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１・計画

・どのようなレースをするかを考える

　　レースの種類（クリテリウム・ヒルクライム・ロードレース・TT等）
　　　　　　　　　もしくはレースに使うコース　どちらかを先に決めて考える

　⚠この時、公道の場合は、イベントの趣旨自体が公共の福祉（地域に恩恵あるもの）

　　であると認められるものであるかを考えて計画する

・コースの選定（下見等）

　　・実際にロードバイク等で何回も走り、タイヤがはまってしまう溝などの危険箇所が　

　         ないかを確認し、必要であれば道路の補修依頼を検討する。

　　⚠自動車やバイクで下見はNG。必ず参加選手と同じロードバイクで路面を確認すること

　　　【依頼する部署】

　　　前提として道路管理者に依頼する。

　　　その上で市町村道の場合は自治体の道路管理課

　　　国道・県道の場合　土木事務所、建設事務所、国土交通省の出張所に依頼する。

　　　ただ、例外の場合もあるので、コースマップを元に必ず直接問い合わせをする。

【補修依頼の内容】

道路に穴が開いている。

道路に段差・ハガレ・ヒビ割れがある。

道路の側溝蓋やグレーチングが壊れている。また、すき間が開いている。

道路に設置しているカーブミラーや誘導標識が見えにくい、または壊れている。
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　・近隣住民の状況（レースに強く反対されるかがいないかどうか）を調べ、交渉する

　

　対象地区の実行委員会の母体になりそうな団体にコンタクトを取り、大会の開催趣旨・内容を説明

　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　彼らの要請・質問を受けた上で計画を再度作成・提案

　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　住民説明会（区長）を実施する。原則対象地域の区長了解があれば法律上は問題ない。　　　　　　　　　　

　　　  　　 ↓
地域住民へ開催チラシ（全戸配布）と、説明を行う。

　　　　　　　　　　　　　　↓
商工会長や、自治体の担当者と同席の上、道路管理者と警察署に相談をする。

　　　　

⚠最初にコンタクトを取る相手としては、

　・商工会青年部

　・地元議員

　・体育協会　

　等が挙げられる。

　開催地域で一番の有力者は誰なのかを考え、

　その人物（団体）に許可を得るためにつなげてもらう人物（団体）を探す

・必要人員の配置プラン（警備計画）

　　・警備計画作成の目的として最大の目的は選手（自転車）と外部接触がないこと

　　　そして一時停止や迂回させる車両の時間を最小限にすること、

　　　他にルートを間違えないように誘導すること

原則として迂回がとれるコースであること

　　　”ツール・ド・かつらお”などう回路がないコースは、時間で規制と解放があるので
　　　運営難易度はかなりあがる（経験を積まないとNG）

・参加者数の目算

　　・同じような規模のレースに何人くらい参加しているか調べ、目算する

　　　地域により異なる（同じ内容でも人口の多い首都圏は集まりやすい）

　　　田舎になれば距離のハンデはある。それを補う魅力は考えておくこと
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・レーススケジュール（タイムテーブル）の作成

　　・オーガナイザー

・審判

・スタッフ（本部）

　　・スタッフ（立哨）

　　・参加者

オーガナイザー 審判 スタッフ（本部） スタッフ（立

哨）

参加者

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
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・レースのための道路使用時間の決定

　　・タイムテーブル作成から決定

　　　　レースの準備、レース、撤収まで

・行いたいレース距離・カテゴリー分けの数を決めてからレース時間を予想・算定する。

↓

・レース前にフェンスを設置する時間を確保する。車両の立ち入り制限を行う

↓

・当日のコース状況の最終確認を行う時間を考慮してスタート３０分前から車両と共に

　歩行者・軽車両の立ち入りを制限する。

↓

・レース終了後、フェンス・スタート・ゴール等の機材を撤収後、コースを走り撤収漏れがないことを確認し、立ち

入り制限を解除する。時間がない場合でも道路上の工作物撤去は必須。
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２・道路使用許可

・開催地と地域住民との合意を取り付ける。大前提としてここを解決させずに前に進まない

・道路管理者の了解を得る

⇨道路管理者は、国・県・市町村とうとうある

⚠国道１桁、２桁はまず封鎖はできない。

全日本や国体、オリンピックなど事情がある場合のみ１桁国道なども可

・警察署（長）へ道路使用許可の届出

　これは交通課で提出（主として道路使用許可４号、工作物の場合2号）
それとは別に署長規制（これが封鎖権限を持つ＝一般の方がイメージする封鎖のこと）

　警察署長へ挨拶状の作成が必須（様式は警察署によって異なるが基本内容は同じ）

【申請時必要書類】

　・警察署長への挨拶状（例）
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　・交通規制資料（例）
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・道路使用許可申請書
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1. 申請年月日……実際に提出する日を記入します。
2. 提出先……管轄する警察所名を記入します。
3. 申請者……個人であれば自宅の住所・氏名を記入します。(法人の場合は登記された住所と代表者
名)

4. 道路使用の目的……日よけテントの設置、○○ビル新築工事に伴う足場の設置など具体的に記入しま
す。

5. 場所又は区間……行為を行う敷地の地番を記入します。
6. 期間……実際に道路を使用する期間を記入します。
7. 方法又は形態……工事施工方法を記入しますが、書き切れない場合は「別添・道路使用計画書のとお
り」と記入し、添付書類に工事概要を記入します。

8. 添付書類……添付する図面や書類の名称を記入します。(案内図・平面図・道路使用計画書)
9. 現場責任者……実際に現場につく現場責任者の会社の所在地、会社名、氏名を記入します。

　

10.添付書類

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

　　　上尾駅前交差点から上平公園までの道路使用許可を得る場合
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３・予算

　下記の項目を基に計算する

・警備員の人数

　　・警備計画に基づいた人員配置に必要な人数

・審判等スタッフの人数

　　・審判、受付を行うスタッフ

・必要機材（計測機械等）

　　・レース開催・安全確保に必要な機材の選定、数の確認を行う

　　　　・計測チップ

　　　　・チップ巻き付けバンド

　　　　・ノートPC
　・モバイルルーター

　　　　・タイム自動計測システム

　　　　・ゴール部分にひくアンテナ保護マット

　　　　・100V電源
　　　　・本部用テント

　　　　・救護所用テント

　　　　・（バリケード用の）フェンス

　　　　・カラーコーン

　　　　・バー

　　　　・ラジオ・ツール

　　　　　　大会関係者全ての車両に受信機が必要

　　　　・MOTO審判用の無線接続装備

　　　　・距離掲示標識

0km地点（スタート）
　　　　フィニッシュ前　

25km,20km,10km,5km,4km,3km,2km,1km500m,300m,200m,100m,50m
　　　　　　　　⚠最後の1kmは赤色の三角標識

・賞金・賞品

　　・賞金についてはエントリー費から出すことはできない（賭博にあたる）ので

　　　スポンサーを得た場合に設定する

・エントリー費

　　・相場（6,000円程度＝2020年平均）を大きく変えないようにする。

⚠収入としては、エントリー費を中心にするのではなく
　共同事業としての場所提供・スポンサーを中心に、場合により補助金を考える
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４・外部との連携

・警備員の募集

　【必要とされる現場】

　交通誘導警備業務（道路または交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における

　危険を防止するため必要と認めるものに限る）

　【必要な人員】

　国道の場合交通誘導警備業務２種の有資格者が必要。

　

　【かかる費用】

　　警備員単価　31,533円
　　　日・祝日　6:00~22:00の間で拘束9時間・休憩1時間　
　　　有資格者　の場合

　　（参考）株式会社サンプラス　さま　ホームページ

　　　　　　https://sunplusone.com/about/price/
　　　　

警備要綱を主催者が作り、それを元に警備会社が手直しして最終

⇨コストをかけられる場合は警備会社にプランニング自体を依頼する。

　・警備員（資格保有）以外の人員募集と同時に研修

　　【研修内容】

　　選手との衝突防止対策として行わなければならないこと

　・特に大事なことは

　　・自転車の速度を把握させる（原付バイクくらいの速度で走り、接触が起きたら交通事故

　　となる危険性を交通整理員に理解してもらうこと。そして

　　・無線の使い方

　　一般の方は無線になじみがなく、ポイント１からポイント１５　車がポイント１３方向へ向かい　　たいと言って

いる。

　　通して良いか？とレースの進捗に合わせ誘導が行えることが求められる

　　・選手通過前後の交通整理の方法の共有

　　　　先導車両通過から回収車通過まで道路の横断、立ち入りをさせない

　　・静止しても車両・人が立ち入ってしまった場合、必ず無線等で本部に連絡する
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・審判・スタッフの募集

　　・審判

　　　　審判・スタッフともに自分のネットワークを作り募集する

　　　　チーフ・コミセール

　　　　　原則として１級公認審判員がいると全体のサポートをしてくれるが

　　　　　いない場合２級1名、3級2名は公認レースでなくとも現場にきていただく手配をする
　　　　　

　　　（審判員）

　　１級　主催者のサポートまで考えてくれる

　　２級　いわゆる2級が審判
　　３級　概要を把握している程度。

　　と理解して進めると話はスムーズに運ぶ

　　　　　

　　・スタッフ（審判資格者以外）

レース開催を知らせるホームページ、SNSに日当、条件をのせて
　　　　　必要人数を募集する

　　　　

・医師・看護師の手配

　　　医師・看護師ともにレース経験のある知人がいるためそちらに依頼する

　　　謝礼の目安は医師（５～１０万円）、看護師（１～２万円）

・緊急事故発生時の関係機関（救急病院・消防）との連携

　救急搬送先（ドクターヘリ）のルートの確保

　消防と連携して、原則は自前医療対応を行うが、生命に関わる場合救急車（移動時間も把握）

　への橋渡しをスムーズにすること。医療体制は自前で確保（医師・看護師にレース会場に待機して　もらい）極

力、公的な医療機関に迷惑をかけないようにする。

　自治体などが深く関わるレースは、医師・看護師・消防などが待機してくれる。
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５・広報

・ウェブサイトの作成

　ワードプレスやWIXで作成

（ウェブサイト例）

　ホームページに必要な項目

　・レースタイトル

　・大会要項

　　　　・開催日時

　　　　・主催

　　　　・場所（受付）

　　　　・カテゴリ

　　　　　　・各クラスの距離　参加条件（年齢・性別等）

　　　　　　・エントリー費

　　　　・参加資格

　　　　・タイムスケジュール
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　　　　・コース案内（動画・高低差）

　　　　・参加定員

　　　　　・表彰対象

　　　　　・タイムアウト基準

　　　　　・スタート・計測方法

　　　　　・駐車場

　　　　　・近隣食事施設

　　　　　・トイレ

　　　　　・交通規制

　　　　　　　・場所

　　　　　　　・時間

　　　　　・補給ポイント

　　　　　・手荷物預かり

　　　　　・計測チップ回収

　　　　　・その他特記事項

　　　　　　　・コロナ対策

　　　　　・エントリー（リンク）

　　　・問い合わせの案内

　　　・個人情報（写真・動画）の取り扱いについて

　　　・（傷害）保険の有無

・広告（SNS等）
　　・いつレースが開催されるかを周知するため

・エントリーフォームの作成

　　・外部委託（スポーツエントリー等）

　　　　　【期間】発注から反映まで２週間程度

　　　　　【予算】５～１０万円

　　※初期費用２～３万円、さらに参加者1人あたり募集代行費用がかかる
　　自転車の場合は、スポーツエントリーが強い。大きく人数を集めなくて良いという場合は

　　弊社が全国イベント窓口のGICZなどがある（主催者への請求手数料０円）　　　　

14



６・必要機材

・無線　トランシーバー

　【種類とそれぞれの特徴】

特定小

電力トラ

ンシー

バー

簡易

業務

用無

線機

IP無線機 MCA無線機

通信距離の

目安

100m～
200m

1～
3km

携帯電話の通話エリ

ア圏内

契約内容によっては全国での通信が可

能（１つの中継局のみを利用する場合

は20km～40km）

市街地
100m～
200m

0.5～
1km

携帯電話の通話エリ

ア圏内

中継局がカバーしているエリア

見通しのよ

い場所
1～2km

4km
～5
km

携帯電話の通話エリ

ア圏内
中継局がカバーしているエリア

送信出力 10mw 5w – -

免許・登録 不要

必要

（レン

タルの

場合

不要）

不要 免許の申請のみ必要
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購入時の価

格帯

9,800円
～

49,800
円

30,00
0円～
70,00
0円

80,000円～（別途回
線使用料）

180,000円～200,000円

　

デジタル簡易無線、IP無線機とMCA無線機の使い分け基準

・料金、扱いやすさで選ぶならデジタル簡易無線、IP無線機
　どうしても不足する場合、MCA無線エリアも検討する　　

・計測機材とチップ

・計測マット

・PC

・先導車両

・最後尾車両

・回収車

・中継車両（テレビ放送があるクラスのみ）

・MOTO審判用の無線接続装備
　主催者で揃えて貸し出し　 KTEL（ブランド）等

・音響

・救急（外傷対応用）セット
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７・コース準備

・スタート、ゴールの設置

　　・計測マットを設置し、本部（テント）・エアアーチを付近に設置する。

　　【エアアーチ設置時の注意事項】　

　　　・雨天・強風（風速８m/h以上）時、使用不能
　　　

・フェンスの設置

　　・走るべきコースを明確にするために設置する

　　・競技に関係のない人・車両が立ち入らないようにするため設置する

　　

・道路封鎖の場所・時間帯案内の看板設置

　　・【期間】

　　　　最低２週間前

　　　【設置条件】

　　　　風等で看板が倒れたり異動したりしてしまわないように

　　　　ワイヤー・ロープ等で固定する

　　　【掲示内容】

　　　いつ・どこが・いつからいつまで封鎖されるか　車両通行止め、交通規制あり、時間規制あり　　　などその

レースに応じた条件を掲示する
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・立哨の人員配置

　　・警備計画に基づき配置する

【配置図例】

　

⚠配置だけでなく、無線の配置と必ずそこに人がいるか主催者がチェック

　交通整理員トイレ等で勝手にいなくなる場合もあり、

　交代人員についてもプランニングする。
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８・レース当日

（審判長・チーフ）

・気象状況等に基づくウェア等コミュニケの判断

　　事前に周知していたコミュニケ（周回数・ウェア）を気象条件（天気・気温）に

　　よって必要があれば変更し、ホームページ・会場のアナウンスによって知らせる

・コース確認

　　当日、レース前に実際に走り、危険箇所がないかバリケードの設置など

　　抜けている部分がないかを確認する

・レース状況の把握

　　先導車両・MOTO審判・回収車と無線によって連携をとり行う。
　　⚠MOTO審判がレースでは重要な役割、車両はサブくらいな位置付けとする方が
　　対応はしやすい。MOTOはレース展開が頭に入っていない、経験の浅い方は要注意
　　（最後尾などから経験を積ませる）

・タイムアウト判断・通知

　　基本は事前のコミュニケによるが微妙なところ（足切り時間と同時に通過見込み）

　　は現場の判断によるが、タイムアウト判断は厳密に行うこと。

　　【基本方針】

周回コースの場合、コース特性を把握してタイムアウト時間を定める

　  クリテリウムなど周回が短い場合、学連同様に1分程度
　  その他の場合、おおむね周回の半分に達しない程度で定める
　

　【ラインレースの場合】

　　先頭集団通過時刻を予想し、警察署と協議の上封鎖時間を定める

　

　　⚠足切り時間とほぼ同時に通過した場合はその集団が切れたタイミン

　　グで、その後の走者は最後尾車両の審判などでタイムアウト宣告を行う　

　

・リザルト決定

　　（基本的に）決勝審判の目視に基づいてリザルトを決定する

　　決勝審判が目視と、計測機材のデータを照合し最終判断を行う

　　計測機材はあくまで副であり、多人数のゴールスプリントなどで目視が出来ない場合の

　　ジャッジ材料となる。実務として入賞までは審判目視にて行うが、入賞対象外は計測機材

　　のデータのまま着順とすることが多い。
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（オーガナイザー）

・参加者受付

　　計測チップ、ゼッケンの配布

・参加者へのアナウンス

　　受付時間、車検・サインの有無

・コミュニケの通知

　　当日変更があった場合、会場内アナウンス

・事故対応

　　以下の重症度・緊急度判断基準に基づき必要あれば救急車・ドクターヘリ要請。

　　それ以外（軽症）は会場内にて応急手当てを行う。　　

　⚠　緊急（重大事故発生）時には人命救助・安全確保を最優先とし、救急車両立ち入りのために

　　現場責任者がレース中断も含めて対応する。

　　この時点で審判長・医療対応責任者・オーガナイザーへ連絡。

　　⇨レース中止の判断は審判長・医療対応責任者が協議し、最終決定はオーガナイザーが行い、

　　　各所へ連絡する。

　

1 外傷の重症度・緊急度判断基準

第1段階 生理学的評価

　

※上記のいずれかが認められる場合　重症と判断する⇨搬送が必要

　認められない場合　以下の基準に基づいての判定に移る
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第２段階　解剖学的評価

※上記のいずれかが認められる場合　重症と判断する⇨搬送が必要

　認められない場合　以下の基準に基づいての判定に移る
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第３段階　受傷機転（事故の状況）

※上記のいずれかが認められる場合　重症と判断する⇨搬送が必要

スポーツ大会に参加する方は、基本的に健康であることが多いが

脳の手術明けから3か月程度でレースに参加（実業団レースを転戦する方が、手術明けのため

ビギナークラスにランクダウン）走行中に意識を失い単独転倒→その後お亡くなりになったことがあった。その

後、弊社のレース参加規定は「手術明け1年は経過していること」と改定している。

何が起こるかわからない前提で、最小限の時間で医療対応できる準備・シミュレーションをしておく
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外傷プロトコール（治療手順）
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外傷プロトコール解説

● ○  外傷のプロトコールは JPTEC(Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care)に準拠してい る。
● ○  JPTEC は日本救急医学会が作成し、JPTEC 協議会(日本救急医学会、日本臨床救急医学会、 救急振興財団、日本

救急医療財団、全国消防長会、東京消防庁、救急救命士養成施設連絡協議会 からの委員で構成)が普及促進にあたっ
ている、わが国の外傷現場活動のスタンダードである。

● ○  L&G(Load and Go:ロードアンドゴー):生命の危険の可能性が少しでも疑われる傷病者への 対応方針をいう。
● ○  高エネルギー事故:本報告書5ページの「第 3 段階:受傷機転」に掲げられた事故を高エネル ギー事故といい、それら

に該当する傷病者は「生命の危機におちいる可能性」を念頭におく。

● ○  高濃度酸素投与:L&G 適応症例では全例リザーバーマスクを用いて 10 l/分以上の酸素を投与 する。これを「高濃度
酸素投与」という。

● ○  L&G の適応判断

1 状況評価で高エネルギー事故、2初期評価(意識、気道、呼吸、循環)の異常、3全身評価で

JPTEC が定める損傷(本報告書5ページの「第2段階:解剖学的評価」に掲げられた状態と同 じ)のいずれかがあれば、L&G の適応
と判断するが、その重みは 初期評価>全身評価>状況評価

の順序である。 高エネルギー事故のみに該当し、初期評価、全身観察にまったく異常がみられない傷病者の取り 扱いについては
地域毎のプロトコールに従うか、あるいは医師に連絡して助言を求める。
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熱中症の重症度・緊急度判断基準

II度・Ⅲ度の場合

　即時、救急搬送

Ⅰ度で応急処置をして５分以上経っても症状の改善が見られない場合、救急搬送
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【熱中症対応プロトコル】
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・表彰 リザルト確定後、賞状を作成
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ウェブサイト・SNS掲載用撮影

　※賞品を事前に準備と配布ごとに並べること（その人員も確保すること）
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９・レース終了後

・結果広報

　　ホームページ、SNSへリザルトを載せる。
　　MOTOや審判車で動画を撮れるのであれば、動画も挙げる。

（一例）

https://link-tohoku.co.jp/interview/team-tt-int/

　

・地域住民・該当機関への報告

　　レースの結果（事故の有無）、感謝を伝え、次回開催時の打診をする

・スポンサーへの報告

　　レースの結果（事故の有無）、会計状況、感謝を伝え、次回開催時の打診をする
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