
別紙 2 

特記仕様書 

 

１ 全競技共通事項 

品名 仕様・規格 

パイプテント ①パイプテントは特段の指示がない場合色は白とするこ

と。また，大きさ，形状は物品一覧表等によること。 

②風対策に関しては万全を期すため，適切な固定具によ

り堅牢に設置すること。また，固定具は設置場所の状況

に応じた最適なものとすること。 

③テントシートは防炎加工品とすること。 

④テントを設置する際，支柱等の接地する部分には必要

に応じて養生を施すこと。 

テント横幕 ①キズ，汚れのないものとし，特段の指示がない限り，シ

ートの色は白色とする。 

②原則，幕は４方幕とし，自力で巻き上げられる状態に

しておくこと。ただし、前面幕は巻き上げた状態にして

おくこと。 

③シートは防炎加工品とする。 

④テントが接続する箇所には雨樋を付けること。 

長机 ①折りたたみ式とし，W=1800mm/D=450mm/H=700mm又は同

等の大きさとすること。 

②へこみ・傷・ゆがみ・汚れ等のない美品を用いるこ

と。 

折椅子 ①サイズはW=450mm/D=450mm/H=750mm/SH=450mm程度と

し，折りたたみ式パイプイスとすること。 

②錆，ゆがみ，破れ等のないものを使用し，施設備品と

紛れることのないようにすること。 

仮設トイレ ①水洗時には洗浄剤が同時に流れ込む簡易水洗トイレと

し，洗浄剤及び水の補給を行うこと。 

②風などによる転倒，破壊を防止するため，堅牢な方法

により固定，補強を施すこと。 

③設置期間中は仮設トイレ及び手洗いシンクを適宜巡回

(1 日 1 回以上)し，常に清潔に保つよう清掃すること。ま

た，異常がみられた場合は速やかに改善するための対応

をとること。 



④トイレットペーパー，消臭剤(液)，トイレコーナー，ト

イレブラシ，トイレ用洗剤の設置，補充及び交換を随時

行うこと。 

⑤必要に応じ，適切な目隠しを設置すること。 

⑥汲取り費用は別途。 

⑥その他詳細については，別途協議すること。 

手洗器 ①風などによる転倒，破壊を防止するため，堅牢な方法

により固定，補強を施すこと。 

②設置期間中は適宜巡回し，水の補充を行うとともに水

質管理に留意すること。また，異常がみられた場合は速

やかに改善するための対応をとること。 

デジタルカラー複合機 ①機種：デジタル複合機（ＦＡＸ及びカラースキャナー

機能付き），トナー・保守料込 

②コピー機能 

・カラー，両面 

・処理能力：３０枚／分以上，用紙サイズ：Ａ３，Ｂ

４，Ａ４まで印刷できるもの※用紙不要 

・給紙方式：500枚×３段＋マルチ手差し100枚，カウン

ト料は，5,000カウントまでは無料。それを越えた場合

１枚3円とし，別途精算とする。 

③ＦＡＸ機能 

・モノクロ 

・送受信サイズ：Ａ３，Ｂ４，Ａ４まで 

・記録方法：普通紙※用紙不要 

④FAX番号は決まり次第，発注者に報告すること。 

モノクロレーザープリンター ①所定の場所に搬入・設置後，レンタルパソコンにはＬ

ＡＮにて接続し，動作状況の確認・調整を行うこと。 

②機種：レーザープリンター（トナーカートリッジ（約

2000枚相当）は新品にしておくこと） 

③処理能力：モノクロＡ４ 30枚／分以上 

④用紙サイズ：Ａ３，Ｂ４，Ａ４対応 

⑤用紙カセット及び手差しトレイ付でＡ３とＡ４を同時

にセットできること。 

⑥付属品：プリンターケーブル，手差しトレイ，本体給

紙カセット1段（用紙不要） 

⑦消耗品：トナーカートリッジ（予備含む） 

  



２ ハンドボール競技 

(1) 仮設物 

品名 仕様・規格 

全自動洗濯機 ①洗濯容量５ｋｇ程度 

②汚れなど無いもの 

③設置場所に，現在使用中の洗濯機がある為，蛇口を一

口から二口にすること。 

④現在使用中の洗濯機の横に設置すること。 

⑤機器の搬入，設置後，動作状況を確認し，使用可能に

しておくこと。 

電話機 ①電話回線については，体育館にすでに引かれている回

線を利用すること。 

②回線敷設に係る工事，回線加入申請時にかかる諸手続

きは，受注者が代行するものとし，これに要する費用は

受注者の負担とする。 

③電話機は，子機１台付きとすること。 

④通話料は，発注者の負担とする。 

⑤会場配置図にある電話機まで配線し，使用可能な状態

に設定すること。 

⑥機器の搬入，設置後，動作状況を確認すること。 

⑦電話番号は決まり次第，発注者に報告すること。 

 

(2) ＯＡ機器及びネットワーク 

品名 仕様・規格 

パソコン ①機種：ノート型パソコン(画面サイズ13～15.4インチ)

／無線LAN対応 

②ＯＳ：日本語版Microsoft Windows7以上 

③ソフトウェア：日本語版Microsoft Office 

ProfessionalただしWordとExcelのバージョンは2010以

上とする。 

ウィルス対策ソフト：最新版のもので，かつ毎日インタ

ーネット経由で最新版が入手できるものとする。 

マウス，マウスパッド，テンキー，ＵＳＢ端子3口以

上，ＵＳＢメモリー（１ＧＢ以上のもの）１台当たり1

個 

④調整：付属品の接続，デジタルカラー複合機接続，動

作確認一式。 



⑤機材：付属品との接続に必要な機材一式 

⑥その他：インターネットへ接続して，ホームページ閲

覧及びメールの送受信を行うのでそのためのソフトが使

用できること。全パソコンからデジタルカラー複合機が

使用できる状態にすること。 

ネットワーク設定 ①パソコン，デジタルカラー複合機をＬＡＮケーブル

（有線LAN）で接続し，使用できるよう設定を行うこ

と。 

②パソコンで有線LANを使用したインターネットが利用

できるよう環境設定（ネットワーク設定）を行うこと。 

③デジタルカラー複合機でＦＡＸが送信できるよう設定

を行うこと。 

④デジタルカラー複合機のスキャナー機能によりＰＤＦ

化されたデータを，パソコンに転送できるよう設定を行

うこと。 

⑤設置に必要なケーブル，ハブ等は受注者で用意するこ

と。 

⑥各機器を所定の位置に搬入・設置後，発注者の立会い

のもと動作環境の確認・調整を行うこと。 

⑦各パソコンは，LANを構築し共有フォルダーの作成を

行なうこと。また，デジタルカラー複合機とノートパソ

コンが共有できるように設定し，その際にケーブル配線

はきれいにまとめ，動線上は，モールなどで養生を施す

こと。 

※大会終了後，受注者が用意したパソコン等の登録デー

タは消去すること。 

⑧インターネット回線については，すでに体育館に引か

れてある，回線を利用し，会場配置図にあるパソコンま

で配線し，使用可能な状態に設定すること。回線敷設に

係る工事，回線加入申請時にかかる諸手続きは，受注者

が代行するものとし，これに要する費用は受注者の負担

とする。 

⑨プロバイダー設定等の諸手続きは，受注者が代行する

ものとし，これに要する費用は，受注者の負担とし，使用

料金も受注者が支払うものとする。 

⑩大会期間中は，ＯＡ機器の保守及びメンテナンスにつ

いては，緊急時に対応できる専門知識を有する者を配置

し，対応できる事を基本とした体制で管理すること。 



LAN 設定について 

 

 

  

すべて，有線 LAN とする。 
 モデム 

複合機 



３ 男子サッカー競技 

(1) 仮設物 

品名 仕様・規格 

ホワイトボード ①キャスター付両面ホワイトでスタンド式のものとする

こと。 

②板面：Ｗ1700mm×Ｈ800mm程度とすること。 

③受け皿付のものとする。 

④イレイザー１個，マーカー黒・赤・青を各２本付ける

こと。 

⑤風が当たるような場所に設置するものについては，転

倒防止ウエイトや、盤面の回転防止策を講ずること。 

クーラーボックス ①容量60リットル程度のものとする。 

②運搬を容易に行うためのキャスター(車輪)等が付属し

ていること。 

プラスチックフェンス H=1200mm/W=1097mm程度のもので，風対策を施すこと。 

 

 

 

 

 

 

ローピング(杭付) ①立入禁止用ロープ(9mm程度)を用いて，設置撤去が素

早く行えるもの。 

②天然芝競技場においては杭又はカラーコーンを用い，

安全かつ確実な方法で対象範囲を囲うことができるも

の。 

③荒天等が予想される場合は実行委員会と協議し，必要

に応じてその対策を施すこと。 

担架 サイズはW=600mm・D=2100mm以上のものを準備するこ

と。 

パソコン 

 

①機種：ノート型パソコン(画面サイズ13～15.4インチ)

／無線LAN対応 

②ＯＳ：日本語版Microsoft Windows7以上 

③ソフトウェア：日本語版Microsoft Office 

ProfessionalただしWordとExcelのバージョンは2010以

上とする。 

④メモリ：8ＧＢ以上 



⑤システム：64bit 

⑥ウィルス対策ソフト：最新版のもので，かつ毎日イン

ターネット経由で最新版が入手できるものとする。 

⑦付属品：マウス，マウスパッド，テンキー，ＵＳＢ端

子3口以上 

⑧調整：付属品の接続，プリンター接続，動作確認一

式。 

⑨機材：付属品との接続に必要な機材一式 

⑩ライセンス：全てのライセンスを取得済みであるこ

と。 

⑪その他：モバイルデータ通信機を用いてインターネッ

トへ接続し，ホームページ閲覧，メールの送受信及び他

のソフトがインストール可能な状態に設定を行うこと。

また，パソコンからデジタル複合機及びレーザープリン

ター(以下｢プリンター｣という。)が使用できる状態にす

ること。 

モバイルデータ通信機 ①モバイルデータ通信機を用いて，ホームページ閲覧，

メール送受信等ができるよう設定すること。 

②通信機のレンタル申込手続きを代行し，パソコンとの

ネットワークの環境調整を受注者が整えること。また，

申込手続き及び大会期間中の利用料については，受注者

にて負担すること。 

③利用する端末は，SoftBank「Pocket WiFi 304ZT」と

同等以上のものを使用し，事前に仕様書中「6 業務場

所」で快適に利用できるか調査のうえ，環境整備するこ

と。また，納品時は充電が完了しておりすぐに使用でき

る状態としておくこと。 

④連日使用の予定がある場合は，各日競技終了後に充電

を行い大会の運営に支障のないように管理を行うこと。

また，充電器を大会役員がすぐに使用できるようパソコ

ンの近くに設置しておくこと。 

発電機 ①25KVA程度とし，機器を安定して利用できるよう設置

するとともに，大会期間中のメンテナンスを行うこと。 

②超低騒音タイプ，オイルフェンス一体型，ビックタン

ク標準装備 

③本体への燃料補給を行い，補給に要する費用は受注者

にて負担すること。 



④安全フェンス，安全標識，消火器等の配置を含むこ

と。 

⑤設置場所等の詳細は発注者及び施設管理者と協議のう

え，設置すること。 

ミストファン ①100Ｖ仕様，ファン直径450mm以上，水タンク内蔵。 

②タンク容量：50Ｌ程度、ボールタップ付き 

③水量の管理は受注者にて行い、適宜給水作業も行うこ

と。 

放送機器 ①設置場所：三重交通 G スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラ

グビー場第 2グラウンド及び第 4グラウンドとする。 

②規格・仕様等：トランペットスピーカー，アンプ，ミキ

サー，CDプレーヤー，ワイヤレスマイク 1本，卓上スタ

ンドマイク 1本，マイクスタンド 1本，ケーブル等一式，

その他周辺機器一式，設営撤去・機材搬入・諸雑費一式 

③音響オペレーター：大会前日及び大会期間中は，第 2グ

ラウンド及び第 4 グラウンドに配置すること。 

④養生：関係者の動線を十分考慮し，既存施設に損傷を

与えないよう必要に応じて養生を行うこと。 

⑤競技場内に十分聞こえるように設置すること。 

⑥雨天時の使用でも機器に不具合が生じないよう十分に

対策を施すとともに，専門知識を持った保守要員が 1 名

以上常駐すること。 

⑦機器の動作確認を行い，設置完了後，発注者に報告及

び操作説明を行うこと。 

⑧契約締結後速やかに発注者と協議し，スピーカーの配

置も含めた場内放送設備の設置計画書を提出すること。 

 

(2) その他 

品名 仕様・規格 

ネットワーク設定 ①モバイルデータ通信機から必要に応じてルーターを

設置し，ＬＡＮ配線，設定及びＰＲＴドライバーイン

ストールを行うこと。また，すべてのレンタルパソコ

ンからプリンターが使用できるようにすること。 

②レンタルパソコン及び物品一覧表に記載の持込みパ

ソコンで，モバイルデータ通信機を用いてインターネ

ットが利用できるよう環境設定（ネットワーク設定）

を行うこと。 



④設置に必要なケーブルや無線ルーター，ハブ等は受

注者で用意すること。 

⑤各機器を所定の位置に搬入・設置後，発注者の立会

いのもと動作環境の確認・調整を行うこと。 

※大会終了後，受注者が用意したパソコン等の登録デ

ータは消去すること。 

⑥大会期間中は，ＯＡ機器の保守及びメンテナンスにつ

いては，緊急時に対応できるよう専門的な知識を有する

者を配置し，常時対応できる体制で管理すること。 

  



４ 水球 

(1) 仮設物 

品名 仕様・規格 

パソコン 

 

①機種：ノート型パソコン(画面サイズ13～15.4イン

チ)／無線LAN対応 

②ＯＳ：日本語版Microsoft Windows7以上 

③ソフトウェア：日本語版Microsoft Office 

ProfessionalただしWordとExcelのバージョンは2010

以上とする。 

④メモリ：8ＧＢ以上 

⑤システム：64bit 

⑥ウィルス対策ソフト：最新版のもので，かつ毎日

インターネット経由で最新版が入手できるものとす

る。 

⑦付属品：マウス，マウスパッド，テンキー，ＵＳ

Ｂ端子3口以上 

⑧調整：付属品の接続，プリンター接続，動作確認

一式。 

⑨機材：付属品との接続に必要な機材一式 

⑩ライセンス：全てのライセンスを取得済みである

こと。 

⑪その他：回線，モバイルデータ通信機を用いてイン

ターネットへ接続し，ホームページ閲覧，メールの送

受信及び他のソフトがインストール可能な状態に設

定を行うこと。また，パソコンからデジタル複合機及

びレーザープリンターが使用できる状態にすること。 

モバイルデータ通信機 ①現地確認を行い，モバイルデータ通信機が通信可

能な回線業者・機器を選定すること。 

②モバイルデータ通信機を用いて，ホームページ閲

覧，メール送受信等ができるよう設定すること。 

③通信機のレンタル申込手続きを代行し，パソコンと

のネットワークの環境調整を受注者が整えること。ま

た，申込手続き及び大会期間中の利用料については，

受注者にて負担すること。 

④利用する端末は，事前に仕様書中「6 業務場所」

で快適に利用できるか調査のうえ，環境整備するこ

と。また，納品時は充電が完了しておりすぐに使用



できる状態としておくこと。 

④連日使用の予定がある場合は，各日競技終了後に充

電を行い大会の運営に支障のないように管理を行う

こと。また，充電器を大会役員がすぐに使用できるよ

うパソコンの近くに設置しておくこと。 

電話回線 ①光回線 

②回線敷設に係る工事，回線加入申込時に係る諸手

続きは，受託者が代行するものとし，これに要する

費用は受託者の負担とする。 

ひな壇 ①施設備品であるプール桟橋を利用し，式典ひな壇を

設営すること。 

②利用する桟橋は，下部に車輪が備え付けられてお

り，式典時には，列席者及び選手等がひな壇にあがる

ため，適切な固定具により堅牢に設置すること。また，

固定具は設置場所の状況に応じた最適なものとする

こと。 

③式典時には，周囲に役員，報道関係者等が近づく可

能性があるため，怪我等がないよう安全対策を施すこ

と。 

選手用椅子 ①プールサイドに設置するため施設を傷めない物品

であること。 

②式典開始前に練習を行うチームがいるため，防水性

を備えていること。 

③式典後，試合を行うため，役員補助員が速やかに撤

去ができるような物品であること。 

遮光シート ①サブプール側の天井梁部分からシートを吊り下げ，

遮光対策を行うこと。 

②シートは，遮光対策ができる素材であること。 

③競技会場から練習会場の動線に影響のないよう通

路を確保すること。 

④設置・撤去の際は，既存施設を傷めないよう注意を

払い，落下防止の安全対策を講じて設置すること。 

※遮光シート設置案参照 

 

 

 

 

 



(2) その他 

品名 仕様・規格 

ネットワーク設定 ①回線，モバイルデータ通信機からルーターを設置

し，ＬＡＮ配線，設定及びＰＲＴドライバーインス

トールを行うこと。また，すべてのレンタルパソコ

ン，プリンター，デジタルカラー複合機が使用でき

るようにすること。 

②レンタルパソコンについては，インターネットが

利用できるよう環境設定（ネットワーク設定）を行

うこと。 

③設置に必要なケーブルや無線ルーター，ハブ等は

受注者で用意すること。 

④各機器を所定の位置に搬入・設置後，発注者の立

会いのもと動作環境の確認・調整を行うこと。 

※大会終了後，受注者が用意したパソコン等の登録

データは消去すること。 

⑤大会期間中は，ＯＡ機器の保守及びメンテナンスに

ついては，緊急時に対応できるよう専門的な知識を有

する者を配置し，常時対応できる体制で管理するこ

と。 

  



水泳場メインプール 遮光シート設置前 

 

水泳場メインプール 遮光シート設置案 

 
横幅 28ｍ程度 

高さ 15ｍ程度 

遮光シート設置範囲

15ｍ程度 


