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令和４年度 那覇空港水際対策等実施事業委託業務 

企画提案募集要領 
 

１ 事業目的及び事業内容 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を契機に、島嶼県である沖縄県では水

際対策や市中での感染拡大防止対策等を強化することにより、安全・安心な旅行者

受入体制の整備が求められている。 

そのため、那覇空港に設置した旅行者専用相談センター沖縄（以下、「TACO」と

いう。）を運営し、発熱等の風邪症状、息苦しさ及び強いだるさのある者（以下、

「発熱者等」という。）や抗原検査陽性者を迅速 PCR 検査に繋ぐ取組を実施すると

ともに、市中での感染拡大防止対策のため TACO に旅行者専用健康相談機能を設け、

旅中でも迅速に医療機関や検査機関へ繋げる取組を実施する。 

また、那覇空港 PCR 検査プロジェクト（以下、「NAPP」という。）における希望者

の PCR 検査及び抗原検査実施を支援し、水際における感染症拡大防止を図る。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和４年 10 月 31 日まで 

 

３ 委託契約額の上限 

提案に当たっては、81,146千円の範囲内（消費税及び地方消費税を含む）で見積

もること。  

ただし、この金額は企画提案応募に当たり設定したものであり、実際の契約額と

は異なる。 

 

４ 応募資格 

次に掲げる要件を全て満たす者であることとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該

当する者でないこと。また、同条第２項各号に該当すると認められる者で、そ

の事実があった後２年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過して

いない者でないこと。 

⑵ 業務を実施するための、十分な人員体制を有するものであること。 

⑶ 業務進捗状況や内容等に関する打ち合わせに円滑に対応できる体制を有する 

者であること。 

⑷ 本事業の趣旨に沿った事業内容を企画し、運営する能力を有すること。 

⑸ 臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）第 20 条の３第１項 

に基づき、県内において衛生検査所として登録されている検査機関であること。 

⑹ 県内にＰＣＲ検査を実施するための施設を有する検査機関であること。 

⑺ 午前中に検体を回収した分は当日中に、午後に回収した分は翌日 15 時までに

検査結果を本人及び沖縄県に対して報告できる検査機関であること。 

⑻ 県内医療機関等と提携し、当該医療機関が検査結果を基に診断し、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 12 

条第１項に基づき、県知事等へ発生届の提出ができる体制を構築していること。 
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⑼ 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

① 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

② 共同企業体の構成員は上記応募資格⑴、⑵の要件を満たす者であること。 

③ 共同企業体の構成員のいずれかが、上記応募資格⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、⑻の 

要件を満たす者であること。 

④ 共同企業体の構成員が、単体企業としても重複応募する者でないこと。 

⑤ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため他の共同企業との連

携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図ること。 

 

５ 提案内容の要件 

 別添「企画提案仕様書」を御覧下さい。 

 

６ 応募の手続き（スケジュール） 

公募期間 仕様書等に疑義がある場合、質問書[様式７]を記入し、電子メールに 

より提出してください。aa057137@pref.okinawa.lg.jp 

① 質問受付 令和４年２月 18日（金）～２月 28日（月）正午 

② 質問提出先 沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課      

※回答は観光振興課ＨＰの本公募に係るページにて掲載します。 

https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoshinko/ 

令和４年 

２月 18 日(金）

～  

３月４日（金）

正午まで 

提案書提出期限 応募書類等の提出は、持参又は郵送（簡易書留）により提出してくだ

さい。なお、郵送の場合は提出期限必着とします。 

（提出先）沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 

〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号（沖縄県庁８階） 

 電話番号 098-866-2764 ＦＡＸ番号 098-866-2765 

令和４年 

３月４日（金） 

正午まで 

審査委員会 日時：令和４年３月７日（月）（予定） 

※詳細な時間帯は書類審査（１次審査）のうえ３月４日中にメールに

て御連絡します。なお、応募企業数によっては時間帯が変更になる可

能性がありますのでご了承ください。 

場所： 県庁１階第１会議室 

備考：１応募者から３名までの参加とさせて頂きます。 

・説明時間 15分以内、質疑 15 分程度を想定しています。 

・説明は提出済の提案書のみを用いて行い、追加資料は不可とします。 

・紙資料による説明とし、プロジェクター等は使用しません。 

２次審査として

各応募者から 

提案書に沿って

内容説明をお願

いします。 

 

７ 提出書類及び必要部数等 

 下記様式２～７、その他資料を一連にして８セット（原本１部、コピー７部※すべ

て片面印刷）作成し、各セットの間には、インデックスで間切りを入れたうえで、 

長辺左側に穴を空け、可能な限り１冊のパイプ式にまとめて綴って提出すること。 

パワーポイント等により資料を添付する場合、A4 縦になるよう作成すること。 
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 ⑴ 企画提案応募申請書[様式１] 

 ⑵ 企画提案書※１[様式２] 

 ⑶ 会社概要表[様式３] 

 ⑷ 経費見積書※２[様式４] 

 ⑸ 実績書[様式５] 

 ⑹ 誓約書[様式６] 

 ⑺ その他提案に関する資料(様式任意)  

  

※１企画提案書には要点を記載し、詳細は⑺で添付すること。全てを「別添参照」

とすることは不可なので留意すること。 

 ※２経費見積書の費目は以下の内容とし、各積算費目の内訳と単価を記載すること。 

   ○直接人件費 

   ○直接経費（消耗品費、光熱水費、通信運搬費、借料及び損料、広報費等） 

   ○一般管理費（応募社規定によるが、内訳を説明すること。内訳を説明し難い

場合は、（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10％ 以内とすること。） 

   ○再委託費（外注になるか再委託かは、業務の内容に応じて各社で判断するこ

と。再委託が可能な範囲等は仕様書を確認すること。） 

   ○消費税（旅費、使用料等の単価にすでに消費税が含まれている場合には、

消費税相当額を除いた上で経費を計上すること。 

 

８ 受託事業者の選定 

（１）選定の方法 

①  沖縄県文化観光スポーツ部内に設置する選定委員会において、各提案内容

を審査し、優先順位を決定する。 

②  提案内容の審査は、提出された書類に基づく書類審査を行い（１次審査）、 

１次審査に合格した事業者を対象に、委員会において応募者によるプレゼン

テーション審査を行う（２次審査）。なお、プレゼンテーションについては、

提出期限までに提出された書類を基に行うものとし、それ以外に提出された

書類等については、審査対象外とする。 

③   委員会は非公開で行い、審査経過等に関する問い合わせには応じない。 

④   委員会により選定した事業者が辞退した場合、又は、県との委託に関する

協議が整わなかった場合には、次順位以降の者を繰り上げて、選定できるも

のとする。 

⑤  一定水準を満たした提案がない場合、該当者なしとする場合がある。 

（２）主な評価項目（予定） 

①  業務に関する専門的知見（検体採取オペレーション、検査の実施、医療機

関との連携等） 

② 業務執行能力（実施体制の適切性、実務経験、企業体力） 

③ 提案内容 

ア． 予約と個人情報の管理方法 

イ． 出発地での事前の検査推奨と県内空港における検査実施の周知 

ウ． TACO、NAPP、その他新型コロナウイルス感染症対策に関する相談対応 

エ． 検査精度や結果通知の迅速性等 

一連にして８セット（片面）作成し、

それらをなるべく一冊のパイプ式 
ファイルに綴って提出すること。 
様式６は原本１部を押印（代表印）

し、他はそのコピーを用いること。 
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オ． 割引検査料金（県内在住者、県外在住者）、県負担金の活用の有無、

抗原検査料金 

④ 積算内容（積算の適切性、効率性） 

 

９ 委託契約について 

本事業は令和４年度沖縄県の当初予算成立及び国の新型コロナウイルス感染症

対策地方創生臨時交付金の交付決定を前提とした事前準備手続きとなります。県議

会において当初予算案が否決若しくは修正された場合、または国からの交付決定が

なされない若しくは交付額が変更された場合には、契約の一部または全部を締結で

きないことがありますのでご留意ください。 

 

10 検査料金について 

  本事業における検査料金については、別途協定（別添協定書案参照）を締結の

上、同協定に定める対象者別に沖縄県が負担する額を参考に検査機関が設定する

こととなります。 

  割引後検査料金（受検者が負担する額）は審査対象事項となりますので、企画

提案内容に明記してください。 

 

11 その他留意事項 

①  書類提出にあたり使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

②  書類作成及びプレゼンテーションの出席に要する費用は、応募者の負担とし、

提出書類は返却しないものとする。 

③  提出書類、審査内容、審査経過については公表しない。 

④  契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を、契約締

結前に納付する必要がある。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項の各号（下

記条文（抜粋）参照）のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一

部の納付を免除することができる。 

⑤  受託事業者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価・決定する

ため、具体的な内容と進め方は、県と受託事業者間で協議のうえ実施すること

とする。よって、企画提案された内容をすべて実施することを保証するもので

はない。 

⑥  事業終了時には、証憑を検査し実際に要した額を確定した後、その支出した

額を契約額の範囲内で支払う。なお、契約締結後、委託費の一部（３割以内）

について概算払請求を行うことができる。 

⑦  契約手続に関する費用は、受託する事業者の負担とする。 

⑧  その他、公募に係る詳細は、企画提案仕様書による。 

 

【担当】〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班（喜屋武、伊礼） 

TEL:098-866-2764 FAX:098-866-2765 MAIL：aa057137@pref.okinawa.lg.jp
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<沖縄県財務規則> 

第 101 条 地方自治法施行令第 167 条の 16 第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額の

100 分の 10 以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一

部の納付を免除することができる。 

⑴ 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令

（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関

と工事履行保証契約を締結したとき。 

⑶ 地方自治法施行令第 167 条の５及び地方自治法施行令第 167 条の 11 に規定する資格を有

する者と契約を締結する場合において、その者が過去２箇年間に国（独立行政法人、公社及

び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわた

つて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがな

いと認められるとき。 

⑷ 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。 

⑸ 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

⑹ 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を

履行しないこととなるおそれがないとき。 


