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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演・出店（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（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。また、以下に記載が
ない必要備品等については、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ものとし、追加の経費負担等が発生する場合は、出演者・出店
（展）者から追加費用の支払い等があれば委託業務として適宜手配をすること。（ただ
し、「出演者の人数」及び「出演者数に伴う備品等の数」や「電源」等、「変更に適宜
対応すること」等とあるものについては、最大限変更に対応すること。また、出演
者・出店（展）者の負担が過度にならないようにすること。）また、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。 

 

Ⅰ 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）千葉県立幕張総合高等学校 シンフォニックオーケストラ部 
○出演者の人数：１２０名程度（男女比率の目安＝２：８程度） 

※４月以降確定。変更に適宜対応すること。 
○出演内容： 
ア ステージ演奏 …時間：３０分程度／場所：ステージ 
イ 会場内演奏  …時間：３０分程度／場所：会場内 

○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 
 ・パイプ椅子６０～１２０脚程度（変更に適宜対応すること） 
・楽器の運搬 
（４ｔトラック１台程度）（区間：学校（千葉市内）-会場間） 

  ※経費想定：７万円程度（税込／過去の実績から推計）。ただし、運搬業者等は 
出演者との調整により決定し、変更に適宜対応すること。 

 ・ステージ付近の楽器置き場 
（施錠は必須ではないが、盗難防止の措置をすること。） 

○その他： 
・「会場内演奏」の形態は、会場内平場（１２ｍ×１５ｍ程度）で演奏することを
想定しているが、詳細は受託後に出演者と協議をして決定すること。 

会場内演奏の形態に合わせて、十分な実演スペースが確保できるような会場レイ
アウトを提案し、当日現場のスペースの確保・実演時の誘導等、円滑に実演が行

えるように補助すること（座奏の形態の場合、出演者数分の椅子のセッティング
も含める）。 

 ・当日朝のリハーサルを希望。 

 ・「会場内演奏」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適宜 
行うこと。 

 

 

 

 

別紙２ 
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（２）千葉県立松戸六実高等学校 吹奏楽部 
○出演者の人数：６０名程度（男女比率の目安＝１：５程度） 

※４月以降確定。変更に適宜対応すること。 
○出演内容： 
ア ステージ演奏 …時間：３０分程度／場所：ステージ 
イ マーチング  …時間：２０分程度／場所：会場内 

○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（大型バスを想定）（区間（往復）：学校（松戸市内）-会場間） 
 ・楽器の運搬（４ｔトラック１台程度）(区間：同上) 
   ※前日の楽器積込みを希望。 

※経費想定：４万円程度（税込／過去の実績から推計）。ただし、運搬業者等 

は出演者との調整により決定し、変更に適宜対応すること。 

  ・ステージ付近の楽器置き場 
（施錠は必須ではないが、盗難防止の措置をすること。） 

○その他： 
 ・「マーチング」実施中、会場（幕張メッセ国際展示場ホール８）２階の「ラウン

ジ」からの観覧ができることが望ましい。会場管理者と安全面等を協議の上、
観覧希望者の誘導等や観客席の設置等を委託業務として行うこと。 

・「マーチング」は会場（幕張メッセ国際展示場ホール８）内を移動しながら実演し    
（幅６ｍ×長さ４０ｍ程度）、最後に会場内平場（１２ｍ×１５ｍ程度）で立ち
止まって実演をするという流れを想定している。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を提案し、出演者と協議のうえ実演の流れ・ス
ペースを決定し、当日現場のスペースの確保・実演時の誘導等、円滑に実演が行
えるように補助すること。 

 ・当日朝のリハーサルを希望。（主に「マーチング」のリハーサルを想定。） 

 ・「マーチング」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適宜行
うこと。 

 

２．イベントセレモニー 
○出演者の人数：未定（数名程度を想定） 

○出演内容：未定 

  ・時間：２０分程度 

・場所：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、姿見を設置すること） 

 ・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．「ちばアクアラインマラソン２０２０」ステージイベント 
 ○出演者の人数：２～３名程度（変更に適宜対応すること） 

 ○出演内容：ＰＲ大使等による出走権抽選会など 

 ・時間：３０分程度 

・場所：ステージ 

 ○必要備品等： 

・出演者の控室（２部屋程度） 
 ・出演者の昼食 
○その他： 
 ・正午頃までに終了することを希望。 



3 

 

４．オール千葉おもてなし隊トークショー＆ミニライブ 
○出演者の人数：１５名程度（変更に適宜対応すること） 

○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：ステージ 

○必要備品等： 

・出演者の控室（２部屋程度） 

・出演者の昼食（１０個程度）（変更に適宜対応すること） 

・ワイヤレスマイク（１５本程度）（変更に適宜対応すること） 

 

５．千葉・県民音楽祭ＰＲコンサート 
○出演者の名称・人数： 

指揮者１名、千葉交響楽団６５名程度、県立特別支援学校流山高等学園２０名程度 

※変更に適宜対応すること 

○出演内容：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 

   ※２０２０年６月２１日予定の「千葉・県民音楽祭」（県主催）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：ステージ 

○必要備品等： 

  ・プロオーケストラ関連経費 

（オーケストラ出演料・指揮者謝金・練習会指導料・練習会場料等） 

   （経費想定：３７０万円（税込）） 

   ※上記には「楽器体験ブース」（Ⅱ-６）の「講師謝金」を含める。 

  ・出演者の控室 

   ※「指揮者（１名）」、「千葉交響楽団」、「県立特別支援学校流山高等学園」で 

部屋を分けることを希望。 

   ※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 

  ・県立特別支援学校流山高等学園の交通費 

   （公共交通機関の利用を想定）（経費想定：５万円程度（税込）） 

  ・指揮者のステージ付近前室（机、椅子、姿見、電源を希望） 

  ・本番前に楽器をスタンバイするスペース 

（長テーブル１０本程度の設置を希望） 

  ・ステージ付近等の楽器保管場所 

  ・パイプ椅子７０脚程度（変更に適宜対応すること） 

  ・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分程度を見込んでいる。 

   ※委託業務として楽器の運搬等、セッティングをサポートすること。 

  ・上記オープンリハーサルのほか、練習会を前日に別会場で行う予定。 

・当日本番前、観客席の観覧者等にコンサートプログラム（出演者作成）の配布 

を出演者関係者等で行う予定。委託業務として適宜配布を補助すること。 

 

６．ちば文化資産「銚子はね太鼓」実演 
○出演者の人数：５０～６０名程度（内、男女半々程度） 

※変更に適宜対応すること。合計３団体程度の参加を予定。 
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○出演内容： 
・時間：３０分程度 

・場所：会場内 
○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 
・出演関係費（出演者交通費・楽器運搬費等） 
（経費想定：２５万円程度（税込）） 

 ・実演道具置き場（主に和太鼓。「和太鼓の展示・体験」（Ⅱ-４-ア参照）等の 
展示・体験用和太鼓を兼ねることを想定。） 

・実演道具置き場～実演場所間の道具運搬等の補助 
・マイク・スピーカー等拡声装置２式程度 
  (簡易なもので構わない。実演中に曲目紹介等に司会が使用するものと、 

篠笛の音響に使用するものを想定。） 

○その他： 
・会場（幕張メッセ国際展示場ホール８）内を移動しながら実演し（幅６ｍ×長さ
４０ｍ程度）、最後に会場内平場（１２ｍ×１５ｍ程度）で立ち止まって実演を
するという流れを想定している。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し、出演者と協議のうえ実演の流れ・スペースを決定し、  
当日現場のスペースの確保・実演時の誘導等、円滑に実演が行えるように補助す
ること。 

 ・当日朝のリハーサルを希望。 
 ・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適宜行うこと。 

 

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．おもてなしＰＲコーナー 
※千葉県商工労働部観光企画課等による合同出展。 

○主な出展内容： 

「最新技術や当事者の体験等を通じて、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。 

・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 

物資の配布、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（高齢者や障害者などの疑似体験・補助体験等） 

・「＃ちょいボラ」ＰＲ 

（２０２０おもてなしグッズ（手作りの折り紙アート等）の作成等） 

・「ビクトリーブーケ」（生花）の展示 

○必要スペース：１００㎡程度（６ｍ×１６ｍ程度） 

○必要備品等： 

・パーティション…合計幅２８ｍ程度（展示用を想定） 

・長テーブル…１０本程度 

・パイプ椅子…１０脚程度 

・電源…１口程度／総電力１５００ｗ程度（変更に適宜対応すること） 

 ○その他： 

・サインはコーナー全体のサインの他、コンテンツごとのミニサイン（最大６枚 

程度。コーナーレイアウトを鑑みて出展者との調整により詳細は決定すること。） 

も手配すること。 
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２．「ちばアクアラインマラソン２０２０」ブース 
 ○主な出展内容： 

「ちばアクアラインマラソン２０２０」大会のＰＲと交通規制の告知、大会当日の
沿道応援者としての参加を呼びかけることをコンセプトに、主に以下を実施する。 

・出走権抽選会受付 

  ・ＶＲ体験（充電式のレンタルスマホを使用することを想定） 

  ・ＰＲ動画の放映 

  ・グッズ・資材等の販売・配布 

  ・フォトスポットの設置 

  ・ＳＮＳ登録ＰＲ 

 ○必要スペース：３６㎡程度（６ｍ×６ｍ程度） 

 ○必要備品等： 

  ・パーティション…合計幅１２ｍ程度（展示用として両面使用予定） 

  ・長テーブル…８本程度 

  ・パイプ椅子…７脚程度 

  ・電源…６口程度（変更に適宜対応すること） 

※モニター（家庭用テレビ）、ＤＶＤプレイヤー、レンタルスマホの充電等で使用 

○その他： 

・調理行為を伴わない食品の販売等を予定しているため、「食品衛生及び飲食販売 

に係る調整、届出・許可申請等に係る書類作成及び事務手続き」等、実施に必要 

な各種申請等を委託業務として行うこと。 

 

３．国際交流ＰＲブース 
○主な出展内容： 

  県とウィスコンシン州・デュッセルドルフ市・桃園市との交流を含む県の国際展開 

の実績をＰＲするため、主に以下を実施する。 

  ・ホットドックの販売（調理行為を伴う） 

  ・パネル展示、パンフレット配布 

○必要スペース：１８㎡程度（３ｍ×６ｍ程度） 

○必要備品等： 

  ・パーティション…合計幅１５ｍ程度（ブース３面を区画するものと展示用を想定） 

  ・長テーブル…４本程度 

  ・パイプ椅子…１０脚程度 

  ・電源…７口程度（変更に適宜対応すること） 

    ※家庭調理用のホットプレート・電気ケトル・電熱器、及びモニター用で使用予定。 

○その他： 

 ・調理器具等は出展者で持ち込み予定。 

・調理行為を伴う飲食物の販売を予定しているため、「食品衛生及び飲食販売に 

係る調整、届出・許可申請等に係る書類作成及び事務手続き」等、実施に必要な 

各種申請等を委託業務として行うこと。当申請等に伴い、ブース仕様を変更する 

必要がある場合は、出展者と協議のうえ、変更に適宜対応すること。 

 

４．和太鼓の展示・体験、銚子の文化に触れる各種体験等コーナー 
ア 和太鼓の展示・体験 
 ○主な出展内容： 

プログラム（Ⅰ-６参照）で使用する太鼓等の展示や簡単な体験を行う。 

※銚子はね太鼓保存会（プログラム出演者）による運営を予定。 

※和太鼓は会場内の音の影響を鑑みて、音が比較的小さいものを使用する予定。 

 ○必要スペース：応相談（受託後、出展者との調整により決定すること） 
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 ○必要備品等： 

・長テーブル…３本程度（変更に適宜対応すること） 

   ・パイプ椅子…６脚程度（変更に適宜対応すること） 

 ○その他： 

・午後３時頃を目安に撤収予定。 

また、プログラム（Ⅰ-６参照）の間は実施しない予定。 

・「銚子の文化に触れる各種体験等」と一体感を持った会場レイアウトとする 

 こと。また、企画提案により実施する「文化・芸術体験コーナー」（仕様書５ 

（１）エ参照）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。 

・プログラム（Ⅰ-６参照）の実施場所までの道具運搬等の補助は委託業務と 
して行うこと。 

 

イ 銚子の文化に触れる各種体験等 
○主な出展内容： 

   ・銚子の醤油を使ったせんべい焼き体験（「ちば文化資産」関連） 

   ・航海の無事を祈る叶結び体験 

○必要スペース：応相談（受託後、出展者との調整により決定すること） 

○必要備品等： 

   ・ワークショップ等消耗品（経費想定：１２万円程度（税込）） 

    （材料費、その他消耗品等） 

   ・講師関係費（経費想定：４万円程度（税込）） 

   ・電源…１５００ｗ程度×２口程度（変更に適宜対応すること） 

       ※せんべいを焼くための電熱器等に使用することを想定 

   ・長テーブル…６本程度 

   ・パイプ椅子…２０脚程度 

○その他： 

   ・「和太鼓の展示・体験」と一体感を持った会場レイアウトとすること。 

    また、企画提案により実施する「文化・芸術体験コーナー」（仕様書５（１）エ 

参照）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。 

   ・食品を用いた体験を予定しており、実施に必要な各種申請等を委託業務として 

行うこと。 

 

５．県立博物館コーナー 
※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： 

  ・県立中央博物館（本館）：博物館体験（缶バッチ作り等）、企画展ＰＲ 

  ・県立中央博物館（大多喜城分館）：甲冑着用体験 

  ・県立現代産業科学館：化石のレプリカ作り体験、事業ＰＲ 

  ・県立房総のむら：どろめんこ絵付け体験、事業ＰＲ 

  ・県文化財課：縄文土器のしおり作り体験、日本遺産ＰＲ 

  ・合同：企画パネル展示（※） 
   （※）Ａ１サイズ・１２枚程度。「チバミュージアムフェスタ２０２０」（「オリンピック・ 

パラリンピック」と千葉のスポーツ史）の紹介等。 

○必要スペース：１７０㎡程度（１３ｍ×１３ｍ程度） 

○必要備品等： 

  ・大型機材等の運搬（経費想定：２１万円程度（税込／昨年度実績から推計）。 

    ただし、運搬業者等は出展者との調整により決定し、変更に適宜対応すること。） 

   （２ｔトラック１台程度）（区間（往復）：大多喜－千葉－会場） 

   ※甲冑・パネル・モニター・展示物（土器）・展示ケース・体験機材等の運搬を想定。 
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  ・ワークショップ等消耗品（経費想定：１６万円程度（税込）） 

   （化石レプリカ用素材、缶バッジ材料等） 

  ・電源…１．５ｋｗ程度×４口程度（変更に適宜対応すること） 

  ・長テーブル…２４本程度 

  ・パイプ椅子…４６脚程度 

  ・パーティション…合計幅１７ｍ程度（展示用） 

  ・敷物…１枚程度（４ｍ×５ｍ程度） 

○その他： 

  ・上記必要スペースに加えて、会場中央側等に３ｍ×１３ｍ程度のスペースを 

見込むこと。（コーナー周辺の展示、待機列整列等のため。） 

 ・サインはコーナー全体のサインの他、出展者ごと（４団体）のミニサインも手配 

すること。 

 

６．楽器体験ブース（千葉・県民音楽祭ＰＲブース） 

○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（４ｍ×１０ｍ程度） 

○必要備品等： 

  ・パーティション…合計幅１０ｍ程度（展示用） 

  ・長テーブル…８本程度 

  ・パイプ椅子…１０脚程度 

  ・ベルトパーティション…ポール４本程度 

    ※ブース内整列用等。ロープパーティションでの代替可能。 

○その他： 

  ・千葉交響楽団楽団員が講師として指導予定。 

  ・時間制を想定。 

 

７．その他の県及び関連団体等によるＰＲコーナー 
※（１）～（５）は必要スペースの大きさ順に並べている。 

（１）日本赤十字社千葉県支部によるブース出展 
○主な出展内容： 

  ・赤十字救護員のお仕事体験 

  ・ナース服着用、記念撮影 

  ・救急車乗車体験   

・災害時非常用簡易トイレ作成体験 

  ・パネル、救護資機材等の展示 

  ・日本赤十字社公式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：１２０㎡程度（１２ｍ×１０ｍ程度） 

○必要備品等： 

  ・パーティション…合計幅２２ｍ程度 

  ※ブースのタテ１辺（片面使用）、ブース奥のヨコ１辺（１０ｍ）を想定。 

     いずれもパネル展示用を想定。 

・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（変更に適宜対応すること） 

○その他： 

  ・救護車両１台持込み予定。 
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（２）千葉県防災危機管理部消防課によるブース出展 
 ○主な出展内容： 

 ・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 

（心肺蘇生、ＡＥＤ体験） 
  ・全国消防イメージキャラクター「消太」グリーティング 
 ○必要スペース：１２０㎡程度（１２ｍ×１０ｍ程度） 
○必要備品等： 
・パーティション…合計幅１２ｍ程度 

※パネル展示用にブースのタテ１辺（片面使用）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（変更に適宜対応すること） 
○その他： 
 ・消防車両（２ｔ以上）１台を持ち込み予定。 

 
（３）千葉県環境生活部循環型社会推進課によるブース出展 
○主な出展内容： 
・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 
○必要スペース：５０㎡程度（１０ｍ×５ｍ程度） 

 ○必要備品等： 

  ・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（変更に適宜対応すること） 
  ※ブース区画等のパーティションは不要 
○その他： 
 ・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。 

 
（４）千葉県立特別支援学校による合同ブース出展 
○主な出展内容： 
・特別支援学校作業製品の販売 

・特別支援学校のパネル展示 
○必要スペース：１８㎡程度（３ｍ×６ｍ程度） 

 ○必要備品等： 
・パーティション…合計幅３ｍ程度（展示用） 
・長テーブル…３本程度 

 ・パイプ椅子…６脚程度 
 ※電源使用予定なし 

 ○その他： 

  ・「物販」の形態を想定。（食品等の調理行為の予定なし。） 
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（５）その他ＰＲブース出展 
以下の内容で合計３団体程度（３ブース程度）が出展予定である。 

○主な出展内容：千葉県の産業・観光等及び県の取組のＰＲ、各種体験、特産品 

（食品・非食品）等の販売 

 ○必要スペース（１ブース当たり）：９㎡程度（３ｍ×３ｍ程度） 

 ○必要備品等（１ブース当たり）： 

・パーティション…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１．５ｋｗ程度 

 ○その他： 

 ・１団体（１ブース）は「食品」を含む特産品等の販売を予定しているが、「物販」 

の形態を想定（食品等の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。 

 

８．市町村によるＰＲコーナー 
以下の内容で合計１８～２０団体程度（１８～２０ブース程度）が出展予定である。 

※現在参加見込みの市町村は以下のとおり。 

 千葉市、船橋市、野田市、茂原市、成田市、東金市、旭市、鎌ケ谷市、君津市、 
八街市、印西市、白井市、匝瑳市、山武市、酒々井町、多古町、芝山町、 

横芝光町 等 

○主な出展内容：各市町村の文化・観光のＰＲ、各種展示、各種体験、特産品（食品・ 

非食品）の販売 

 ○必要スペース（１ブース当たり）：９㎡程度（３ｍ×３ｍ程度） 

 ○必要備品等（１ブース当たり）： 

・パーティション…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１．５ｋｗ程度 

 ○その他： 

 ・一部の団体は「食品」を含む特産品等の販売を予定しているが、「物販」の形態を 

想定（食品等の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。 

 

９．公益社団法人千葉県観光物産協会による物販ブース 
○主な出店内容： 

 ・千葉県の特産品（落花生及びその加工品・水産物加工品・チーバくんグッズなど） 

の販売 

   ・観光パンフレットの配布 

○必要スペース：１８㎡程度（３ｍ×６ｍ程度） 

○必要備品等： 

・パーティション…合計幅６ｍ程度 

 ・長テーブル…８本程度 

  ・パイプ椅子…４脚程度 

  ※電源使用予定なし 

○その他： 

・「食品」を含む特産品等の販売を予定しているが、「物販」の形態を想定（食品等 

の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」（仕様書５（１）エ参照）に組み込むなど、一体感のある会場 
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レイアウトとすること。 

 

10．ご当地キャラクターによるグリーティング 
○参加数：千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のほか２９体程度を想定 

（変更に適宜対応すること。） 

（主に「８．市町村によるＰＲコーナー」等に伴う参加を想定。） 

○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。 

  ・ご当地キャラクターを用いたプログラムを自由提案しても構わないが、各キャ 

ラクターの管理者との調整は委託業務として行うこと。 

  ・千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」については、県が着ぐるみを 

貸し出す予定であるので、委託業務として適正に管理し、県の指示に従って 
当日イベントに出演すること。また、スーツアクターは受託者が委託料から 
支出して手配すること。（県からの指示により省略することがある。） 

 

11．同時開催イベント 
「大会直前！千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる！（仮称）」 

○主な出展内容：東京 2020大会に向けたＰＲ 
 （フォトアトラクションの運営、東京 2020マスコットとの写真撮影会等） 
○必要スペース：２１０㎡程度（１６ｍ×１３ｍ程度） 

○必要備品等： 

・運営ボランティア（１０～１５名程度）の控室 

   ※ブース出店（展）者のための「共同休憩所」（仕様書５（１）エ参照）を 

パーティションで区画する形式でも構わない。 

・コーナー全体を区画するパーティション、または、背の低い簡易柵 

※簡易柵の場合、プラスチック製で、１本の長さ１．５ｍ程度の連結・分離 

可能なものを想定。 

・展示用パーティション…高さ２．５ｍ～３ｍ程度×幅２ｍ程度 

※フォトスポット設営用等を想定。 

・ベルトパーティション…ポール１４本程度 

 ※ブース内整列用等。ロープパーティションでの代替可能。 

・長テーブル…１５本程度 

・パイプ椅子…３０脚程度 

・姿見…１台程度 

・電源…１．５ｋｗ程度×５口程度 

※フォトアトラクションで使用する機械の仕様等に応じ、変更の可能性 

がある。変更に適宜対応すること。なお、設置場所は出展者と協議の 

上、決定すること。 

○その他： 

・マスコット控室（６畳程度のテント）を会場内に設置するため、出展者と協議 

のうえ、スペースを確保すること。 

・本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予定である 
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。 
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12．各種展示等 
（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 

    ※上限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。 

 ○その他： 

  ・展示物は千葉県環境生活部県民生活・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のうえ 
入口付近等会場外に設置することも可能とする。） 

 
（２）「ちばの魅力発信隊」フォトスポットの設置 

○主な展示物： 
  ・「ちばの魅力発信隊」コラージュパネルの展示（１種類） 
   ※発泡スチロール製。高さ２ｍ×幅３ｍ程度。裏面の糊付け等は可能。 
  ・「ちばの魅力発信隊」フォトスポットの展示（２種類） 
   ※ターポリン製。１種類につき、高さ２ｍ×幅３ｍ程度。 
○必要スペース：「主な展示物」をすべて掲示できる程度のスペース 
○必要備品等： 

  ・展示用パーティション 
   （「主な展示物」をすべて掲示できる程度の大きさ・強度とすること。） 
  ・長テーブル１本程度 
  ・パイプ椅子２脚程度 
○その他： 
 ・展示物は千葉県総合企画部報道広報課が持ち込み予定。 

 ・展示物は委託業務として受託者が会場内に設置すること。 
 ・設置場所は会場入口付近を希望。詳細は千葉県総合企画部報道広報課と協議を 

して決定すること。 
・展示のほか、「ちばの魅力発信隊」ＰＲの実施（クイズ・アンケート等の実施、 

啓発資材の配布）も出展者が行う予定。 

 
（３）その他 
 ・１団体程度が会場入口付近等で啓発物資の配布を予定している。 

配布場所等を適宜調整すること。 

 


