
 

 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 

開・閉会式等警備計画書（自主警備・交通警備）等作成業務委託  

業務仕様書 

 

１ 委託業務名称 

  燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等警備計画書（自主警備・交通

警備）等作成業務 

 

２ 目的 

 燃ゆる感動かごしま国体（以下「国体」という。）・燃ゆる感動かごしま大会（以下「大

会」という。）の開・閉会式等を安全かつ円滑に実施するため，実行委員会が実施する自

主警備，交通警備及び防災対策に関する計画書を作成する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和２年３月 13日（金）までとする。 

 

４ 通則 

(1) 受託者（以下「乙」という。）は，本業務を実施するにあたり，燃ゆる感動かごしま

国体・かごしま大会実行委員会（以下「甲」という。）と詳細に協議を行い，甲の承認

を受けて業務を進めるものとする。また，本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じ

た場合には，甲と協議の上その指示に従うものとする。 

(2) 乙は，本業務の趣旨を理解し，業務を進めるものとする。 

 

５ 業務の対象行事及び日程 

  別表のとおり。 

 

６ 業務内容 

  燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会の開・閉会式等を安全かつ円滑に実施するた

め，実行委員会が実施する自主警備，交通警備及び防災対策に関する計画書を作成する。 

(1) 警備計画書（自主警備）の作成 

    次の事項を検討の上，警備計画書（自主警備）を作成する。 

   ア 基本方針 

自主警備実施上の諸条件及び警備要点等を踏まえた基本方針について提示するこ

と。基本方針には，警備員に対する教育・訓練のあり方について含むこと。 

イ 警備体制組織 

指揮命令系統，連絡体制，緊急時対応体制について提示し，警備体制組織図を作

成すること。 

   ウ 事前警戒警備 

   開催前の昼夜間において，会場内への不審者の侵入防止，不審物の発見，仮設物



 

 

等の盗難・破損防止のための警備方策について提示すること。 

  エ 入場者管理 

   (ｱ) 自主警備及び行幸啓警備上必要となる，通行管理レベル区分別の通行規制箇所

について設定すること。また，通行規制・誘導方法について提示すること。 

   (ｲ) 通行管理レベル区分に基づくＩＤカード等による入場者管理方法並びに不正入

場防止対策について提示すること。 

   (ｳ) 入場口における金属探知機による入場管理方法，混雑緩和措置，入場者滞留動

線，不審者への対応方策について提示すること。 

   オ 巡回警備 

   (ｱ) 不審者，不審物，危険物等の警戒及び発見方策について提示すること。また，

発見時における対応方法について提示すること。 

   (ｲ) 犯罪行為，妨害行為等を行った者又は行おうとする者に対する対応方法につい

て提示すること。 

   カ 雑踏警備 

   (ｱ) 人の滞留や混雑が予想される場所における誘導方法等について提示すること。 

   (ｲ) 階段や勾配等の転倒事故が予想される場所における安全対策について提示する

こと。 

    キ 無人航空機対策 

    無人航空機（いわゆるドローン）等に対する対策について提示すること。また， 

発見時における対応方法について提示すること。 

   ク 雨天・荒天時における計画 

   (ｱ) 雨天時における特別な対応について提示すること。 

   (ｲ) 荒天時会場において開・閉会式が実施される場合の計画について提示すること。 

   ケ 警備員の配置・運用方法 

     上記ウ～クに係る警備員，実施本部員及びボランティアの配置・具体的な業務・

運用方法について，配置図・配置計画表・業務内容表により提示すること。なお，

配置図は警備計画図面にまとめることとし，設置する警備資機材等を表示すること。 

   コ 備品・機材等 

      必要となる資機材等の名称，規格仕様，数量，使用場所について一覧にまとめる

こと。 

   サ その他 

      上記のほか，自主警備に関する必要な事項について提示すること。 

(2) 警備計画書（交通警備）の作成 

    次の事項を検討の上，警備計画書（交通警備）を作成すること。 

   ア 基本方針 

     交通警備実施上の諸条件及び警備要点等を踏まえた基本方針について提示するこ

と。基本方針には，警備員に対する教育・訓練のあり方について含むこと。 

   イ 警備体制組織 

     指揮命令系統，連絡体制，緊急時対応体制について提示し，警備体制組織図を作



 

 

成すること。 

   ウ 交通誘導警備 

     全ての来場者及び警備員を含むスタッフの安全を確保した上で，別に定める輸送

実施計画に基づいた円滑な交通整理方法について検討すること。 

   (ｱ)  駐車許可証等による関係車両の識別及び指定駐車場等への誘導方法について提

示すること。 

   (ｲ) 駐車許可証等を持たない一般車両の進入防止方法，誤進入車両及び送迎車両の

対応方法について提示すること。 

   (ｳ) 交通規制区域内への車両進入禁止措置及び迂回誘導方法について提示すること。 

   (ｴ) 会場周辺道路における違法駐車車両の排除方法について提示すること。 

   (ｵ) 会場周辺道路，交差点，横断歩道等での車両及び歩行者の整理・誘導方法につ

いて提示すること。 

   (ｶ) 駐車（輪）場，シャトルバス乗降場（Ｐ＆ＢＲ駐車場を含む），計画バス乗降場，

タクシー乗降場等における車両及び歩行者の整理・誘導方法について提示するこ

と。 

   (ｷ) 鉄道駅及びバス停等，会場以外の歩行者動線における歩行者の整理・誘導方法

について提示すること。 

   エ 事故・事件発生時の対応 

     事故・事件等突発事案発生時の初期対応，緊急救護活動等の対応方法について提

示すること。また，大規模災害又は突発重大事案が発生した場合の対応方法につい

て提示すること。 

   オ 雨天・荒天時における計画 

   (ｱ) 雨天時における特別な対応について提示すること。 

   (ｲ) 荒天時会場において開・閉会式が実施される場合の計画について提示すること。 

カ 警備員の配置・運用方法 

    上記ウ～オに係る警備員の配置・具体的な業務・運用方法について，配置図・配

置計画表・業務内容表により提示すること。なお，配置図は警備計画図面にまとめ

ることとし，設置する警備資機材，サイン等を表示すること。 

キ 備品・機材等 

    必要となる資機材等の名称，規格仕様，数量，使用場所について一覧にまとめる

こと。 

  ク その他 

      上記のほか，交通警備に関する必要な事項について提示すること。 

(3) 防災計画書の作成 

  災害発生時等における開・閉会式会場の来場者の安全を確保するため，次の事項を

検討の上，防災計画書を作成すること。 

  ア 基本方針 

     防災対策実施上の諸条件を整理し，来場者の安全を確保する上での基本方針につ

いて提示すること。 



 

 

   イ 火災の警戒・対策 

    (ｱ) 火災等の予防・警戒及び消防用設備（消火設備，避難設備等）の点検方法につ

いて提示すること。 

   (ｲ) 火災発生時の初期消火活動及び消防関係機関への通報・連携体制について提示

すること。 

   ウ 大規模災害・突発重大事案対策 

     地震等の大規模災害やテロ等突発重大事案が発生した場合における，避難の長期

化を見据えた来場者の安全確保対策について提示すること。 

   エ 避難計画 

     避難誘導を検討する基準，避難誘導の要領，避難解除を検討する基準，避難解除

の要領及び非常放送の内容について，次の事案内容ごとに具体的に提示すること。

また，高齢者，障害者，乳幼児等の要配慮者に配慮したものとするため，適時シミ

ュレーションを行い，その結果を避難計画に反映させること。 

   (ｱ) 火災・爆発・異臭等 

    (ｲ) 地震 

    (ｳ) 落雷・ゲリラ豪雨等  

    (ｴ) 不審物・爆発物・脅迫電話等 

    (ｵ) 騒擾行為・喧噪行為・その他来場者を著しく危険又は不快な状況にする事案 

    (ｶ) その他避難誘導等が必要な事案 

   オ 避難方法・経路 

来場者が安全かつ迅速に避難できる避難方法・経路を図面等により提示すること。 

   カ 消防用設備等配置図 

     消火器，消火栓，自動体外式除細動器（ＡＥＤ）及びその他必要な設備等の位置

を図面により提示すること。 

   キ その他 

     上記のほか防災対策を実施するにあたり，必要な事項について提示すること。 

 

７ 警備計画書作成における必要事項 

(1) 各計画等との調整 

   次の計画と随時調整し，整合性を図ること。必要な資料があれば，甲が確認の上，

貸与するものとし，乙が本件委託業務終了後，速やかに甲に返却すること。 

① 第 75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」警備・消防防災基本方針 

②  燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等自主警備業務実施計画 

③ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等消防防災業務実施計画 

④ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等大規模災害・突発重大事    

案対策実施計画 

⑤ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式会場管理運営要綱 

⑥ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式会場等整備基本設計 

⑦ 燃ゆる感動かごしま大会 競技会場整備基本設計 



 

 

⑧ 燃ゆる感動かごしま国体 式典実施計画 

⑨ 燃ゆる感動かごしま大会 式典実施計画 

⑩ 燃ゆる感動かごしま国体 輸送実施計画（第１次） 

⑪ 燃ゆる感動かごしま大会（全国障害者スポーツ大会）第１次宿泊計画 

⑫ 燃ゆる感動かごしま大会（全国障害者スポーツ大会）第１次輸送計画 

⑬ その他甲が所掌する計画 

(2) 共通する他業務との連携 

     次の業務との整合を図ること。 

① 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等会場等整備実施設計業務 

② 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 式典実施要項策定業務 

③ 燃ゆる感動かごしま国体 輸送実施計画（第２次）策定業務 

④ 燃ゆる感動かごしま大会（全国障害者スポーツ大会）第２次宿泊計画策定業務 

⑤ 燃ゆる感動かごしま大会（全国障害者スポーツ大会）第２次輸送計画策定業務 

⑥ 来場者管理システム開発業務 

⑦  その他甲が所掌する各業務 

(3) 現地実地踏査による警備実施場所の把握 

     実行性のある計画を策定するため，現地実地踏査を綿密に行い，対象施設の規模，

構造，収容能力，非常口，入退場経路，避難経路及び避難場所等を十分把握すること。 

(4) 会場地委員会の競技会運営に係る計画との調整 

     会場地委員会による各競技会の実施計画，交通誘導計画等と調整を図ること。 

(5) 計画書作成に必要な調整・協議・許認可等 

     計画書作成に必要となる施設管理者，会場地委員会，消防，警察，防災機関等との

調整・協議を行うこと。 

(6) 会議運営等支援 

     甲が開催する会議及び甲が行う関係機関との協議等（以下「会議等」という。）に

出席の上，意見を聴取し議事録を作成・提出するとともに，必要となる資料や情報を

提供すること。また，会議等では必要に応じて本委託業務の実施状況等について報告・

説明を行い，提案された意見等は甲と協議の上，本業務に反映すること。 

(7) 警備業務の実施に要する経費の積算 

     燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開・閉会式等自主警備・交通警備等に要

する経費の概算積算資料を作成すること。 

 

８ 協議・打合せ等 

   業務における協議・打合せは，原則として技術者（当業務の専従担当者）が必ず立ち

会うものとし，業務着手時，中間納品時及び成果品納入時に行うほか，甲が必要とした

場合は随時実施し，資料・情報の提供を行うものとする。 

 

９ 業務実施計画書の提出 

   乙は，契約締結後速やかに甲と打合せを行い，業務実施計画書を作成し，契約締結日



 

 

から 14日以内に提出するものとする。なお，業務実施計画書には，次の事項を記載する

ものとする。 

 ① 業務工程 

 ② 業務組織計画（組織図，人員配置図，名簿等） 

 ③ 連絡担当者（責任者） 

 

10 権利義務の譲渡等 

   乙はこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，または継承してはならな

い。ただし，甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

11 成果品及び提出期限 

 (1) 成果品の内訳，仕様，数量及び納期 

内訳 仕様・数量 納期 

【中間報告】 

 ・燃ゆる感動かごしま国体 開・閉会式

等警備計画書（自主警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま国体 開・閉会式

等警備計画書（交通警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま大会 開・閉会式

等警備計画書（自主警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま大会 開・閉会式

等警備計画書（交通警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会 開・閉会式会場防災計画書 

Ａ４版カラー刷 

印刷製本各１５部 

上記の電子データ 

ＤＶＤ－Ｒ等 ３組 

令和元年 

９月 13日 

（金） 

・ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会 開・閉会式等自主警備・交通警備

等に要する経費の概算積算資料 

別途指示する。 

【最終報告】 

 ・燃ゆる感動かごしま国体 開・閉会式

等警備計画書（自主警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま国体 開・閉会式

等警備計画書（交通警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま大会 開・閉会式

等警備計画書（自主警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま大会 開・閉会式

等警備計画書（交通警備） 

 ・燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会 開・閉会式会場防災計画書 

Ａ４版カラー刷 

印刷製本各１５部 

上記の電子データ 

ＤＶＤ－Ｒ等 ３組 

令和２年 

３月 13日 

（金） 



 

 

 ・会議運営等支援に係る資料 別途指示する。 別途指示する。 

ア 中間報告の報告事項は，業務着手時に業務計画書を基に協議する。 

イ 電子データは，Windows７又は Windows10上でデータの保存，編集，表示が可能であ

ること。電子データの作成に使用するソフトウェアは，Microsoft Word及び Microsoft 

Excelを原則とし，その他のソフトウェアを使用する場合は別途協議すること。 

ウ 成果品の納入後，内容に不備等があった場合は，速やかに乙の負担で修正を行うこ

と。 

(2) 納入先 

    鹿児島市鴨池新町 10番１号 

   燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局 

    （鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局施設調整課内） 

 

12 納期等 

  本業務の円滑かつ効率的な実施のため，納期は遵守すること。 

  また，乙は納期に関わらず，甲の求めに応じ随時必要なデータ等を提出すること。 

 

13 検査等 

 成果品の納入後，甲が検査を行う。 

 

14 著作権等 

  乙は本業務の成果品に係る全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利

を含む。）を甲に無償で納品時に譲渡するものとし，著作者人格権に基づく権利行使を

行わないこととする。また，乙は成果品に係る全てについて，甲の承認を得ずに第三者

に公表，貸与及び使用させてはならない。 

  なお，甲に組織改正等による変更があった場合には著作権は変更後の組織に，組織の

解散があった場合には，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局に帰

属する。 

 

15 守秘義務 

  本業務により知り得た情報の取扱いについて十分注意し，秘密を遵守すること。 

 

16 留意事項 

 (1) 乙は，委託契約書及び仕様書に基づき，常に甲と緊密な連携をとりながら共同して

業務を進めること。 

 (2) 乙は，本業務を実施するにあたり，関係法令を遵守し，作業を進めること。 

 

 

 

 



 

 

別表 

業務の対象行事及び日程 

(1) 国体 

会場 

対象行事及び日程（いずれも令和２年） 

総合開・閉会式 

リハーサル 
総合開会式 総合閉会式 

白波スタジアム 

所在地：鹿児島市与次郎 2-2-2 
未定 

10月３日（土） 10月 13日（火） 

荒天時会場（未定）  

※ 警備対応（事前警備含む）が必要な日程：総合開・閉会式リハーサルの日又は主要仮

設物設置完了日から国体総合閉会式の日まで 

 

(2) 大会 

  ア 開・閉会式会場 

会場（予定） 

対象行事及び日程（いずれも令和２年） 

開・閉会式 

リハーサル 
開会式 閉会式 

白波スタジアム 

所在地：鹿児島市与次郎 2-2-2 
未定 

10月 24日（土） 10月 26日（月） 

荒天時会場（未定）  

※ 警備対応（事前警備含む）が必要な日程：国体終了時から大会閉会式の日まで 

イ 競技会場 

会場（予定） 
対象行事及び日程（いずれも令和２年） 

リハ大会 公式練習 競技会 

〔陸上競技（身・知）〕 

白波スタジアム 

所在地：鹿児島市与次郎 2-2-2 

５月 17日（日） 

 

未定 

 

10月 24日（土）～

10月 26日（月） 

 
〔水泳（身・知）〕 

鴨池公園水泳プール 

所在地：鹿児島市与次郎 2-31-3 

〔アーチェリー（身）〕 

鹿児島ふれあいスポーツランド 

所在地：鹿児島市中山町 591-1 

10月 25日（日） 

〔卓球（身・知・精）〕 

鹿児島アリーナ 

所在地：鹿児島市永吉 1-30-1 

10月 24日（土）～

10月 25日（日） 



 

 

〔フライングディスク（身・知）〕 

県立サッカー・ラグビー場 

所在地：鹿児島市中山町 433 ５月 17日（日） 

 

未定 

 

10月 24日（土）～

10月 26日（月） 

〔ボウリング（知）〕 

サンライトゾーン 

所在地：鹿児島市東郡元町 1-10 

10月 24日（土）～

10月 25日（日） 

 

〔バスケットボール（知）〕 

姶良市総合運動公園体育館 

所在地姶良市平松 2392 
５月 16日（土）～

５月 17日（日） 

 
〔車いすバスケットボール（身）〕 

いちき串木野市総合体育館 

所在地：いちき串木野市生福 5298-3 

〔ソフトボール（知）〕 

知覧平和公園多目的球場 

所在地：南九州市知覧町郡 17880 ５月 17日（日） 

 〔フットベースボール（知）〕 

知覧平和公園陸上競技場 

所在地：南九州市知覧町郡 17880 

〔グランドソフトボール（身）〕 

開聞総合グラウンド 

所在地：指宿市開聞十町 2613 

５月 16日（土）～

５月 17日（日） 

〔バレーボール（身・知）〕 

桜島総合体育館 

所在地：鹿児島市桜島横山町 1722-17 

５月 17日（日） 

〔バレーボール（精）〕 

平和公園串良平和アリーナ 

所在地：鹿屋市串良町有里 4831-3 
５月 16日（土）～

５月 17日（日） 

 

〔サッカー（知）〕 

国分運動公園陸上競技場 

所在地：霧島市国分清水 309 

国分運動公園多目的広場 

所在地：霧島市国分城山町 4-11 

10月 24日（土）～

10月 26日（月） 

※ 警備対応（事前警備含む）が必要な日程：仮設物設置完了日から競技会終了日まで 

ウ 指定乗降地（※） 

会場 
対象行事及び日程 

来県日 離県日 

未定 未定 未定 

※ 交通警備のみ実施する。 


