展）を予定している内容一覧 

 以下のとおり県が出展等の調整を行ったので、出演・ブースの設営・体験・展示等 

に必要な設備の用意等（以下、「必要備品等」とする）については、出演者・出店（展） 

者と調整をして、委託業務として取り組むこと。以下の内容はあくまで予定であり、

変更があれば適宜対応すること。また、以下にはない出演・出店（展）に係る必要設

備等についても、受託者が出演者・出店（展）者と調整し、手配をすること。 

 ※「経費想定」とあるものは税込の金額。 

ただし、あくまで目安であり、変更があれば適宜対応すること。 

 

Ⅰ ステージプログラムの内容 

 ※出演内容の「時間」はリハーサル・転換時間を含まない。 

 

１．県内で広く活動をする高校生によるパフォーマンス 

（１）県立幕張総合高等学校ダンス部 

○出演者の人数（４月以降確定）：１３０～１８０名程度（女子生徒が大半） 

○出演内容：ダンスパフォーマンス 

 ・時間：３０分程度 

・場所：メインステージ 

○必要備品等： 

・出演者の控室（パーティション等の区画があれば男女同室でよい） 

・メインステージのバックヤードに着替え・荷物保管ができるスペースを希望 

○その他： 

・MC等進行は基本的に出演者が行う想定（MC用マイク必要） 

  ・当日朝にリハーサルを希望 

  ・楽曲（CD等）は持込予定 

 

（２）県立幕張総合高等学校合唱部 

 ○出演者の人数（４月以降確定）：７０名程度（内、女子生徒５０名程度） 

 ○出演内容：合唱の公演 

  ・時間：３０分程度 

・場所：メインステージ 

 ○必要備品等： 

 ・出演者の控室（パーティション等の区画があれば男女同室でよい） 

 ・出演者の昼食 

・ピアノ（生ピアノを希望するが、電子ピアノ可。キーボードは不可。） 

○その他： 

・MC等進行は基本的に出演者が行う想定（MC用マイク必要） 

  ・当日朝にリハーサル、本番直前に声出し練習を希望 

 

 

別紙１ 
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（３）県立袖ヶ浦高等学校書道部 

 ○出演者の人数（４月以降確定）：２５～３０名程度（女子生徒が大半） 

 ○出演内容：書道パフォーマンス 

  ※半紙（タテ３ｍ×ヨコ５ｍ程度。棒を通す加工をしてある。）をステージ中央に

敷いて、大筆で作品を書き、１枚完成するごとに観客に見えるよう縦に持ち上

げて、作品について解説をするという流れを想定。今回は半紙３枚程度と見込

まれる。 

  ・時間：２０分程度 

 ・場所：ミニステージ 

 ○必要備品等 

  ・出演者の控室（パーティション等の区画があれば男女同室でよい） 

・出演者の昼食 

・出演者の交通手段、道具の運搬 

（合わせて大型バス１台程度（※））（区間（往復）：袖ケ浦市内―会場間） 

（※）道具は全長３ｍ以上のものもあるので、十分な広さの車両を確保する 

こと。出演者・道具を併せての運搬が難しい場合は、別々に運搬する 

こと。 

・消耗品（経費想定：５万円程度）（半紙・墨・カラーインク、テープ類等） 

 ○その他 

  ・当日朝にリハーサルを希望 

・作品解説等は出演者が行う想定。（MC用マイク必要） 

 ・楽曲（CD等）、ステージ養生用のブルーシートは持込予定。 

 ・観客に墨が飛ばないよう、１ｍ以上はステージと観客席の距離が必要。 

・ステージ付近のバックヤード不要。 

・パフォーマンスで制作した作品は、実演後に会場内等で立てかけて展示する 

こと。 

※作品数は１～３枚で応相談。必要資材の手配、設営は受託者が行うこと。 

 

２．イベントセレモニー 

○出演者の人数：未定 

○出演内容：未定 

  ・時間：１５分程度 

・場所：メインステージ 

○必要備品等： 

 ・出演者（１名程度）のステージ付近前室（机、椅子、姿見を希望） 

 ・出演者（１名程度）のステージ付近待機用のパイプ椅子（１脚程度） 

 

３．もばら阿波おどりの実演（ちば文化資産「茂原七夕まつり」関連）（参考：Ⅱ-４） 

○出演者の人数：１００名程度 

○出演内容：もばら阿波おどりの実演 

  ※会場（幕張メッセ国際展示場ホール３）内を移動しながら踊り、各実演の最後

にミニステージにおいて代表者数名でトーク等を行い、もばら阿波おどり及び
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茂原七夕まつりを PR するという流れを想定している。 

・時間：２０分程度×２回 

・場所：会場内及びミニステージ 

※「横４列×縦２５列程度（幅約６ｍ×長さ約４０ｍ程度）」の隊列で会場内 

を移動しながら踊る。踊りながら会場全体を練り歩くイメージである。よっ

て、十分な実演スペースが確保できるような会場レイアウトとすること。 

○必要備品等： 

・出演者の控室（男女別を希望） 

・出演者の昼食 

・出演者の交通手段（大型バス２台程度）（区間（往復）：茂原市内―会場間） 

・衣装関係費（経費想定：２万円程度） 

○その他： 

 ・会場内実演の前に会場アナウンス等による来場者へのお知らせを希望。 

・当日朝にリハーサルを希望 

・Ⅰ-３及びⅡ-４で、総経費は２３０万円程度の見込み（出演者の控室及び昼食、 

ブースの長テーブル・パイプ椅子は除く）。 

 

４．「ゆめみるチーバくん」ダンスコンテスト 

○出演者の人数：審査員１名程度、プロダンスチーム１団体程度、 

コンテスト出場者６団体（２４０名）程度 

○出演内容：ダンスパフォーマンス、トーク等 

※千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のオリジナルダンスである 

「ゆめみるチーバくん」を軸として、複数のゲストを招いたパフォーマンスを

行うことを想定。 

  ・時間：６０分程度 

・場所：メインステージ 

 ○必要備品等：出演者の控室、出演者の昼食 

※控室は適宜パーティションで区画すること。 

 

５．オリンピアン・パラリンピアンなど選手のトーク＆デモンストレーション（参考：Ⅱ-３） 

○出演者の人数：５名程度 

○出演内容：選手によるトーク、デモンストレーション 

  ・時間：２０分程度 

・場所：ミニステージ 

 ○必要備品等：出演者の控室（※）、出演者の昼食 

（※）Ⅱ-３の控室とは別部屋を希望。 

（出演者が複数団体の場合、団体ごとの区切りを希望。） 

 

６．東京２０２０マスコットキャラクターによるステージ（参考：Ⅱ-３） 

 ○出演者の人数：２名 

 ○出演内容：ミライトワ、ソメイティによる千葉県開催競技の紹介、 

競技体験ブースやトークショーの宣伝 
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  ・時間：１０分程度(ステージ転換時間を使用) 

  ・場所：メインステージ 

 ○必要備品等：長テーブル２本、パイプ椅子３脚、姿見１枚 

○その他： 

・ステージ進行は委託業務で手配する司会者が行うこと。 

・マスコット専用の控室（６畳程度のテントを想定。出展者側で手配。）を会場内 

に設置希望。委託業務として出展者と会場レイアウトを踏まえて協議し、設置 

に協力をすること。 

 

７．オール千葉おもてなし隊ステージイベント（参考：Ⅱ-７（９）） 

 ○出演者の人数：数名程度 

 ○出演内容：「オール千葉おもてなし隊」オピニオンリーダーによるイベント 

  ・時間：３０分程度 

  ・場所：メインステージ 

 ○必要備品等：出演者の控室、出演者の昼食 

 

８．千葉・県民音楽祭 PRコンサート（参考：Ⅱ-５） 

○出演者の名称・人数： 

千葉交響楽団６０名程度、君津少年少女合唱団６０名程度、 

県立幕張総合高等学校合唱部５０名程度 

 ○出演内容：プロオーケストラと少年少女合唱団等との共演 

  ※２０１９年８月２５日予定の「千葉・県民音楽祭」（県主催。別紙３－１参照） 

の PRとしてプロとアマチュアが共演する。 

  ・時間：４０分程度 

・場所：メインステージ 

○必要備品等： 

 ・プロオーケストラ関連経費（練習を含める） 

  ・出演者の控室 

・指揮者のステージ付近前室（机、椅子、姿見、電源を希望） 

  ・出演者の昼食（県立幕張総合高校合唱部についてはⅠ-１のとおり） 

・本番前に楽器をスタンバイするスペース（長テーブル１０本程度） 

・楽器保管場所（ステージ付近等） 

※運営上可能であれば、「本番前に楽器をスタンバイするスペース」を兼ねて 

構わない 

・パイプ椅子８０脚程度 

・マイク・スピーカー等拡声装置（プロオーケストラ、合唱団用） 

 ○その他： 

  ・本番直前、メインステージ上で音出し練習を希望。（１０分程度） 

  ・当日本番前、会場付近の練習会場で合同練習予定。 

・Ⅰ-８「プロオーケストラ関連経費（練習を含める）」及びⅡ-５（長テーブル・  

パイプ椅子は除く）で、総経費は３２４万円程度の見込みである。 
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Ⅱ 各種ブース出店（展）等の内容 

※すべてのブースについてサインを制作・設置すること。 

 

１．飲食・物販コーナー 

※以下の記載では「企画提案するもの」は含めていない。 

○主な出店内容：県産品を使用しているもの、郷土料理、ご当地グルメなど、千葉県 

にゆかりのある商品等の販売 

※「会場内における調理行為の有無」は出店者により異なる 

○出店者数（見込み）：「食事系」６業者程度、「お菓子・デザート系」６業者程度 

※「食事系」６業者程度については「飲食」の形態を主に想定。 

○出店料：なし 

○１業者あたりの出展スペース：間口３ｍ×奥行３ｍ程度  

 ※３面をパネルで区画するイメージ。 

ただし、キッチンカー等移動販売車での出店もあり得る。 

○１業者あたりの基本仕様： 

 長テーブル２本、パイプ椅子２脚、電力１．５ｋｗ×２回路程度（コンセント） 

 その他、「給排水設備」「電磁調理器・電気フライヤー・ＩＨ調理器等」「冷凍冷蔵 

庫」は原則受託者が設置すること。 

（出店者と協議をして複数のブースで共同としてもよい。） 

○注意事項： 

 ・開催期間中の飲食営業許可等については受託者が代理申請をすること。 

 ・基本仕様以外の設備等の追加発注については受託者と出店者の協議により 

  経費負担を決定すること（ただし、出店者に過度な負担を要求しないこと）。 

 

２．公益社団法人千葉県観光物産協会の出展（飲食・物販コーナーの一部） 

○主な出店内容： 

千葉県の産品（落花生・水産物の加工品等）の販売、観光パンフレットの配布 

○必要スペース：２７㎡程度（３ｍ×９ｍ程度） 

○必要備品等：長テーブル９本程度、パイプ椅子５脚程度 

○その他： 

・「物販」の形態を想定。 

・Ⅱ-１飲食・物販コーナーの一つとすること。 

 

３．東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたスポーツ体験・PR 

（参考：Ⅰ-５、６） 

○主な出展内容： 

オリンピック・パラリンピック等の競技体験、東京２０２０大会に向けたＰＲ 

○必要スペース：５１０㎡(１７ｍ×３０ｍ程度) 

○必要備品等： 

・競技体験講師（１００名程度）の控室（Ⅰ-５の控室とは別部屋を希望） 

・簡易柵（コーナー全体を囲う低い柵を想定） 

・スポーツ用コートマット５１０㎡程度（フローリングのようなものを想定） 
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・長テーブル１０本程度 

・パイプ椅子２０脚程度 

 

４．ちば文化資産「茂原七夕まつり」の展示及び PR ブースの出展（参考：Ⅰ-３） 

※Ⅰ-３及びⅡ-４で、総経費は２３０万円程度の見込み。 

（Ⅰ-３出演者の控室及び昼食、ブースの長テーブル・パイプ椅子は除く） 

（１）「茂原七夕飾り」の展示 

○展示内容：茂原七夕まつりで実際に使用する飾りの模擬展示 

○必要スペース：８０㎡程度（４（２）ブースと併せて） 

○必要備品等： 

・竹（「七夕飾り」を吊るすためのもの） 

・竹を支える足場 

・その他設置に要する費用（人件費等） 

・「七夕飾り」の運搬（区間（往復）：茂原市内―会場内） 

○その他 

  ・４（２）ブースと隣接したレイアウトとすること。 

・前日設営を希望 

・消防の関係で必要があれば、付近に消火器を設置すること。 

（２）PR・物販ブースの出展 

○出展内容：「茂原七夕まつり」及び茂原市の PR、特産品の販売等 

○必要スペース：８０㎡程度（４（１）の展示と併せて） 

○必要備品等：長テーブル４本程度、パイプ椅子１０脚程度 

 

５．楽器体験等（千葉・県民音楽祭 PRブース）（参考：Ⅰ-８、別紙３－１） 

 ○出展内容：楽器体験 

※主に子どもを対象に楽器体験を行い、音楽に触れる機会を創出する。 

 ○必要スペース：４０㎡程度 

 ○必要備品等：長テーブル１２本程度、パイプ椅子１５脚程度 

 ○その他： 

・千葉交響楽団楽団員が講師として指導予定 

・整理券制を想定 

・Ⅰ-８「プロオーケストラ関連経費（練習を含める）」及びⅡ-５（長テーブル・ 

パイプ椅子は除く）で、総経費は３２４万円程度の見込みである。 

 

６．デジタルアートの展示・体験（ちばアート祭 PRブース）（別紙３－２参照） 

○主な出展内容：デジタルアートの展示・体験 

※デジタルデバイスをプログラミングにより制御し、光の色と動き、音を特徴と

した子どもから大人まで誰でも楽しめる体験型デジタルアートを展示する。 

○展示作品：城西国際大学による作品「pixcol」（ピコル）（変更可能性あり） 

○必要スペース：４ｍ×４ｍ程度（メンテナンス及び観覧者による体験スペース含む） 

○展示方法： 

・作品４面を囲う造作を希望。レイアウトは壁付近でなくても構わない。 

・完全遮光でなくてよい。ただし、LED を使用した作品のため、自然光や照明で   
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作品の光が見えにくくならないよう会場内レイアウトを含め配慮すること。 

○必要備品等： 

・展示作品の運搬（２ｔトラック１台程度）（区間（往復）：東金市―会場間） 

・展示作品の設営（作品４面を囲う造作を希望。大学側の立会いあり。） 

・メンテナンス材料（アクリル板、LED等）（経費想定：３万円程度） 

・その他設置及び運営に係る経費（経費想定：１～４万円程度） 

  ・電源（１．５ｋｗ程度×１～３回路程度（コンセント）） 

  ・チラシ等の設置場所（「ちばアート祭」等の PRチラシを設置予定。） 

○その他 

・作品の解説及びメンテナンスのため、城西国際大学学生１～４名程度が参加予定。 

ただし、観覧者の誘導等のため応援スタッフ数名を希望。(出展者と調整し、  

必要に応じて時間入れ替え制や整理券制とすること。) 

 

 

参考：「pixcol」（ピコル）イメージ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．県及び関連団体等によるイベントの実施目的・テーマを踏まえた各種体験・展示 

（１）県民の日関係の展示 

○主な展示物： 

・県民の日パネル一式（Ａ１判・全１８枚）※イーゼルで掲示する想定 

・県民の日のぼり２本程度 ※ポール等の一式あり 

 ○必要備品等： 

・展示用イーゼル１８脚程度 

 ○その他： 

  ・展示物は県民生活・文化課が持ち込み予定。 

・委託業務として受託者が会場内に設置すること。(会場管理者との協議次第で 

入口付近等会場外に設置することも可能とする。) 

 

（２）千葉県選挙管理委員会による出展 

○主な出展内容 

・模擬投票の実施 

※選挙に親しんでいただくことを目的に、イベントの趣旨に合ったテーマで模擬 

投票等を、選挙箱等を用いて行う。集計結果を会場内に適宜掲示する想定。 

・参議院議員選挙に係る啓発（啓発グッズの配布等） 
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・マスコットキャラクター「せんきょ君」グリーティング 

○必要スペース：３６㎡程度（６ｍ×６ｍ程度） 

（※上記必要スペースに「その他」にある「アンケートコーナー」は含まない。） 

 ○必要備品等： 

・パーティション 

・長テーブル６本程度 

・パイプ椅子１２脚程度 

・電源 

○その他： 

・投票箱、記載台、集計に必要となる機器は持ち込み予定。 

・会場内の「アンケートコーナー」と一体感のあるレイアウトを希望する。 

・来場者への広報を委託業務として行うこと。また、委託業務として、必要に応じて

出展者への周知及び消耗品等の手配をすること。（詳細は出展者と調整すること。） 

 

（３）千葉県総合企画部報道広報課による展示 

○主な展示内容： 

「ちばの魅力発信隊」PR（パネル展示、フォトスポットの設置、人気投票等） 

○必要スペース：３０㎡程度（４ｍ×７．５ｍ程度） 

○必要備品等：パーティション（幅４ｍ程度が１台、幅５．３ｍ程度が２台） 

※出展者と調整し、フロアシートの形状に合わせてコの字型（３方向）に設営 

すること。パネルを「その他」の形状で掲示できるようなものとすること。 

○その他： 

・パーティション（コの字型・３方向）にはパネル（６４点程度）を当日来場者が

容易に取り外せるような形状で掲示する予定。 

・会場レイアウトでは、会場壁側付近の配置を希望。（幅４ｍ程度の辺が会場壁側に

なることが望ましい。） 

・出展者側でフロアシート（４ｍ×５．３ｍ程度）を持ち込み、床面に貼付予定。 

 

（４）千葉県防災危機管理部消防課による出展 

○主な出展内容： 

 ・リーフレット、啓発物品の配布 

 ・消防車両の展示 

 ・子供用消防服を着て記念撮影 

 ・救急救命講習 

 ・着ぐるみのグリーティング 

○必要スペース：１２０㎡程度 

○必要備品等： 

・長テーブル３本程度、パイプ椅子６脚程度 

・電源（モニター用） 

○その他： 

・消防団車両（２ｔ以上）１台を持ち込み予定 

 

 



9 

 

（５）千葉県健康福祉部子育て支援課による展示等 

○主な展示内容： 

・「子育て応援！チーパス事業」ＰＲ（広報物資の配付等） 

・「企業参画型子育て支援事業」ＰＲ（パネル・ポスター展示等） 

・スマートフォンアプリ「ちば My Style Diary」ＰＲ 

（広報物資の配付、ポスター掲示等） 

・アンケート 

○必要スペース：９㎡程度 

※ブースの形状とはせず、パネル・ポスター展示をメインとし、展示物付近に机 

（アンケート記入及び広報物資配布等用）を設置する想定である。 

○必要備品等：パーティション(展示用)、長テーブル２本程度、パイプ椅子４脚程度 

○その他：展示パネル（Ａ１サイズ）６枚程度持ち込み予定 

 

（６）千葉県環境生活部循環型社会推進課による出展 

○主な出展内容： 

  ・燃料電池自動車（FCV）の展示・デモ 

・フードドライブの実施 

・エコドライブシミュレータ等の体験 

・啓発グッズの配布 

○必要スペース：５０㎡程度 

○必要備品等： 

 ・長テーブル３本程度、パイプ椅子６脚程度 

○その他： 

・燃料電池自動車（ＦＣＶ）１台を持ち込み予定 

・九都県市エコドライブシミュレータを持ち込み予定 

 

（７）千葉県環境生活部くらし安全推進課による出展 

○主な出展内容 

・子ども向けボードゲーム（消費者被害防止（消費者教育）ＰＲ） 

・啓発資材の配付 

○必要スペース：４㎡程度（２ｍ×２ｍ程度） 

○必要備品等：パーティション、長テーブル２本程度、パイプ椅子５脚程度 

 

（８）千葉県環境生活部県民生活・文化課による出展 

○主な出展内容：ボランティア普及啓発（グッズ配布等） 

○必要スペース：９㎡程度（３ｍ×３ｍ程度） 

○必要備品等：長テーブル２本程度、パイプ椅子６脚程度 

 

（９）千葉県商工労働部観光企画課による出展（参考：Ⅰ-７） 

○主な出展内容： 

  「最新技術や当事者の体験を通じて、おもてなしの心を知る」ことをテーマとし、

各種体験・ＰＲを行う。 
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・オール千葉おもてなし隊ＰＲ 

（おもてなし隊の活動紹介（パネル・映像等）、啓発物資の配付、アンケート等） 

 ・外国人対応体験（最新の多言語対応ツールの展示や体験等） 

・ユニバーサル対応体験（高齢者や障害者、妊婦などの疑似体験・補助体験等） 

※千葉県健康福祉部各課と連携 

○必要スペース：３０㎡程度（５．５ｍ×５．５ｍ程度） 

○必要備品等： 

 ・長テーブル３本程度、パイプ椅子６脚程度 

・電源（複数） 

 

（10）県立博物館等による出展 

（県立中央博物館（本館・大多喜城分館）・県立現代産業科学館・県立房総のむら・ 

 千葉県教育庁教育振興部文化財課による合同出展） 

○主な出展内容： 

 ・県立博物館等広報(日本遺産含む） 

・千葉県公認マスコットキャラクター「チーバくん」によるクイズ大会 

・企画展ＰＲ（記念撮影パネル、缶バッジ作成ワークショップ） 

・甲冑展示・試着体験 

・化石のレプリカをつくろう 

・古代衣装・コースター作り 

・土器に触れよう 

○必要スペース：１３０㎡程度（１０ｍ×１３ｍ程度） 

○必要備品等： 

・ワークショップ等消耗品（経費想定：２４万円程度） 

 （缶バッジ材料、さらし、フェイスカバー、レプリカ用素材、コースター素材等、

記念撮影用パネル、その他消耗品） 

・大型機材等(甲冑等）の運搬（経費想定：１０万円程度） 

（２ｔトラック１台程度）（区間（往復）：大多喜－千葉－会場） 

・電源２口程度 

・長テーブル１５本程度 

・パイプ椅子２０脚程度 

・丸椅子３０脚程度 

・パーティション１２台程度 

・イーゼル５本程度 

・敷物２枚程度（３ｍ×５ｍ程度） 

 

（11）千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課・県立特別支援学校による出展 

○主な出展内容 

・特別支援学校作業製品の販売 

・特別支援学校の紹介（ポスター掲示等） 

○必要スペース：１８㎡程度 
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 ○必要備品等： 

・パーティション３台程度（サイズ：１，８００㎜×９００㎜程度）※展示用 

・長テーブル３本程度 

・パイプ椅子６脚程度 

 

（12）日本赤十字社千葉県支部による出展 

○主な出展内容 

  ・日本赤十字社お仕事体験  

（整理券制を想定）（子供用救護服・ナース、無線応急手当品等を持ち込み予定。） 

・救護車両乗車体験 

・日本赤十字社活動ＰＲ（パネル展示、啓発資材配布等） 

・マスコットキャラクター「ハートラちゃん」グリーティング 

○必要スペース：１５０㎡程度 

 ○必要備品等： 

・長テーブル１０本程度 

・パイプ椅子２０脚程度 

○その他：救護車両１台程度を持ち込み予定 

 

８．市町村による PR・物販コーナー 

○出展者数：１０市町村程度 

※現在、県が出展希望をとりまとめている。受託後、県から出展内容の目安に  

ついて情報提供をするので、委託業務として会場レイアウト等諸条件を見直し、

県と協議の上、４月中旬を目安に最終的な出展者を決定すること。 

○出展内容：文化・観光の PR、各種展示、特産品（食品・非食品）の販売 

○必要スペース（１ブース当たり）： 

間口３ｍ×奥行３ｍ程度  ※３面をパネルで区画するイメージ 

○必要備品等（１ブースあたり）：長テーブル３本程度、パイプ椅子６脚程度、電源 

○その他：試食・試飲及び食品を販売する出展者については、Ⅱ-１と同様に受託者が 

保健所など必要手続きを行うこと。 

 

９．ご当地キャラクターによるグリーティング 

○数量：千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のほか、１０体程度を想定 

○必要備品等：キャラクター用の控室 

※適宜パーティションで区画し、机・椅子・姿見を設置すること。 

○その他：会場内混雑や来場者の安全性を鑑みて、グリーティングの時間帯やエリア 

を適宜制限すること。 


