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１ 業務名 

「書道パフォーマンス之聖地」モニュメント整備業務 

 

２ 目的 

第15回書道パフォーマンス甲子園を成功裏に終え、全国の書道部員やこれまで大会を支えてい

ただいた方への感謝をはじめ、大会を永続的に行うために、そして後世に大会を伝えるレガシー

とするためにモニュメントを制作します。このモニュメントを書道パフォーマンスの「聖地」と

しての象徴とし、モニュメントを核とした魅力発信や誘客促進などを行うことで、大会の更なる

発展や当市のイメージアップを図ることを目的とします。 

 

３ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和５年７月 10日（月）まで 

 

４ 履行場所 

  伊予三島運動公園内 

 ※詳細については「位置図」を参照 

 

５ 業務の内容 

本業務の内容は、以下のとおりとする。 

（１） 市が指定したデザイン（別紙１-①）を基にしたモニュメント及び台座の設計、制作、設置

工事 

（２） 位置図に指定する修景範囲の修景工事 

（３） カメラスタンドの設置 

（４） 別紙２「企画説明文（案）※」の銘板設置 

※文章については変更することがある。 

（５） 過去大会の優勝校名、作品写真（別紙３）の銘板設置 

（６） 歴代本戦出場校（別紙４）の校名を刻む銘板設置 

 

６ モニュメントの構造及び材質 

（１） 設置場所の条件を踏まえ、塩害、風水害、地震等への耐久性について考慮すること。 

（２） 安全性に十分配慮し、構造計算等により、安易に倒壊または損傷することのないような構

造とすること。 

（３） 屋外での長期の使用に係る経年劣化への耐性ついて考慮すること。 

（４） 維持管理の容易なものとすること。 

（５） 材質の選定にあたっては、選定理由を明らかにし、企画提案書へ記載すること。 

 

７ モニュメント等の大きさ及び設置方向等 

（１） モニュメントは、指定したデザイン（別紙１-①）をモチーフに、イメージを損なうことな

く、どの方向から見ても立体的に設計及び制作すること。 

（２） モニュメントの大きさは、高さ 1.2ｍ以上とすること。 
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（３） モニュメントを設置するための台座は、高校生が並んで立ってもモニュメントが概ね見え

る大きさとすること。その材質については、選定理由を明らかにし、企画提案書へ記載す

ること。 

（４） 台座の正面には、「日本一の紙のまち 四国中央市」、「書道パフォーマンス之聖地」と

の銘板を設置するとともに、四国中央市の市章デザインを記載すること。 

① 「日本一の紙のまち四国中央市」任意のデザイン 

② 「書道パフォーマンス之聖地」市が指定するデザイン 

③ 「四国中央市の市章デザイン」（別紙１-②） 

（５） カメラスタンドを使用して撮影した際に、モニュメントの正面と体育館の正面玄関がフレ

ームに収まり、また写真映えするような設置方向等とすること。 

 

８ 修景工事等 

（１） 位置図に指定する修景範囲の修景工事を行うこととし、モニュメントの大きさ、樹木、樹

木の根、安全性、モニュメントの存在感等を考慮して提案すること。モニュメントは位置

図に指定する修景範囲内に設置し、修景の一部は想定範囲を超えて行うことができる。そ

の際、前述のとおり考慮して提案すること。 

（２） モニュメントが書道パフォーマンスの聖地の象徴となり、また市民や来訪者にとって新た

な憩いの場となるとともに、周囲の景観に配慮した空間やデザインとすること。 

（３） モニュメントの前は、高校生５名が並んで写真撮影ができるスペースを確保すること。 

（４） 位置図に指定する修景範囲において、駐車場から体育館への動線として幅２ｍ以上の通路

を確保することに加え、ユニバーサルデザイン及び安全面に配慮すること。 

（５） 位置図に指定する修景範囲内にある記念碑は、市が指定した場所へ移設すること（伊予三

島運動公園体育館周辺）。 

（６） 夜間、モニュメント等のライトアップを行うこと。 

（７） 別紙２「企画説明文（案）」の銘板については、モニュメントの台座もしくは修景内に設

置すること。その大きさ、設置のイメージ及び材質については、選定理由を明らかにし、

企画提案書へ記載すること。 

（８） 過去大会の優勝校名、作品写真の銘板については、別紙３に基づき１４回分を設置するこ

と。また、毎年の優勝校を追加することから、その設置スペースやコストについても考慮

すること。そのコストをはじめ、大きさ、設置のイメージ及び材質については、選定理由

を明らかにし、企画提案書へ記載すること。 

（９） 大会参加校の校名を刻む銘板は、別紙４に基づく校名を記載すること。また、毎年新たな

参加校を追加することから、その設置スペースやコストについても考慮すること。そのコ

ストをはじめ、大きさ、設置のイメージ及び材質については、選定理由を明らかにし、企

画提案書へ記載すること。 

 

９ 計画準備 

（１） 計画準備 

受注者は、業務着手にあたり、円滑に業務を遂行するために、業務の立案・計画を行い、

業務計画書を作成し、市の承認を得なければならない。 
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（２） 打合せ協議 

受注者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、市と密に連絡を取り、業務の方針及び

条件等の疑義を正すものとする。また、各関係機関との打合せにおいては、協議内容をそ

の都度記録し、市に承認を得るものとする。 

 

１０ 再委託の禁止 

  受注者は、業務の全部を一括して他に委任し、又は請け負わせてはならない。一部の委任につ

いて、市の承認を得たときは可能とする。 

 

１１ その他 

（１） 業務履行に際して必要なパソコン端末、通信機器、資材、消耗品、印刷費、車両その他

必要なものは全て契約金額に含むものとする。 

（２） 本業務における成果品は、すべて市に帰属するものとし、書面による市の承認を受けな

いで他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。ただし、成果品及びこれに付属す

る資料に関し、受注者が従前から保有する著作権は受注者に留保されるものとし、市

は、本業務の目的の範囲内で自由に利用することができるものとする。 

（３） 受注者が本件業務を実施するにあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法のほ

かこれに関連する諸法令、ガイドライン、自ら定める個人情報保護方針その他の安全管

理基準に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情

報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

（４） 受注者は、業務を実施するに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己のた

めに利用することはできないものとする。また、委託業務終了後も同様とする。 

（５） 本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は定めのない事項については市と受

注者とが協議のうえ、決定するものとする。 

（６） 関係法令を遵守し、法令の趣旨に沿って業務を実施すること。 



位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□修景の範囲：約 16ｍ × 約 6．5ｍ 

□記念碑：市が指定した場所へ移設すること（伊予三島運動公園体育館周辺） 
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別紙１ 

 

① モニュメントのモチーフとするデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 四国中央市 市章 

 



別紙 2 

※その他、文字デザイン揮毫者についても同様に紹介（予定） 

 

企画説明文（案） 

 

 書道を愛する高校生の夢舞台「書道パフォーマンス甲子園」が、令和４年７月

２４日、ここ日本一の紙のまち愛媛県四国中央市において、（コロナ禍に負ける

ことなく）１５周年の節目となる記念大会を無事成功裏に終えることができた

ことを祝するとともに、大会創設当初からこれまでの永きにわたりご尽力いた

だいた多くの関係者の皆さんに心からの感謝の意をここに表する。 

 今後も将来にわたり、この地に全国から高校生が集い、熱戦が繰り広げられ本

大会が発展し続け、「書道パフォーマンス」が全国にさらに広がるよう願いを込

めて、憧れの「書道パフォーマンス之聖地」の象徴として、ここにモニュメント

を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニュメントのモチーフは愛媛県出身の

世界的墨絵アーティスト・茂本ヒデキチ氏

によるものです。 



別紙３ 

過去大会の優勝校、作品写真 

 

第 1回 愛媛県立三島高等学校 

 

 

第 2 回 広島県立五日市高等学校 

 

 

第 3 回 大分高等学校 

 



第 4回 大分高等学校 

 

 

第 5 回 鳥取県立鳥取東高等学校 

 

 

第６回 大分高等学校 

 

 



第７回 愛媛県立三島高等学校 

 

 

第８回 香川県立高松商業高等学校 

 

 

第９回 香川県立高松商業高等学校 

 

 



第１０回 福岡県立八幡中央高等学校 

 

 

第１１回 福岡県立八幡中央高等学校 

 

 

第１２回 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 

 

 



第１４回 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 

 

 

第１５回 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 

 
 



大会 日程・場所 高校名

広島県立五日市高等学校
愛媛県立三島高等学校
大分高等学校（大分県）
広島県立五日市高等学校
英明高等学校（香川県）
愛媛県立三島高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分高等学校（大分県）
岐阜県立岐阜総合学園高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立八頭高等学校
鳥取県立米子西高等学校
広島県立五日市高等学校
愛媛県立新居浜東高等学校
愛媛県立三島高等学校
土佐女子中学高等学校（高知県）
福岡県立八幡中央高等学校
熊本県立玉名高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分高等学校（大分県）
本庄第一高等学校（埼玉県）
好文学園女子高等学校（大阪府）
尼崎市立尼崎産業高等学校 （兵庫県）
兵庫県立佐用高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立米子西高等学校
広島県立五日市高等学校
愛媛県立川之江高等学校
愛媛県立新居浜東高等学校
愛媛県立三島高等学校
土佐女子中学高等学校（高知県）
福岡県立八幡中央高等学校
熊本県立玉名高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分高等学校

第2回

第3回

第4回

歴代本戦出場校

2008.7.27（日）

川之江駅通り商店街特設会場

2009.8.2（日）

四国中央紙まつり特設会場

（川之江町商店街）

2010.7.31（土）

川之江体育館

2011.7.31（日）

川之江体育館

第1回

別紙4



大会 日程・場所 高校名

岩手県立高田高等学校
宮城県宮城第一高等学校
宮城県亘理高等学校
佼成学園女子高等学校（東京都）
創価高等学校（東京都）
岐阜県立郡上高等学校
鳥取県立鳥取中央育英高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立八頭高等学校
鳥取県立米子西高等学校
広島県立五日市高等学校
香川県立高松商業高等学校
愛媛県立新居浜西高等学校
愛媛県立新居浜東高等学校
愛媛県立松山東高等学校
愛媛県立三島高等学校
土佐女子中学高等学校（高知県）
福岡県立八幡中央高等学校
大分高等学校（大分県）
青森県立八戸東高等学校
宮城県宮城第一高等学校
創価高等学校（東京都）
新潟県立新潟江南高等学校
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校

岐阜県立岐阜商業高等学校

上宮高等学校（大阪府）

白陵高等学校（兵庫県）

鳥取県立鳥取東高等学校

鳥取県立八頭高等学校

鳥取県立米子西高等学校

広島県立五日市高等学校

香川県立高松商業高等学校

香川県立高松西高等学校

愛媛県立川之江高等学校

愛媛県立新居浜西高等学校

愛媛県立松山東高等学校

愛媛県立三島高等学校

福岡県立八幡中央高等学校

大分高等学校（大分県）

第５回

第６回
2013.7.28（日）

伊予三島運動公園体育館

2012.7.29（日）

川之江体育館



大会 日程・場所 高校名

帯広北高等学校（北海道）
秋田県立大曲高等学校
早稲田大学本庄高等学院（埼玉県）
佼成学園女子高等学校（東京都）
創価高等学校（東京都）
新潟県立新潟江南高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
京都府立莵道高等学校
上宮高等学校（大阪府）
尼崎市立尼崎双星高等学校（兵庫県）
兵庫県立伊川谷北高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立米子西高等学校
広島県立五日市高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
愛媛県立新居浜西高等学校
愛媛県立三島高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
大分高等学校（大分県）
青森県立八戸東高等学校
宮城県宮城第一高等学校
秋田県立大曲高等学校
本庄第一高等学校（埼玉県）
佼成学園女子高等学校（東京都）
創価高等学校（東京都）
新潟県立新潟江南高等学校
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
京都府立莵道高等学校
上宮高等学校（大阪府）
兵庫県立須磨東高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立米子西高等学校
広島県立五日市高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
愛媛県立西条高等学校
愛媛県立三島高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
大分高等学校（大分県）

第7回

第8回

2014.8.3（日）

伊予三島運動公園体育館

2015.7.26（日）

伊予三島運動公園体育館



大会 日程・場所 高校名

青森県立八戸東高等学校
岩手県立高田高等学校
秋田県立大曲高等学校
中央学院高等学校（千葉県）
佼成学園女子高等学校（東京都）
創価高等学校（東京都）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
愛知県立愛知商業高等学校
上宮高等学校（大阪府）
近畿大学附属高等学校（大阪）
兵庫県立須磨東高等学校
鳥取城北高等学校（鳥取県）
島根県立松江東高等学校
広島県立五日市高等学校
広島県立福山明王台高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立三本松高等学校
愛媛県立西条高等学校
愛媛県立三島高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
⾧崎県立上五島高等学校
青森県立八戸東高等学校
秋田県立大曲高等学校
本庄第一高等学校（埼玉県）
本庄東高等学校（埼玉県）
中央学院高等学校（千葉県）
佼成学園女子高等学校（東京都）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
愛知県立愛知商業高等学校
立命館宇治高等学校（京都府）
上宮高等学校（大阪府）
兵庫県立兵庫高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立八頭高等学校
岡山県立岡山東商業高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
香川県立高松高等学校
愛媛県立西条高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
⾧崎県立上五島高等学校
熊本県立御船高等学校

第9回

第10回

2016.8.7（日）

伊予三島運動公園体育館

2017.8.6（日）

伊予三島運動公園体育館



大会 日程・場所 高校名

岩手県立高田高等学校
秋田県立大曲高等学校
水戸葵陵高等学校（茨城県）
本庄東高等学校（埼玉県）
中央学院高等学校（千葉県）
創価高等学校（東京都）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
上宮高等学校（大阪府）
尼崎市立尼崎双星高等学校（兵庫県）
兵庫県立兵庫高等学校
島根県立松江東高等学校
広島県立五日市高等学校
広島県立神辺旭高等学校
香川県立高松西高等学校
愛媛県立西条高等学校
愛媛県立新居浜西高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
⾧崎県立上五島高等学校
青森県立八戸東高等学校
秋田県立大曲高等学校
水戸葵陵高等学校（茨城県）
本庄第一高等学校（埼玉県）
本庄東高等学校（埼玉県）
中央学院高等学校（千葉県）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
上宮高等学校（大阪府）
尼崎市立尼崎双星高等学校（兵庫県）
兵庫県立須磨東高等学校
鳥取城北高等学校（鳥取県）
島根県立松江東高等学校
広島県立五日市高等学校
山口県立山口高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
愛媛県立西条高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
福岡県立大牟田北高等学校

第12回

第11回

2019.8.4（日）

伊予三島運動公園体育館

2018.7.29（日）

伊予三島運動公園体育館



大会 日程・場所 高校名

青森県立八戸東高等学校
秋田県立大曲高等学校
水戸葵陵高等学校（茨城県）
本庄第一高等学校（埼玉県）
本庄東高等学校（埼玉県）
創価高等学校（東京都）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
愛知県立愛知商業高等学校
上宮高等学校（大阪府）
兵庫県立須磨東高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取城北高等学校（鳥取県）
島根県立松江東高等学校
広島県立五日市高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
香川県立高松東高等学校
愛媛県立三島高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
福岡県立大牟田北高等学校
仙台育英学園高等学校（宮城県）
秋田県立大曲高等学校
水戸葵陵高等学校（茨城県）
本庄東高等学校（埼玉県）
中央学院高等学校（千葉県）
創価高等学校（東京都）
⾧野県松本蟻ヶ崎高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
上宮高等学校（大阪府）
兵庫県立伊川谷北高等学校
兵庫県立須磨東高等学校
鳥取城北高等学校（鳥取県）
島根県立松江東高等学校
広島県立五日市高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松西高等学校
愛媛県立川之江高等学校
愛媛県立三島高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
福岡県立大牟田北高等学校

第14回

第15回

2021.7.25（日）

伊予三島運動公園体育館

2022.7.24（日）

伊予三島運動公園体育館


