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平成２６年度京都・花灯路事業に係る仮設物設営業務に係る仕様書 

 

１ 対象事業及び提供資料 

（１）京都・嵐山花灯路－２０１４ 

    【資料】 展開図 

（２）京都・東山花灯路－２０１５ 

    【資料】 展開図 

 

２ 基本事項 

（１）本年１２月実施の嵐山花灯路と来年３月実施の東山花灯路のそれぞれの実施時期を十分考

慮し，全体の準備作業工程を立て，計画的に業務を遂行すること。 

（２）嵐山花灯路で製作活用する仮設物等のうち，東山花灯路で活用できるものについては，良

品撤去の上，再活用するなど経費節減に努めること。 

（３）本事業が長期にわたる，夜間，屋外での事業であることなどの特徴を十分考慮し，雨天・

風雨対策など，仮設物の安全，安定設営等を図ること。 

（４）事業開催期間中，仮設物等を適正に管理すること。 

（５）嵐山花灯路及び東山花灯路ごとに，資材の搬出入及び設営解体の業務着手時期は別途設定

する。 

（６）資材の搬出入及び設営解体にあたっては，ガードマン等警備・交通整理要員を配置し，円

滑に遂行すること。また，解体撤去後の地形の原状回復及び周辺の清掃を行うこと。 

（７）本事業の遂行にあたっては，当協議会関係者及び他業務従事者との連携協調を図り，周辺

住民及び通行者等に十分配慮すること。 

（８）事業全般の進捗状況の把握，情報の共有化，他業務との調整協議のため，毎週または隔週

開催する定例事務局会議へ原則として出席すること。 

 

３ 委託業務内容 

（１）嵐山花灯路関係業務 

  ア 現場倉庫設営業務（設置予定期間１１月２５日～１２月３０日） 

   ●２Ｋ×３Ｋテント（四方横幕付）   ４張 

    ※指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

 

  イ 本部設営業務 

 ●２Ｋ×３Ｋテント（四方横幕付）   ６張 

本部テント，警察・救護テント，食堂，警備専用テント，多目的テント，倉庫テント 

※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

 ●２Ｋ×１．５Ｋテント（四方横幕付） １張 

   倉庫テント 

  ※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 
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 ●テント内で使用する物品 

  ・スチール製棚（Ｗ９０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ１８０ｃｍ） １３台 

  ・長机（白ビニールクロス掛） ３３台 

  ・椅子            ６７脚 

  ・ホワイトボード        ３台 

 

ウ 案内所・詰所設営業務 

 ●１．５Ｋ×２Ｋテント（四方横幕付） ４張 

  ※別途指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

 ●テント内で使用する物品 

  ・スチール製棚（Ｗ９０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ１８０ｃｍ） ４台 

    ・長机（白ビニールクロス掛） １２台 

    ・椅子            １６台 

    ・ホワイトボード        ２台 

 

  エ いけばなプロムナード設営業務 

   ●面積１．８ｍ×１．８ｍ，高さ２０ｃｍ～６０ｃｍ程度の台座 ８台 

    ※コンパネ化粧合板仕上げ，いけばなプロムナードの表示サインを付けること 

    ※それぞれの地形状況を踏まえ，灯りと花の路沿いの指定した場所に設営 

   ●作品キャプション（３０ｃｍ×２０ｃｍ） １６枚 

    ※アクリルプレート自立式とすること 

   ●１８リットル ポリタンク        １６個 

   ※留意点 

・ 使用花器と台座との一体化を図るため，作品製作者の意向を踏まえ，簡易固定金具

等を必要に応じ取り付けること 

・ 花灯路照明器具等保管倉庫（京都市中央卸売市場第一市場北関連４号棟）から嵐山

現場倉庫までの使用花器の安全な搬出入運搬を行うこと 

・ 京都いけばな協会作品出展者に対する事前説明・使用花器抽選会に係る花器の搬出

入を行うこと 

 

  オ 嵐山花灯路１０回記念いけばな作品設営業務 

   ●面積２．７ｍ×２．７ｍ，高さ２０ｃｍ～６０ｃｍ程度の台座 １台 

    ※コンパネ化粧合板仕上げ，「嵐山花灯路１０回記念」の表示サインを付けること 

    ※中之島公園の指定する場所に，地形状況を踏まえ設置すること 

   ●作品キャプション（３０ｃｍ×２０ｃｍ） ２枚 

    ※アクリルプレート自立式とすること 

   ●１８リットル ポリタンク        ４個 

   ※留意点 

     エ いけばなプロムナード設営業務と同じ 
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カ 嵯峨・嵐山古典文学の香り設営業務 

 ●パネル（パネルインクジェット出力貼り Ｗ９０ｃｍ×Ｈ１５０ｃｍ） ５枚 

  ※嵯峨・嵐山古典文学の香り額縁入 

  ※長神の杜公園内の指定する場所に設営すること 

 ●木軸基礎組（Ｗ３６０ｃｍ）    １式 

 ●サイン（３０ｃｍ×１５０ｃｍ）  １枚 

 ●順路サイン（４５ｃｍ×４５ｃｍ） ５基 

 

キ 創作行灯デザインコンペ会場設営業務 

 ●２Ｋ×３Ｋテント（四方横幕付き） １張 

※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

   ●パネル貼付用壁 

・５１０ｃｍ×１８０ｃｍ １枚 

・３３０ｃｍ×１８０ｃｍ ２枚 

    ※テント内にパネルを貼付けられるようにすること 

   ●その他 

    ・テント上掲出看板（５４０ｃｍ×６０ｃｍ）     １枚 

    ・テント内タイトルパネル（３２０ｃｍ×１０ｃｍ）  １枚 

    ・趣旨パネル（Ｂ３）                １枚 

    ・投票呼びかけパネル（Ｂ３）            １枚 

    ・作品キャプション（１５ｃｍ×４ｃｍ）      ５０枚 

    ・投票用ＢＯＸ                   １台 

    ・長机（白ビニールクロス掛）            １台 

    ・過去優秀作品案内サイン（５２ｃｍ×３６ｃｍ）   ６枚 

 

ク クイズラリー設営業務 

 ●クイズラリーポイント看板（６０ｃｍ×６０ｃｍ） ４枚 

  ・長神の杜，トロッコ嵯峨駅，法輪寺，中之島公園 

 ●スタンド看板（４５ｃｍ×４５ｃｍ） ３枚 

  ・長神の杜，トロッコ嵯峨駅，法輪寺 

 ●応募用紙回収パネル（Ｂ３） ４枚 

  ・嵐電嵐山駅，ＪＲ嵯峨嵐山駅案内所，中之島公園案内所，中之島本部 

 ●応募用紙回収ＢＯＸ ４台 

 ※クイズラリーポイントには，電気設営業者と協議のもと，スポットライトを設置し，見

やすくすること 

 ※クイズラリーについては，場所，設置物が具体的に決定していないため，上記の限りで

はない。今後，協議を進めながら決定していくこととする。 
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ケ 「灯り・嵐山美術展」設営業務 

 ●作品展示用バックパネル（９０ｃｍ×２４０ｃｍ，穴埋め加工，白表装） １５枚 

 ●立看板（９０ｃｍ×１８０ｃｍ） ３枚 

  ・Ｔ字ウエイト付 ×１（阪急嵐山駅） 

  ・ひもでくくりつけ×２（中之島公園） 

 ●スポットライト（８５Ｗハロゲン，タイマー付） １２灯 

  ※阪急嵐山駅前の指定する場所に設置すること 

 

コ 落柿舎前溝蓋設置業務 

●溝蓋（６０ｃｍ×１８ｃｍ） ６枚 

   ※落柿舎前の指定する場所に設置すること 

 

サ コトノハ行灯会場受付所設営業務 

 ●受付看板（４５ｃｍ×１２０ｃｍ） １枚 

 ●長机（白ビニールクロス掛）    ３台 

●椅子               ９脚  

●油性マーカー（１０～１２色）   ３セット 

 

シ 仮設トイレ設置業務 

●簡易水洗トイレ ６台 

・大河内山荘庭園前（男性×１，女性×２，男女共用×１） 

・嵯峨公園（男性×１，女性×１） 

●手洗い台 １台 

・大河内山荘庭園前 

※設置箇所の地形を考慮し，安定設営すること 

●トイレピクトサイン 

  ・２０ｃｍ×２０ｃｍ ５枚（男性×２，女性×３） 

  ・３０ｃｍ×３０ｃｍ １枚（男女共用） 

 

ス オープニングイベント会場設営業務 

 ●パイプ椅子   １１０脚 

 ●司会者台      １台 

 ●赤パンチカーペット（Ｗ４５０ｃｍ×Ｄ１８０ｃｍ） 

 ●酒樽用ステージ   ２台 

 ●来賓用胸バラ   １２個 

  ※別途提示する氏名等を筆書きすること 

 ●音響設備・照明設備 

  ※屋外での１００～１５０名程度を想定した音響設備・照明設備を設置すること 
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 ※留意点 

  オープニングイベントについては，場所が決定していないため，上記の限りではない。

今後，協議を進めながら決定していくこととする。 

 

セ 看板類製作・設置業務 

 ●ターミナル会場案内看板 

・ＪＲ西日本（Ｂ１サイズ） １２枚 

    京都駅×６，二条駅×１，嵯峨嵐山駅×５ 

・京都バス（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） ４枚 

    京都駅前バスターミナル×１（両面），三条京阪前×１（両面） 

・京都市交通局 市バス（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） ４枚 

    京都駅×１（両面），三条京阪前×１（両面） 

・京福電鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） ２枚 

    四条大宮駅×１，北野白梅町駅×１ 

  ・阪急電鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） １４枚 

    梅田駅×４，河原町駅×２ 

    烏丸駅，十三駅，西宮北口駅，神戸三宮駅，宝塚駅，川西能勢口駅，桂駅， 

嵐山駅については，各１枚 

  ※阪急の各主要駅舎のうち，一部京都市外を含む 

 ●交通規制関係看板 

  ・３０ｃｍ×１２０ｃｍ      １７基 

  ・４５ｃｍ×１６０ｃｍ       ３基 

  ・Ａ型（９０ｃｍ×４５ｃｍ）   １５基 

  ※会場周辺の指示する場所に安定設置（必要に応じウエイト止め）すること 

●協賛企業パネル・団体サイン 

・パネル（１８０ｃｍ×２１０ｃｍ） ３枚（パネル囲い等含む） 

※貼り代えて，東山花灯路でも使用すること 

・サイン（２０ｃｍ×９０ｃｍ）   １枚 

   ●亀山公園入口 

    ・スタンド看板（６０ｃｍ×６０ｃｍ） １枚 

    ・Ａ型看板（３０ｃｍ×１２０ｃｍ）  ２枚 

   ●プラカード 

    ・９０ｃｍ×６０ｃｍ ４枚 

      「渡月橋・竹林の小径 方面」案内 

      「一方通行」案内（野宮神社） 

      「一方通行」案内（大河内山荘庭園前） 

      「渡月橋・二尊院 方面」（大河内山荘庭園前）案内 

    ・６０ｃｍ×４５ｃｍ １枚 

      「嵯峨商店街・渡月橋 方面」案内（ＪＲ嵯峨嵐山駅前） 

   ●標識・立看板時間張替 ９か所 
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 ●その他 看板・サイン 

  ・本部標示看板（１５０ｃｍ×４５ｃｍ）  １枚 

  ・案内所標示看板（１５０ｃｍ×４５ｃｍ） ３枚 

※本部標示看板，案内所標示看板には，電気設営業者と協議のもと，スポットライトを

設置し，見やすくすること 

  ・テント吊看板（９０ｃｍ×３０ｃｍ）  ３枚 

    救護班×１，現場倉庫×２ 

・竹林案内看板（９０ｃｍ×６０ｃｍ）  １枚 

・Ａ型看板 

      無料ジャンボタクシー用（１２０ｃｍ×４５ｃｍ 両面） １枚 

      天龍寺用（４５ｃｍ×９０ｃｍ 両面，４５ｃｍ×１８０ｃｍ 片面） 各１枚 

      「一方通行」案内（３０ｃｍ×１２０ｃｍ） １枚 

      「一方通行」案内（４５ｃｍ×９０ｃｍ）  １枚 

    ・立看板 

      野宮神社用（９０ｃｍ×１８０ｃｍ）       １枚 

      ＪＲ嵯峨嵐山駅誘導看板（４５ｃｍ×１８０ｃｍ） １枚 

      嵐電嵯峨嵐山駅前誘導看板（４５ｃｍ×１２０ｃｍ）１枚 

    ・スタンド看板 

      仮設トイレ（４５ｃｍ×４５ｃｍ）  ２枚 

      喫煙所（４５ｃｍ×４５ｃｍ）    ３枚 

      立入禁止（４５ｃｍ×４５ｃｍ）   ３枚 

      行き止まり（４５ｃｍ×４５ｃｍ）  １枚 

      歩行者道路（６０ｃｍ×６０ｃｍ）  １枚 

  ・立入禁止サイン（３０ｃｍ×２０ｃｍ） ３枚 

  ・サイン（１５ｃｍ×４０ｃｍ）    １６枚 

    「本日は中止します」×１０，「本日は終了しました」×６ 

    ・大河内山荘庭園前誘導サイン（２７０ｃｍ×６０ｃｍ） 

 

ソ 消防設備・警備用資材等の調達 

 ●ボンベ消火器  １６器 

 ●防火バケツ   １６個 

 ●ハンドマイク   ６台 

 ●カラーコーン  ５０基 

 ●コーンバー   ５０本 

 ●警備用指揮棒  ３０本 

 ●石油ストーブ  １５台 

 ●ブルーヒーター  １台 

  ※１０日間分の灯油を調達し，期間中，毎日，各ストーブに補給すること 
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 ●その他 

  ・トイレットペーパー ５０個 

  ・ティシュ      ５０個 

  ・雑巾        ２０枚 

 

タ ごみ箱等，運搬設置業務 

 ※別途指定する場所に設営すること 

 

チ 回線電話設置業務 

●４台（４回線）の電話を設置すること。 

・本部（電話・ＦＡＸ） 

・大河内山荘庭園詰所（電話） 

・ＪＲ嵯峨嵐山駅案内所（電話） 

 

ツ 仮設物管理業務 

・ 開催期間中毎日正午から午後３時の時間帯で，仮設物の点検巡回パトロールを実施す

ること。破損等があれば，灯り点灯時間の午後５時までに修理すること 

・ 開催期間中の開催時間帯は，毎日仮設物管理現場責任者（１名）を本部に常駐させる

こと 

 

テ 申請用図面等作成業務 

・ 関係機関等に対する事前協議用図面及び申請用図面等を作成すること 

 

（２）東山花灯路関係業務 

ア 本部設営業務 

 ●２Ｋ×３Ｋテント（四方横幕付き）   ６張 

   本部×２，運営・警備本部×１，関係者控室×１，倉庫×１，参加型事業用×１ 

 ●１．５Ｋ×２Ｋテント（四方横幕付き） １張 

   倉庫 

 ※高台寺公園の指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

 ●テント内で使用する物品 

  ・スチール製棚（Ｗ９０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ１８０ｃｍ） １８台 

  ・長机（白ビニールクロス掛）２９台 

  ・椅子 ６０脚 

  ・ホワイトボード ３台 

 

  イ 案内所・詰所設営業務 

   ●１．５Ｋ×２Ｋテント（四方横幕付き） ５張 

    ※別途指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 
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 ●テント内で使用する物品 

  ・スチール製棚（Ｗ９０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ１８０ｃｍ） ６台 

  ・長机（白ビニールクロス掛） １３台 

・椅子 ２４脚 

・ホワイトボード ２台 

・電気ストーブ  ２台 

 

  ウ いけばなプロムナード会場設営業務 

●台座（面積１．８ｍ×１．８ｍ，高さ２０ｃｍ～６０ｃｍ程度の台座） １０台 

    ※コンパネ化粧合板仕上げ，いけばなプロムナードの表示サインを付けること 

    ※それぞれの地形状況を踏まえ，灯りと花の路沿いの指定した場所に設営すること 

   ●作品キャプション（３０ｃｍ×２０ｃｍ） ２０枚 

※アクリルプレート自立式とすること 

   ●１８リットル ポリタンク       ４０個 

   ●盗難防止キャプション（１５ｃｍ×５ｃｍ，多言語対応） １０枚 

  ※留意点 

   ・ 必要に応じて，カラーコーン，バー及び侵入防止柵などを設置すること 

・ 使用花器と台座との一体化を図るため，作品製作者の意向を踏まえ，簡易固定金具等

を必要に応じ取り付けること 

・ 花灯路照明器具等保管倉庫（京都市中央卸売市場第一市場北関連４号棟）から嵐山現

場倉庫までの使用花器の安全な搬出入運搬を行うこと。 

・ 京都いけばな協会作品出展者に対する事前説明・使用花器抽選会に係る花器の搬出入

を行うこと 

 

  エ 現代いけばな展会場設営業務 

   ●台座（面積２．７ｍ×２．７ｍ，高さ２０ｃｍ～６０ｃｍ程度） ８台 

    ※コンパネ化粧合板仕上げすること 

    ※それぞれの地形状況を踏まえ，設営すること 

   ●作品キャプション（３０ｃｍ×２０ｃｍ） １６枚 

※アクリルプレート自立式とすること 

   ●１８リットルポリタンク         ３２個 

   ●盗難防止キャプション（１５ｃｍ×５ｃｍ，多言語対応） ８枚 

  ※留意点 

   ウ いけばなプロムナード設営業務と同じ 

 

  オ 大学のまち京都・伝統の灯り展会場設営業務 

 ●台座（面積１．２ｍ×１．２ｍ，高さ２０ｃｍ） １３台 

※コンパネ化粧合板仕上げすること 

※別途指定する場所に地形状況を踏まえ設置すること 
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   ●作品キャプション（３０ｃｍ×２０ｃｍ）    １３枚 

●スタンド看板（４５ｃｍ×４５ｃｍ）       ３枚 

 

  カ 竹灯り・幽玄の川青竹灯籠製作設置業務 

   ●灯籠 １５０基 

    ※高さ３０～７０ｃｍ程度の竹筒５００本を加工し，２～５本の組み合わせたもの 

※円山公園内の小川河床に安定設置すること。なお，設置撤去にあたっては，河床の植

栽を損傷させぬよう業務を遂行すること 

   ●水ローソク ５，０００個 

 

キ 花灯路文人回廊設営業務 

 ●パネル（パネルインクジェット出力貼り Ｗ１７６ｃｍ×Ｈ８６ｃｍ） １０枚 

  ※文人回廊額縁入りパネル 

※あおくすの庭内の指定する場所に設営すること 

●木軸基礎組（Ｗ３６０ｃｍ）  １式 

●サイン（３０ｃｍ×９０ｃｍ） １枚 

 ●カラーコーン         ４個 

 ●バー             ２本 

 

  ク 創作行灯デザインコンペ会場設営業務 

   ●２Ｋ×３Ｋテント（四方横幕付き）  １張 

    ※高台寺公園の指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること 

   ●パネル貼付用壁 

・５１０ｃｍ×１８０ｃｍ  １枚 

・３３０ｃｍ×１８０ｃｍ  ２枚 

※テント内にパネルを貼付けられるようにすること 

   ●その他 

・テント上掲出看板（５４０ｃｍ×６０ｃｍ）    １枚 

・テント内タイトルパネル（３２０ｃｍ×１０ｃｍ） １枚 

・趣旨パネル（Ａ２）               １枚 

・入賞展示パネル（Ｂ３）             ５枚 

・作品キャプション（１５ｃｍ×４ｃｍ）     ５０枚 

・最優秀作品紹介パネル（Ａ２）          １枚 

・最優秀作品紹介パネル（置き式）         １台 

 

  ケ 行灯ギャラリー会場設営業務 

●展示雛段（３段 １８０ｃｍ×１８０ｃｍ，上部サイン等含む） １式 

●ギャラリーキャプション（１４ｃｍ×６ｃｍ）        １３枚 
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  コ 知恩院三門プロジェクションマッピング会場設営業務 

   ●会場表示看板等（９０ｃｍ×１８０ｃｍ）  １枚 

●最後尾手持ちプラカード（９０ｃｍ×６０ｃｍ，両面） １枚 

●終了手持ちサイン（６０ｃｍ×６０ｃｍ）  ２枚 

   ●シルバーポール  ４０本 

●プラチェーン  １５０ｍ 

●ベルトインポール        ８本 

●ハンドマイク          １台 

●警備用指揮棒          ９本 

●触角型ライト          ４個 

●ＬＥＤ懐中電灯（電池込み）   ９台 

   

サ サクハナ行灯会場受付所設営業務 

●看板（４５ｃｍ×１２０ｃｍ）    １基 

●長机（白ビニールクロス掛）     ５台 

●椅子               １５脚 

●油性マーカー（１０～１２色）   ７セット 

 

シ オープニングイベント会場設営業務 

●長机（白ビニールクロス掛）       １９台 

●パイプ椅子              ２３０脚 

●テープカットセット（９人用）       １式 

●パンチカーペット（Ｗ１８０ｃｍ×１０ｍ） １式 

●来賓用胸バラ（中）           ２３個 

 ※別途提示する氏名等を筆書きすること 

●受賞者用胸バラ（小）           ６個 

●スタンド看板（６０ｃｍ×６０ｃｍ）    １枚 

●来賓受付・会場誘導看板（４５ｃｍ×４５ｃｍ，スタンド付） ２枚 

●消火器 ２台 

●テント 

・２Ｋ×３Ｋテント   ２張（四方横幕付き） 

・１．５Ｋ×２Ｋテント １張（四方横幕付き） 

・テント内蛍光灯（ＦＬ４０Ｗ）６灯， 

    ※雨天時 

 屋根透明テント（２Ｋ×３Ｋ） ６張 

●司会者台     １台 

●カラーコーン  ２０本 

●バー      ２０本 

●音響設備・照明設備 

※２００～３００名程度を想定した音響設備・照明設備を設置すること 
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ス 八坂神社奉納舞踊設営業務 

 ●スピーカー      ２台 

 ●アンプ        １台 

 ●カセットデッキ    １台 

 ●有線マイク，スタンド ２台 

 ●立看板（９０ｃｍ×１８０ｃｍ） １枚 

●赤毛せん（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） 

 

 セ 看板類製作・設置業務 

  ●ターミナル会場案内看板 

   ・ＪＲ西日本（Ｂ１サイズ）     ９枚 

     京都駅×４，山科駅×２，二条駅×１，東福寺駅×２ 

   ・叡山電鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） １枚 

     出町柳駅 

   ・京阪電車（１８０ｃｍ×９０ｃｍ） ７枚 

     清水五条駅，祇園四条駅，京阪三条駅，淀屋橋駅，京橋駅，枚方市駅，中書島駅 

   ・京都市交通局 市バス（１８０ｃｍ×９０ｃｍ，両面） １枚 

     京都駅 

   ・京都市交通局 地下鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ）    １枚 

     東西線東山駅 

   ・京福電鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ）          １枚 

     四条大宮駅 

   ・阪急電鉄（１８０ｃｍ×９０ｃｍ）         １４枚 

     梅田駅，十三駅×２，西宮北口駅，三宮駅，桂駅，高槻市駅，茨木市駅，淡路駅 

     川西能勢口駅，宝塚駅，阪急河原町駅×２，烏丸駅 

  ※京阪，阪急各主要駅舎のうち，一部京都市外を含む 

  ●交通規制関係看板 

 ・交通規制看板  

３０ｃｍ×１２０ｃｍ       ３５枚 

Ａ型（４５ｃｍ×９０ｃｍ，両面） １５枚 

 ・タクシー対策予告看板 

３０ｃｍ×１２０ｃｍ        ４枚 

   Ａ型（４５ｃｍ×９０ｃｍ，両面）  ２枚 

 ・歩道呼びかけ看板 

   ３０ｃｍ×９０ｃｍ         １枚 

 ※別途指示する場所に安定設置（必要に応じウエイト止め）すること 

●催し会場標示看板（４５ｃｍ×１２０ｃｍ） ７枚 

  花灯路文人回廊，竹灯り・幽玄の川，大学のまち京都，現代いけなば展 

  サクハナ行灯，学生パフォーマー，参加型事業 
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   ●その他看板・サイン 

    ・本部標示看板（１５０ｃｍ×４５ｃｍ）  １枚 

    ・案内所表示看板（１５０ｃｍ×４５ｃｍ） ４枚 

※本部標示看板，案内所表示看板には，電気設営業者と協議のもと，スポットライトを

設置し，見やすくすること 

    ・テント吊看板（９０ｃｍ×３０ｃｍ） ５枚 

     救護所，消防現地警備本部，現場警察官詰所，京都観光アシストパートナー集合場所 

     花灯路サポーター集合場所，参加型事業 

    ・立入禁止サイン（４５ｃｍ×３０ｃｍ） １０枚 

    ・粟田大燈呂パネル（６０ｃｍ×９０ｃｍ） ６枚 

  

ソ 消防設備・警備用資材等調達業務 

 ●ボンベ消火器  １５器 

 ●防火バケツ   １５個 

 ●ハンドマイク   ７台 

●カラーコーン  ３０基 

●コーンバー   ２０本  

●警備用指揮棒  ３０本 

●石油ストーブ  １５台 

※１０日分の灯油を調達し，期間中，毎日，各ストーブに補給すること 

●その他 

・トイレットペーパー ６０個 

・ティッシュ     ５０個 

・雑巾        ２０枚 

 

タ ごみ箱等，運搬設置業務 

 ※別途指定する場所に設営すること 

 

チ 回線電話設置業務 

●３台（３回戦）の電話を設置すること 

 ・本部（電話・ＦＡＸ） 

 ・円山公園詰所（電話） 

 

ツ 仮設物管理業務 

・ 開催期間中毎日正午から午後３時の時間帯で，仮設物の点検巡回パトロールを実施す

ること。破損等があれば，灯り点灯時間の午後６時までに修復すること 

・ 開催期間中の開催時間帯は，毎日仮設物管理現場責任者（１名）を本部に常駐させる

こと 
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テ 申請用図面等作成業務 

・ 関係機関等に対する事前協議用図面及び申請用図面等を作成すること 

  

４ 業務実施方法等 

（１）仮設物等の製作段階において，設計変更の必要が生じた場合には，当協議会と受託業者間

で協議し，協議会の指示のもとに製作すること。これに伴う新たな契約金額を設定する。 

（２）仮設物の設営にあたっては，広報宣伝・企画運営業務請負業者及び電気工事請負業者等と

十分連携を図り，事前に調整して実施すること 

（３）作品展示関係者の作品設置にあたっては，台座等仮設物に係る要望等について誠意をもっ

て対処すること 

（４）テントの設営には，テント同士の継ぎ目の雨対策を講じること。また，テントと床上げコ

ンパネ貼りの寸法を合わせること 

 


