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      契   約   書  （案） 

 

 支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 吉成 信行（以下「甲」とい

う。）は、                        （以下「乙」という。）

と「平成 27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務」（以下「業務」という。）

について、次の条項により契約を締結する。 

 

 

（契約の内容） 

第１条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は金     円(うち消費税及び地方消費税の額    円）とする。 

２ 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和 63年法律第１０８号）第２８条

第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和 25 年法律第２２６号）第７２条の８２及び第

７２条の８３の規定に基づき、契約金額に１０８分の８を乗じて得た額である。 

 

（履行期限及び納入場所） 

第３条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 

  履行期限 平成 28年 2月 29日 

    納入場所 中国四国地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（再委任等の禁止） 

第５条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面に

より甲の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（監督） 

第６条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 

２ 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 

 

（検査及び引渡し） 

第７条  乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面によ

り甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から 10日以内に検査を行い、検査に合格し

た後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 

３ 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな

い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日

（別添１） 



から起算する。 

 

（契約金額の支払い） 

第８条 乙は、前条第２項の検査に合格したときは、契約金額（この契約の締結後、契約

金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。）の支払いを請求するも

のとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内（以下「約

定期間」という。）に契約金額を支払わなければならない。 

 

（支払遅延利息） 

第９条  甲は、第８条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の

日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延

に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額

を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないこと

が、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期

間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 

 

（仕様書等の変更） 

第１０条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様

書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるとき

は履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。 

 

（業務の中止） 

第１１条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、

乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除するときは、第７条から９条までの規定に準じ精算する。 

 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は

一部を解除することができる。 

一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがない

と認められるとき。 

二 乙が第５条、第１９条又は第２０条の規定に違反したとき。 

三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の

職務の執行を妨げたとき。 

四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約

を解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 



二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

３ 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催

告することなくこの契約を解除することができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（再受任者等に関する契約解除） 

第１３条 乙は、契約後に再受任者等（再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同

事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手

方をいう。以下同じ。）が第１２条第２項及び第３項の一に該当する者（以下「解除対

象者」という。）であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除

し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任

者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任

者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講

じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 

 

（違約金等） 

第１４条 甲が第１２条又は前条第２項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合

は、乙は契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に

支払わなければならない。 

２ 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約

金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止

法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」と

いう。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に

対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当

該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、こ



の契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行とし

ての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命

令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。 

四 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治 40年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

３ 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経

過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１５条 甲は、第１２条第２項、第３項又は第１３条第２項の規定によりこの契約を解

除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要

しない。 

２ 乙は、甲が第１２条第２項、第３項又は第１３条第２項の規定によりこの契約を解除

した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（表明確約） 

第１６条 乙は、第１２条第２項及び第３項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第１７条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと

もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要

な協力を行うものとする。 

 

（かし担保） 

第１８条 甲は、第７条の規定により引渡しを受けた後 1年以内に隠れたかしを発見した

ときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。 

 

（秘密の保全） 

第１９条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用

してはならない。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第２０条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を



得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及

び中小企業信用保険法施行令（昭和 25年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融機

関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の

効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における

予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令（昭和 55年政令第２２号）第５条第１項

に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。  

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第２１条  この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲

乙協議して解決するものとする。 

 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

   平成 年 月 日 

 

 

     甲  住 所    岡山県岡山市北区下石井１丁目４番１号 

             岡山第２合同庁舎１１階  

         氏 名    支出負担行為担当官 

中国四国地方環境事務所 

                             総務課長 吉成 信行  印 

 

 

 

          乙    住 所   

           氏 名   

   印 
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（別添２） 

 

平成 27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務仕様書 

 

１ 業務の趣旨 

（１）平成 27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の趣旨及び目的 

   中国四国地方環境事務所では、一人ひとりが自らのライフスタイルを見直す機会を提供する

ことを通じて「３Ｒ（Reduce・Reuse・Recycle）」に関する理解を深め、特に、３Ｒのうちリサ

イクルに比べて優先順位が高いリデュース、リユースを中心に周知し、持続可能な社会の実現

を目指し循環型社会の形成の推進を図ることを目的として、「平成 27 年度３Ｒ推進中国四国地

方大会（以下、「大会」という。）」を開催する。 

 

（２）コンセプト 

   これまでの開催結果からも未だ３Ｒを認知していない層に対して、幅広く、３Ｒの実践と継

続を呼びかける必要があり、これらの層をターゲットに普及啓発を実践していくためには、気

軽に楽しく取り組める具体的な選択肢の提供とＰＲ方法の組み立てが重要である。 

  近年、飲食店やイベント会場等で使い捨ての飲料容器を使用しない取組が着実に広がるなか、

個人がマイボトル（水筒）やマイカップ（タンブラー）を持参した場合にも飲料等のサービス

を提供する動きが出るなど身の回りでもマイボトルやマイカップを使用する取組が見られるよ

うになっている。 

  このような状況を踏まえ、スポーツイベント、音楽イベント、お祭り等の「環境」を主たる

テーマとしていないイベントの会場やショッピングモール、商店街等（以下、「イベント会場等」

という。）において、主催者等と連携し、来場者や参加者（以下、「来場者等」という。）を対象

に効果的な３Ｒの普及啓発活動を行うことを通じ、循環型社会の実現に向け、一人ひとりが自

らのライフスタイルを見直す機会を提供できるような大会とする。 

 

２ 業務の内容 

  平成 27年８月～12月の間に、中国地域（鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の範囲を

いう。）及び四国地域（徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の範囲をいう。）で開催されるイベン

ト会場等において、各地域１箇所以上（計２箇所以上）と連携し、来場者等に対して「リユース

容器」の活用を通じて３Ｒの体験の場の提供を行うなど、効果的な普及啓発活動を行うこと。 

  詳細は以下のとおりとし、今年度の業務実施後も効果が持続し、費用対効果が高くなるよう十

分に留意すること。 

 

（１）会場の設営、運営等 

連携するイベント会場等全体及びブースの来場者等人数の目標値を示した上で、それを前

提としたブースを会場内に設営するとともに、ブース管理（エコステーションや回収ボック

スの設置）等も含めた実施内容を示し当日運営すること。 
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なお、必要なブース設置、資材搬入及び撤去については、関係者と十分な協議を行い安全

対策等必要な措置を講ずること。また、会場の設営、運営等に際し、使用場所等の管理者に

対し、何らかの費用が発生する場合には、請負者で負担すること。 

 

（２）会場内での普及啓発活動 

３Ｒ推進全般における普及啓発を促進するため、会場内において、看板・パネル・横断幕・

のぼり等の設置、体験学習、アトラクション、アナウンス、パンフレットの配布等の宣伝活

動を行うこと。内容は、来場者等が３Ｒについて、すぐに理解でき、実行に結びつけられる

ものとすること。 

イベント会場における「ごみ」の発生抑制を図るとともに、来場者等に対して、自発的な

３Ｒの実践行動へ誘引となる「リユースカップ」等の使用体験ができるようなシステムを構

築すること。「リユースカップ」等は、利用者には利用や返却がしやすく、提供者には貸し出

しや回収がスムーズに行えるようなシステムを構築すること。 

普及啓発活動に必要な資材・物品については、請負者において準備することを原則とする

が、パネル・横断幕・のぼり・パンフレットは、中国四国地方環境事務所の所有物品を使用

することも可能。 

 

（３）アンケートの実施等 

事業の効果を測るため、最も効率の良い方法により来場者等に対してアンケートを実施（配

布、回収、集計、分析等）すること。 

アンケート参加者を対象に普及啓発用品として「オリジナル３Ｒグッズ（マイボトルやマ

イ箸等）」を提供する。これらは、各自が持ち帰り継続的に使用してもらうことを目的として

いるため、その趣旨を十分周知すること。 

「オリジナル３Ｒグッズ（マイボトルやマイ箸等）」等の普及啓発物品は、請負者において

準備すること。 

   

（４）業務計画の策定 

具体的な実施内容、方法、スケジュール等について関係各主体と所要の調整を行った上で

業務実施計画を策定すること。 

 

（５）実施体制 

   本業務の円滑な実施のため、実行組織体制や管理責任者設定、従事者の配置や役割分担、ス

ケジュール管理及び外部協力者へのアプローチ等を調整すること。 

 

（６）その他（実施場所での環境配慮事項等） 

ア 来場者等には、来場の際に公共交通機関の利用促進や、自動車等の相乗りの啓発を促す

広報に努めること。 

イ 各種印刷物は必要最小限とすること。 
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ウ レジ袋、使い捨て容器等を極力使用しないこと。 

エ 搬入、搬出にあたっては、車のアイドリングストップ等の地球温暖化防止対策を積極的

に行うこと。 

オ 展示ブース内等の照明は適切に調整すること。 

カ 廃材、くず等の廃棄物は、施工者等が必ず持ち帰り適正に処理すること。 

 

（７）大会終了後の効果把握及び集約、展開 

   本年度業務の効果を把握するために、それぞれにおいて実施後の効果を集約すること。 

 

３ 業務実施期間 

  契約締結日から平成 28年２月 29日（月）まで 

 

４ 成果物 

期間中の実施内容や得られた情報を分かりやすくまとめたもの及び本年度事業の効果把握の分

析結果から、今後の方策を提言した報告書を作成すること。 

（１）提出部数 

   ア 報告書 30部（Ａ４カラー判 50頁程度） 

   イ 報告書のデータを収納した電子媒体（DVD-R）３式 

（２）成果物の仕様 

    報告書及び電子データの仕様は、別添によること。 

（３）提出場所、期限 

    中国四国地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 

       平成 28 年２月 29日（月） 

 

５ 著作権等の扱い 
（１）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作

権等」という。）は、環境省が保有するものとする。 
（２）成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」という。）

の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 
（３）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に

必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 
 
６ 情報セキュリティの確保 

請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 
（１）請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及

び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 
（２）請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付

けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 
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    また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応

じて適切に取り扱うこと。 
（３）請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不

十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生した

ときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れる

こと。 
（４）請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合

には、確実に返却し又は廃棄すること。 
    また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応

じて適切に廃棄すること。 
（５）請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 

（参考）環境省情報セキュリティポリシー 
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf  

   

７ その他 
（１）請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるい

は本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこ

と。 
（２）静的コンテンツのみのホームページ作成に当たっては、「環境省ウェブサイト作成ガイドラ

イン」及び受注後に提供される「環境省ホームページ対応基準書」に基づくこと。 
また、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」は以下の URL において公開している。 

http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/web_gl/ 
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（別添） 

 

１ 報告書等の仕様及び記載事項 

報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 27 年 2月 3日閣議決

定。以下「基本方針」という。）の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 

なお、「資材確認票」（基本方針 198 頁、表３参照）及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の

工程における環境配慮チェックリスト」（基本方針 199 頁、表４参照）を提出するとともに、印

刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示す

ること。 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準

にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製し

ています。 

なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針

（http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html）を参考に適切な表示

を行うこと。 

 

２ 電子データの仕様 

（１）Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。 

（２）使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 

・文章；ワープロソフト Justsystem 社一太郎（ファイル形式は一太郎 2011 以下）、又は

Microsoft 社 Word（ファイル形式は Word2010 以下） 

・計算表；表計算ソフト Microsoft 社 Excel（ファイル形式は Excel2010 以下） 

・画像；BMP 形式又は JPEG 形式 

（３）（２）による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 

（４）以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び

DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。 

（５）文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 

 

３ その他 

成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必

要な措置を講ずること。 



（別添３）

平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務

に係る提案書作成・審査要領

中国四国地方環境事務所

本書は、平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務に係る提案書の作成、

審査等の要領を提示するものである。

第１ 提案書作成要領

１ 提案書の構成及び作成方法

以下に、「平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務に係る提案書の評

価基準表」（以下、「評価基準表」という。）から「評価項目」及び「要求要件」を転載

する。

評価項目 要求要件

大項目 中項目 小項目

0 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事

項に反し、又は矛盾する提案がないこと。

1 業務の基本方針 仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務実

施に当たっての基本方針を具体的に記述

すること。

2 業務の実施方法

2.1会場の設営、運営等 中国地域及び四国地域において開催され

るイベント等、各地域１箇所以上（計２箇

所以上）と連携する内容及び実施するイベン

ト会場（場所）、日時等について具体的に提案

すること。

また、大会当日の会場運営全般について、

イベント会場等全体及びブースの来場者等人

数の目標値を示した上で、実施内容を具体的

に提案すること。

2.2会場内での普及啓発活動 ３Ｒ推進全般における普及啓発活動を推進

するため、2.1で示した来場者等に対する宣伝

事業の内容を具体的に提案すること。

来場者等に「リユースカップ」等の使用体

験をしてもらうためのシステムを具体的に提

案すること。

2.3アンケート実施等 事業の効果を測るために実施するアンケー



トについて、具体的（配布、回収、集計、分

析）に提案すること。

アンケート参加者に提供する「オリジナ

ル３Ｒグッズ」等の普及啓発品を提案するこ

と。

3 業務の実施計画 確実に成果をあげるために、業務の実施計

画（作業内容、スケジュール）及び業務を効

率的に遅滞なく完了するための工夫等を記載

すること。

4 業務の実施体制

4.1 執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、責任者の氏名、

役職、従事者の役割分担、従事者数、内外

部の協力体制等を表にまとめること。

4.2 従事者の実績、能力、資格等 業務に従事する者の類似業務等の実績、

本業務に関係する能力の資料、資格等を明

示すること。

業務に従事する者の業務従事期間中におけ

る本業務以外の手持ち業務の状況を記載する

こと。

5 組織の実績、類似業務の実績 過去５年以内に同種のイベント等の企画・

運営業務の実績があれば、その件数、それぞ

れの概要を記載すること。

6 組織の環境マネジメントシステム認 事業者の経営における事業所（本社等）

証取得状況 において、ＩＳＯ14001、エコアクション2

1、ＫＥＳ、エコステージ、地方公共団体

による認証制度などのうち第三者による

環境マネジメント認証取得の有無。

「有」の場合は認証の名称を記載し、証明

書の写しを添付すること。ただし、開札す

る時点において認証期間中であること。

提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。

（１）「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会

の企画・運営業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うもの

である。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画

書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。

このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がない

か十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められた

ときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。



（２）「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織の環境

マネジメントシステム認証取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの

要求要件に基づき提案書を作成すること（別添様式参照）。記述上の必要性に応じ、

各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。

（３）提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項につい

ては、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行う

ことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提

案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難

い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。

（４）提案書は、難解な専門用語には注釈を付すなど、専門家以外でも理解でき、審査

可能なように平易な記述に努めること。

２ 提案書様式、提出部数等

提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更して

も差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提案書の分量は、各項目

毎に注記しているので参照すること。

提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ１式を６部提出すること。

中国四国地方環境事務所（以下「事務所」という。）から連絡が取れるよう、提案書

に連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレス）を記載すること。

３ 提案書のヒアリング

事務所が提案者と調整の上指定する日時、場所において、提案書の内容についてヒア

リングを行う場合がある。

その際の説明者は、原則として本調査を請け負った場合における実施責任者にあたる

者とする。

４ 留意事項

落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付さ

れ、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。

提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求

の事由となる。

第２ 提案書の審査及び落札決定の方法

１ 落札方式及び得点配分

（１）落札方式

次の要件を満たしている者のうち、（２）によって得られた総合評価点の最も高い

者を落札者とする。

① 入札価格が予定価格の範囲内であること。

② 「評価採点表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。



（２）総合評価点の計算方法

総合評価点＝技術点＋価格点

技術点＝基礎点＋加点 （満点２００点）

＊技術点は、事務所に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算

出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。

価格点＝１００×（１－入札価格÷予定価格）

＊価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとす

る。

２ 提案書審査（技術点の採点）の手順

（１）入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価採点表」に基づき、

必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員

の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可

否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格（基礎点を付

与）とし、それ以外の提案書は不合格とする。

（２）合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と

合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等が

あれば各委員において訂正する。確定した各委員の採点結果の技術点について、そ

の平均値を算出する。

３ 落札決定

２による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点

を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落

札者とする。



（別添４） 

 

平成○年○月○日 
 
 
 
支出負担行為担当官 
中国四国地方環境事務所総務課長 殿 

 
 
 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名       印 

 
 
 

平成 27 年度３Ｒ推進中国四国大会の企画・運営業務に関する 
提案書の提出について 

 
標記の件について、別添の通り提出します。 
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務に関する提案書

提案書作成責任者

（株）○○ △部×課 ○○○

電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス

はじめに

本書は、平成27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務に係る仕様書に基づき、

その実施方法等に関する提案を行うものである。本調査の実施に当たっては、同仕様書を

遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。

なお、本書の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

１ 業務の基本方針

記述内容 仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務実施に当たっての基本方針について具

体的に記述すること。

＊ 全体でＡ４版１枚以内とする。

２ 業務の実施方法

2.1会場の設営、運営等

（作成注）

仕様書２（１）の項目について、作成要領に従い提案する。

＊ 全体でＡ４版２枚以内とする。



2.2会場内での普及啓発活動等

（作成注）

仕様書２（２）の項目について、作成要領に従い提案する。

＊ 全体でＡ４版２枚以内とする。

2.3アンケート実施等

（作成注）

仕様書２（３）の項目について、作成要領に従い提案する。

＊ 全体でＡ４版１枚以内とする。

３ 業務の実施計画

（作成注）

仕様書２（４）の項目について、作成要領に従い提案する。

＊ 全体でＡ４版１枚以内とする。

４ 業務の実施体制

4.1 執行体制、役割分担等

（作成注）

仕様書２（５）の項目について、作成要領に従い表にまとめること。

＊ 全体でＡ４版１枚以内とする。



4.2 従事者の実績、能力、資格等

・本業務に従事する主たる担当者

氏 名 生年月日

所属・役職 経験年数（うち本業務の類似業務従事年数）

年（ 年）

専 門 分 野

所 有 資 格

経歴（職歴／学位）

所 属 学 会

類似業務の実績

業務名 業務内容 履行期間

年 月～ 年 月

主な手持ち業務の状況（平成 年 月 日現在 件）

業務名 業務内容 履行期間

年 月～ 年 月

（※）手持ち業務の欄は契約金額が500万円以上のものを対象とし、業務内容の

欄は概要を記入する。

・主たる担当者以外であって本業務に従事する者

氏名 所属・役職 専門分野



５ 組織の実績、類似業務の実績

業務名

発注機関

（名称、所在地）

(受託者名)

(受託形態)

履行期間

業務の概要

技術的特徴

主たる担当者の従事の有無

注１ 本様式は、Ａ４版４枚以内に記載すること。

注２ 業務名は１０件まで記載できるものとする。

注３ 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。

注４ 業務の概要の欄には、調査業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。

注５ 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し（下請の場合のみ）を

添付すること。

６ 組織の環境マネジメントシステム認証取得状況

認証の有無： 認証期間：

認証の名称：

注１ 証明書の写しを添付すること。

注２ 事業者の経営における主たる事業所（本社等）において、取得しているものに限る。

注３ 申請中の場合は、その旨を明記し、開札前までに証明書の写しを提出したものについ

て加点対象とする。



（別添５）

平成27年度　３Ｒ推進中国四国地方大会企画・運営業務に係る提案書の評価基準表（個別）

大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点

0 仕様書の遵守
　仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反
し、又は矛盾する提案がないこと。

必須 15 15 －
提案書が全体として仕様書を遵守してお
り、業務の目的や作業に反し、又は矛盾
する内容がないこと。

－ -

1 業務の基本方針
　仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務実施に当
たっての基本方針を具体的に記述すること。

必須 15 5 10
業務の目的を的確に理解し、妥当な基
本方針であること。

　提案された基本方針が、３Ｒ推進中国
四国地方大会の目的、趣旨、基本方針
等を理解し、本仕様書の目的を踏まえた
創造性、確実性があるものであるか。

2　業務の実施方法 －

　中国地域及び四国地域において開催されるイベ
ント等、各地域１箇所以上（計２箇所以上）と連携
する内容及び実施するイベント会場（場所）、日時
等について具体的に提案すること。
　また、大会当日の会場運営全般について、イベ
ント会場等全体及びブースの来場者等人数の目
標値を示した上で、実施内容を具体的に提案する
こと。

必須 25 5 20
提案された内容が具体的で実現性があ
ること。

　提案された内容が、より多くの来場者
等に対し、効果的かつ効率的なものと
なっているか。

　３Ｒ推進全般における普及啓発活動を推進する
ため、2.1で示した来場者等に対する宣伝事業の
内容を具体的に提案すること。
　来場者等に「リユースカップ」等の使用体験をし
てもらうためのシステムを具体的に提案すること。

必須 25 5 20
提案された内容が具体的で実現性があ
ること。

　提案された内容が、来場者等に対し実
現性があり、効果的かつ効率的なものと
なっているか。

　事業の効果を測るために実施するアンケートに
ついて、具体的（配布、回収、集計、分析）に提案
すること。
アンケート参加者に提供する「オリジナル３Ｒグッ
ズ」等の普及啓発品を提案すること。

必須 20 5 15
提案された内容が具体的で実現性があ
ること。

　提案された内容が効果的かつ効率的
なものとなっているか。

確実に成果をあげるために、業務の実施計画（作
業内容、スケジュール）及び業務を効率的に遅滞
なく完了するための工夫等を記載すること。

必須 15 5 10
実施可能で妥当な業務実施計画表であ
ること。

　業務計画表が効率的で確実性がある
か。

得点配分 技術上の基準 加点の
採点

3 業務の実施計画

評価項目
要求要件 評価区分

2.1会場の設営、運営等

2.2会場内での普及啓
発活動等

2.3アンケート実施等



4　業務の実施体制 －

　中国地域及び四国地域において開催されるイベ
ント等、各地域１箇所以上（計２箇所以上）と連携
する内容及び実施するイベント会場（場所）、日時
等について具体的に提案すること。
　また、大会当日の会場運営全般について、イベ
ント会場等全体及びブースの来場者等人数の目
標値を示した上で、実施内容を具体的に提案する
こと。

必須 25 5 20

適切な役割分担等により実施体制が構
築されていること。
外部の協力者（又は再委託者）に企画の
一部を行わせる場合は、企画の根幹部
分を提案者が実施すること、協力者等の
役割分担が明確で、適切であること。

　効果的、効率的な人員配置、内・外部
の協力体制等が構築されているか。

　業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務
に関係する能力の資料、資格等を明示すること。

必須 25 5 20
業務に従事する予定の者が、本業務に
相応しい能力、資格等を有し、十分な実
施実績があること。

　従事者の実績、配置が基礎点以上に
充実しているか。

　業務に従事する者の業務従事期間中における
本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。

必須 10 10 －
業務に従事する予定の者が、本業務に
従事する十分な時間があると認められる
こと。

－ －

　過去５年以内に同種のイベント等の企画・運営業
務の実績があれば、その件数、それぞれの概要を
記載すること。

任意 20 － 20 －

　過去５年以内に同種のイベント等の企
画・運営業務実績（官・民を問わず。）が
あるか。ある場合を可：４点とし、件数や
業務概要に応じて加点する。

　ＩＳＯ14001、エコアクション21、KES、エコステー
ジ、地方公共団体による認証制度などのうち、第
三者による環境マネジメント認証取得の有無、有
の場合は認証の名称を記載し、証明書の写しを添
付すること。ただし、開札する時点において認証期
間中であること。

任意 5 － 5 －
　事業者の経営における主たる事務所
（本社等）において、環境マネジメント認
証取得があるか。１つでもあれば加点。

技術点
小計

200 60 140 加点合計

基礎点 60

価格点 100 価格点

総計 300 総合評価点

１．基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
２．加点部分の採点は、配点５点の場合、技術上の基準に基づき、優：5点、良：3点、可：1点、加点なし：0点、の4段階評価とし、その他も同様に４段階評価を行う。
３．基礎点がある項目に係る加点部分の「不可；0点」とは、基礎点の基準は満たす（基礎点は得点）が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
４．すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格（基礎点を付与）とし、それ以外の提案書は不合格とする。

5　組織の実績　類似業務の実績

6　環境マネジメントシステム認証取得状況

4.1　執行体制、役割
分担等

4.2　従事者の実績、
能力、資格等



 

 
 

◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆ 
（別添６） 

 
 
 
 

事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、 
これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと（環境保全の取組に係る PDCA サイクル）を 
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」（EMS）という。その 
主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版の EMS や、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。 

 
 

全国版 EMS ISO14001 エコアクション 21 KES エコステージ 

概要 ISO 審査登録機関及び 
認定機関で構成。国際 
的に認められた第三者 
認証制度。1996 年に制 
定。 

環境省が策定した中小 企
業にも取り組みやすい 環
境マネジメントシステム。 
2004 年に開始。把握す 

べき環境負荷指標を特 
定しているほか、環境活 
動レポートの作成・公表 
を必須要件としている。 

中小企業にも取り組 
みやすい環境マネジメ 
ントシステムとして 
2001 年に京都で開始。 

KES を参考とした地方 
版 KES が他の自治体 

等に広がっているとと 
もに、相互認証も行わ 
れ、KES の認証取得 

事業者は全国に広 
がっている。 

ISO14001 取得前から取 
得後も含めた環境マネジ 
メントシステム。5 段階の 
認証ステージがある。エ 
コステージ 2 は 
ISO14001 の要求事項を 
全て含んでおり、エコス 
テージ 2 の認証を取得で 
きれば、ISO14001 に挑 
戦可能なレベルとなる 

事務局の母体となる団 
体 

ISO（国際標準化機構） 一般財団法人持続性推進

機構 

KES 環境機構 エコステージ協会 

 
地方版 EMS の例： 

北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES)，青森環境マネジメントフォーラム AES， いわて環境マネジメントフォーラム IES，みちのく EMS，三重環境マネー
ジ メントシステム（M-EMS），宝塚環境マネジメントシステム（TEMS）， 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 等 


