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令和２年度２市１町地域における共通課題に係る広域連携啓発事業 

新東名高速道路開通イベント事業 業務委託仕様書 

 

１．委託概要 

(1) 契約業務名 

令和２年度２市１町地域における共通課題に係る広域連携啓発事業 

新東名高速道路開通イベント業務委託 

(2) 履行期間  

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

(3) 実施日 

令和 3 年 3 月の休日 

昼の部 午前中を予定 

夜の部 日没後 2～3 時間程度 

※昼のイベント、夜のイベントは天候等の理由により別日に開催も可とする 

(4) 履行場所 

別図資料 2 参照 

(5) 委託料の上限 

２２，０００，０００円（税込み） 

(6) 事業者の選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

 ※選定基準は別紙募集要項を参照 

(7) 仕様書の適用範囲 

本仕様書は委託者と受託者の間で締結する令和 2 年度２市１町地域における共通

課題に係る広域連携啓発事業「新東名高速道路開通イベント業務委託」に適用する 

２． 業務目的 

新東名高速道路が、新たに御殿場ジャンクションから（仮称）御殿場インターチェンジ

間が開通することから、開通前の今でしか実現できないイベントを沿線の御殿場市、裾

野市、小山町と協調し、市町民が新東名に親しみながら今後の建設促進や 2 市 1 町の

更なる交流・連携を深めていくため、共同して「新東名高速道路開通イベント業務委託」

を実施する。また、同時に開通する国道 138 号バイパスについても合わせて開通イベン

トを実施する 

また、新型コロナ過で開催するイベントであるため、感染症防止対策に重点を置き、新

型コロナが蔓延した際にも、中止とならず実施出来る内容とする 

   具体的な業務は別紙 1「イベント概要書 1」、別紙 2「イベント概要書 2」に記した各催事の

企画、準備及び実行 

３． 会場  



2 

 

   新東名高速道路及び国道 138 号線バイパス上及び周辺 

   ※別図資料 1 を参照 

  道路管理者 

   新東名高速道路・・・・ネクスコ中日本沼津工事事務所 

   国道 138 号バイバス・・・・国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 

 

４. 業務内容 

(1) イベント内容 

別紙 1「イベント概要書 1」、別紙 2「イベント概要書 2」に記した各イベント 

① 別紙 1「イベント概要書 1」、別紙 2「イベント概要書 2」のブラッシュアップ、再構築な

どを含むトータルプロデュース 

② テント備品関係の調達 

テント、椅子、テーブルクロス紅白幕等 

③ ステージ関係の調達 

ステージ、バックパネル、音響、照明等 

④ 電気設備 

設置設備に必要な電源、照明、配線等 

⑤ 会場サイン整備 

ステージ装飾看板、スケジュール看板、会場案内看板、各種名称看板 

⑥ スタッフ 

司会、全体管理者、イベント進行、警備誘導など必要人数 

⑦ 設営・撤去・運搬 

イベントに必要な備品等の設営、撤去など 

⑧ 新型コロナ感染防止対策 

   消毒薬、検温器、三密対応、注意喚起掲示など 

⑨ 発生廃棄物の処理 

イベントに伴い発生した一般ごみ及び廃棄物の処理 

 

(2) イベント運営及び管理並びに運営計画の策定及び実施 

① イベント全体の管理運営に関する事 

・イベントの PR 

・コンテンツの設置、会場の装飾 

・来場者の案内、誘導 

・来場者のカウント 

・総括責任者の選定、配置 

・スタッフ（人数などイベント会場内配置図） 
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・その他、イベントの管理運営に必要な業務 

② PR、広報の方法及び計画 

新型コロナ禍でのイベントであるため、実施日時期の状況を鑑み、対応できる

よう効果的な告知や周知の方法について企画、提案すること 

③ 工程表 

事前の各種確認、申請、調整、制作、搬入、設営、運営、撤去及び搬出の工程

表を作成すること 

④ 緊急連絡網の整備 

緊急時の具体的な連絡体制を示したフロー図を作成すること 

⑤ 雨天時の対応 

イベント実施時の雨天対応を行うこと 

⑥ 新型コロナ感染防止対策 

各イベントにおける新型コロナ感染症防止対策を計画し実行すること 

 

（3） 成果品 

実施報告書（紙媒体：Ａ4 版カラー）：10 部 

ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ：4 部（実施報告書） 

 

５. 関係機関との折衝 

受注者は、本業務の履行に当たり、関係者、関係官公暑との折衝を要する場合又は、届

け出が必要な場合は、2 市 1 町広域連携研究会と協議し折衝又は届出を行うこととする 

  

６. 損害の賠償 

受注者は、本業務の履行に当たり、2 市 1 町広域連携研究会又は第三者に損害を与えた

場合、直ちに新東名高速道路開通イベント事業プロポーサル選定委員会にその状況を報告

し、2 市 1 町広域連携研究会の指示に従うものとする。なお、損害賠償の責任は受注者が負

うものとする 

 

７. 業務遂行上の協議 

業務遂行に当たり、生じた質疑、協議、変更事項については協議書で行い、協議内容の

議事録を作成すること 

  

８. 留意事項 

(1) 本業務を履行するうえで知り得た情報等については、第三者に開示または漏洩しない

こと 

(2) 本業務の成果品となる報告書および二次的著作物については、2 市 1 町広域連携研
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究会に帰属するものとする 

(3) 本業務を遂行するに当たっては関係する法令及び諸規程を厳守すること 

(4) 本仕様書に記載のない事項であって、本業務の遂行に必要と認められる事項が発生

した場合は、発注側担当者に速やかに協議しその指示に従うものとする 

(5) 企画の提案 

別紙 1「イベント概要書 1」、別紙 2「イベント概要書 2」で委託内容を示しているが、そ

れ以上の企画やアイデアを拒むものではなく、予算の範囲内で創意工夫を試みること

はできる 

(6) 業務の中止また縮小 

 事業を遂行する中で新型コロナ感染症が蔓延し社会的に、開催の是非を問われる

状況になった場合においてはイベントの規模縮小や中止の可能性もある 

(7) イベント会場について 

イベント会場は公共施設である道路上が主であり、各道路管理者の指示に従うこと。

また、供用開始前であるため、道路の破損や汚損が生じることのないよう実施し、道路

上での火気の使用は原則禁止である 
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別紙１「イベント概要書 1」 

 

（1）基本的前提条件 

 

「新型コロナに強いイベント」 

新型コロナ過で開催するイベントであるため、感染症防止対策に重点を置き、

新型コロナが蔓延した際にも、中止とならず実施出来る内容とする。 

 

（2）プレイベント（案） 

新東名高速道路開通イベント事業 

 

サブタイトル「（仮称）御殿場インターフェスタ・未来に繋がる道路網」 

 
①趣旨・目的 

新東名高速道路の完成を祝い、開通を全国に周知する。 

沿線の御殿場市、裾野市、小山町の 2 市 1 町民の新たな交流や利用促進また、

開通前でしか出来ない高速道路上を利用したイベント。また、全国へ向け地域の

情報発信を行う。 

※イベント実施に当たり新型コロナ感染防止対策を十分加味する 

 

②対象者 

 全国 

 ２市 1 町民 

 

③昼の部 

・オープニングセレモニー 

 首長を主体とした関係者とイベント参加者が対象 

・こけら落としサイクリング 

  著名人による走り初め 

   各市町の自転車関係者の参加 

・思い出づくり歩行者天国 

  ２市 1 町民を対象とした歩行者天国（密にならないよう参加者の調整） 

   写真スポットの設置  

・展示ブース 
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市町のブース 市町関係団体のブース（展示体験） 

・空から体験「熱気球」 

  事前申し込みによる 

・働く車の展示会 

  パトカー、消防車、自衛隊車両、ネクスコ作業車、建設機械 

 

④夜の部 

「ハイウェイラインシークレットイベント」 

基本・・無観客で実施 

・オープニングセレモニー 

 高速道路上での開催 

・セレモニー点火式 

・実行 

 花火やライティングによる演出。 

 ユーチューブによる打ち上げの配信。 

 音楽に合わせ打ち上げることも検討 

 

⑤番組制作 

 開通記念としてプレイベントを番組として撮影し放映を行う。 

 内容は、夜の部を中心に、市町の紹介、昼の部を盛り込む。 

 

⑥スマホアプリの利用 

 高速道路を体験走行できるアプリの作成及び運営（1 か月間程度） 

 

※サブタイトルの新御殿場インターの名称は仮称であり、中日本高速道路株式

会社からインター名称について報道発表された後、正式決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

イベント実施内容(案） 別紙 2「イベント概要書 2」 

昼の部 サブタイトル（案） 「（仮称）御殿場インターフェスタ・未来に繋がる道路網」 9：00～13：00 

  1 オープニングセレモニー 開通イベントのオープニングセレモニー 9：00～9：30 

    参加者 来賓者及びイベント参加者 

    （メイン会場） 会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路上 大型 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

        控え数張り             

    その他 来賓者の配席               

     セレモニー終了後はテントを一般参加者の待機休憩所として提供 

      VIP の参加有り 

  2 こけら落としサイクリング 著名人を中心に限定された参加者による体験走行 9：30～10：00 

      スタート地点から新東名側と国道 138 号側の両方向に同時走行 

    参加者 一般参加は行わず、事務局が人選した参加者のみ 

      会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路上 管理用 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

    その他 参加規模 50 名程度・コース上の警備 

     参加者は事務局が人選  提案も可 
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昼の部 3 思い出造り歩行者天国 一般参加者による歩き初め 10：00～11：30 

    （ウォーキング・ジョギング） 参加者は事前申し込みも検討。2 市 1 町の小学生、中学生の参加有り。 

    デモンストレーション 中学生による 100m 記録会など 

     会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

     高速道路上 管理用 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

    その他 写真スポットの設置 

     新東名方向ウォーキング、国道 138 号方向ジョギングなど 

      コース上の警備 

  4 空から体験「熱気球」 熱気球による空からの道路網の体験 10：00～12：00 

      会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路外 〇     〇 〇 〇 〇 

      インターチェンジや新東名、国道 138 号バイパスの形を空から体験する 

    参加者 事前申し込み等 

  5 働く車の展示 ネクスコの作業車を中心に、自衛隊車両、建設作業車の展示 10：00～11：30 

      会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路外 〇2～3           〇 

      来場者対応は各事業者。テント設置と装飾のみ 

    参加台数 15 台程度 
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昼の部 6 展示ブース 会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

    （場所未定） 高速道路 〇5           〇 

     ・市町のブース   ・地域ニミュニュティーのブース ・各道路の開設ブース・各団体のブース 

  7 シャトルバスの運行 臨時駐車場からの来客者の運送       

     運送スケジュールの立案        

     駐車場 2 箇所、運搬距離 1.5Km 以内。       

     中型バスまたはマイクロバスに 4 台程度       

夜の部 サブタイトル（案） 「ハイウェイラインシークレットイベント」 

  1 点火式 花火や照明の点火式典 

      市長・町長を中心とした参加。一般参加は無い 

      会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路内 〇   〇 〇 〇 〇 〇 

  2 花火 新東名・国道 138 号 BP の開通を祝う花火の打ち上げ 

      
インター周辺を中心に全体を利用し、ただ打ち上げるのではなく、音楽との融合や、ライティングと合わせ

た魅力的な演出が必要 

      音楽と融合させた場合、ライブでの案額配信や、打ち上げの配信を SNS 上で実施 

      メインの打ち上げ会場は 2 箇所、打ち上げごみの掃除を行う事   翌日実施 

      会場 テント ステージ 進行 運営 演出 音響 装飾 

      高速道路外 〇   〇 〇 〇 〇 〇 
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その他 1 番組制作 開通記念としてプレイベントを番組として撮影し放映を行う。 

      市町の紹介及び高速道路及びアクセス道路の整備効果など 

      昼の部の様子 

      夜の花火をメインに番組を制作 

      30 分程度の番組 

  2 オンライン配信 花火の打ち上げのオンライン配信 

      新東名高速道路を擬似体験走行できるアプリの配信プラスα 

      花火の打ち上げに合わせた音楽の配信 

  3 その他 全体の警備及び交通整理（延べ５０名 12 時間想定） 

      新型コロナ感染症防止対策 

      開通祝ノベルティ（来場者記念品の配布）一般参加者用 2000 個 

      各種許認可行為 

      イベント規模に見合った仮設トイレの設置および清掃 

      イベント実施中の清掃班の確保 

      開催日から想定できる暖房設備（ジェットヒーター等）御殿場の 3 月平均気温 6.3 度（各イベント毎） 

      イベントで使用した区間の道路清掃及び、発生したゴミの処理 

      会場案内図の作成及び配布 

 

 


