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令和４年度エコライフ＆ネイチャーフェア開催運営委託業務に係る企画提案仕様書 

※本仕様書は企画提案コンペ用であり、実際の契約の際に選定業者との協議の

上、変更することがある。 

 

１ 目的  

県民一人一人が自然環境との共存について理解を深め、自らのライフスタイルを見直

し、環境保全に主体的に取り組む契機とするため、従来の環境フェアを発展させた参加体

験型フェア（エコライフ＆ネイチャーフェア）を沖縄県復帰 50周年記念事業に位置づ

け、開催することを目的とする。 

 

２ 事業期間：契約締結の日から令和５年１月 31日（火）まで 

 

３ 開催日程等 

  日  時：令和４年 11月 12日（土）10:00～17:00 

  場  所：沖縄こどもの国 （以下、「こどもの国」という。） 

集客目標：1万人 

 〔参考：令和元年度実績〕 

    ・開催日時：令和元年 11月 16日（土） 

    ・開催場所：石垣市中央運動公園総合体育館 

    ・来場者数：3,800名（集客目標 1,500名） 

 

４ エコライフ＆ネイチャーフェア（以下、「フェア」という。）の内容 

(1) 環境展示会 

①ブース数：30程度 

 ②出 展 者：市民団体、行政、企業等 

 ③内  容：（市民団体、行政等ブース）地球温暖化防止活動や環境保全活動の取組 

（企業ブース）持続可能なライフスタイル提案のための環境技術展（プラ

スチック削減や省エネに係るエコ商品の展示・体験、企業取組紹介等） 

 

(2) 会場・ステージイベント 

 ①セレモニー：主催者挨拶、沖縄県環境保全功労者表彰等 

 ②地球温暖化防止活動や環境保全活動を行う団体の活動発表、環境保全に係る普及啓発 

   ※活動発表については、こどもエコクラブ及び市民・民間団体各２団体以上（計４団

体以上、離島から２団体を想定）で、下記発表内容のいずれかをテーマに発表する

こととする。 

    （発表内容）ＳＤＧｓをテーマとした地球温暖化防止活動、環境美化活動、 

３Ｒ活動、緑化活動、動物愛護、自然保護などの各種環境保全活動 

  ※登壇者は、１団体５名以内とする。また、エコクラブについては世話役１名、学生

４名、随行者４名とする。 

※発表するエコクラブ・団体候補者の選定は受託者が行うこととする。 
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   ※環境保全に係る普及啓発は自由提案とする。 

  ③世界自然遺産環境大使トークセッション及び県内アーティストライブ 

ア）世界自然遺産大使トークセッション 

テ ー マ：世界自然遺産の保全と活用について 

場 所：屋外ステージ 

出 演 者：世界自然遺産大使（必須）、県内有識者（環境保全、生物多様性、観光事

業者（レスポンスツーリズムに造詣のある者））、県内タレント等の４

人(組)程度 

司 会：県内タレント等 1人 

時 間：30分程度 

（その他） 

・予算の範囲内でラジオやテレビ等のメディア・広報媒体とのコラボも提案可能 

・別のテーマや出演者等による提案も可能 

・世界自然遺産大使の参加の可否については、沖縄県において確認予定 

   イ）県内アーティスト又は世界自然遺産大使等による音楽ライブ 

場 所：屋外ステージ 

出 演 者：県内アーティスト又は世界自然遺産大使（音楽アーティスト） 

時 間：１ステージ、20～30分程度（２～３曲） 

（その他） 

  ・トークセッション出演者（世界自然遺産大使を含む）による実施の提案も可能 

・予算の範囲内でラジオやテレビ等のメディア・広報媒体とのコラボも提案可能 

・別のテーマや出演者等による提案も可能 

・世界自然遺産大使の参加の可否については、沖縄県において確認予定 

  ④世界遺産登録ＰＲ展 

ア）沖縄県によるパネル掲示 

掲示内容：「世界自然遺産とは」、「沖縄の希少種の紹介」、「希少種保護・外来種対策の

紹介」（マングース対策、ノネコ対策、密猟対策、その他外来種対策） 等 

場 所：チルドレンズセンター内ホール等 

（その他） 

・掲示物（パネル）は受託者で準備予定。 

イ）世界自然遺産・観光関連団体によるＰＲブース 

出 展 者：５～10団体程度 

・世界自然遺産登録地（国頭村、大宜味村、東村、竹富町）から各１団体 

※行政、観光協会、ＮＰＯ等に働きかけて選定すること。 

・環境省（やんばる国立公園、石垣西表国立公園等のＰＲ） 

・レスポンスツーリズムに取り組む観光事業者等 

場  所：チルドレンズセンター内ホール等 

（その他） 

      ・必要に応じて出展者に、荷物の運搬費やパネル作成費等を再委託することも可能と

する。 
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⑤その他 ＳＤＧｓをテーマとした集客効果のあるパフォーマンス等 

場 所：屋外ステージ 

(3) 会場外イベント 

フィールドワーク（こどもの国内）での動植物調査体験、やんばる自然体験ツアー、

干潟の生物観察、リサイクル施設見学など、フェア会場外における野外参加イベントを

実施する。 

※会場外イベントは、沖縄本島内に限る。（離島は不可） 

※野外参加イベントは、各参加者 20名程度を予定している。 

※やんばる自然体験ツアーや施設見学は現地集合とはせず、バス等手配すること。 

※動植物調査体験以外は、こどもの国でのイベント開催日以外の日程（概ね２週間前

後）で実施しても構わない。 

 

５ 業務内容 

(1) フェアの開催に当たって必要となる関係者との調整、会場との調整、必要な設備等の

手配、当日の会場運営、リハーサル、会場の設営・撤去等の一切の関連業務を実施する

こと。 

(2) フェア集客のための事前告知を行うこと。 

(3) 出演者や協力者の募集、提案、受付、調整、事前打ち合わせ等を実施すること。 

(4) 出展者や協力者の募集及び受付、事前説明会の開催並びに出展者の補助等を行うこ

と。 

(5) 来場者へ配布するパンフレット等を作成すること。 

(6) 来場者へアンケート調査等を行い、環境保全等に関する認識がどのように変化したか

を把握すること。 

(7) その他、効果的な環境保全の普及啓発やフェアのＰＲ方法を提案すること。 

(8) フェア終了後は、実施状況や課題等を整理し、今後の開催に向けた提案を行うこと。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

(1) イベント実施にあたっての対策 

  イベントの実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策に係る沖縄県対処方針

及び国の事務連絡を踏まえ、感染防止安全計画を策定し、必要な感染症対策を講じるこ

と。 

また、ブース出展者、イベント出演者等の関係者において同対処方針等を踏まえ必要

な感染症対策が行われるよう措置すること。 

なお、対策の実施に当たっては、同対処方針等の改正状況の確認等、常に最新の情報

を収集し、反映すること。 

 

(2) 流行拡大時における代替案の企画・実施 

   新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、現地における開催が困難となった場合

には、オンラインによる開催等、予定する内容の代替案を企画し実施すること（付随す

る広報を含む）。 
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７ 業務実施に際して留意する事項 

(1) ブース出展及び物品販売 

ブース出展は、地球温暖化防止活動や環境保全活動の取組、普及啓発等に係るものと

し、出展者から出展料は徴収しない。 

また、会場内での物品販売や料金を徴収するイベントは行わないこととするが、材料

費等が必要な体験型イベントについては、実費のみの徴収とすること。 

 

(2）飲食の提供 

飲食の提供に当たっては、フェアの趣旨に合致したものとするほか、衛生管理を徹底

するとともにごみの削減等環境に配慮したものとすること。 

特に、環境への配慮においては、使い捨てプラスチック容器を使った提供（感染症予

防の観点から、衛生目的を理由に使用する場合を除く）、ペットボトル飲料の販売を極

力避けた提供形式となるよう努めること。 

この他、出店業者の把握・調整に加え、保健所等との必要な調整を行うこと。 

 

(3) 会場利用に必要な費用の計上 

  ア）会場イベント当日は、沖縄こどもの国の入場料を無料とすることとし、無料化等

に当たって必要な使用料を業務委託料に計上する。 

  イ）本使用料には、園内各施設（屋外ステージ、チルドレンズセンター等）の使用料

を含まないため、当該施設に係る使用料は別途委託費用に計上すること。なお、公

益財団法人沖縄こどもの国の所有する備品等の使用の可否等については、本業務の

受託後、公益財団法人沖縄こどもの国、県等と調整すること。 

ウ）会場イベント当日は、近隣商業施設等（イオンモール沖縄ライカムや沖縄市役所

等を想定）からこどもの国をシャトルバス３台以上で終日（こどもの国開園時間

内）往復し、来場者を輸送すること。 

エ）また、会場利用に必要な費用（駐車場係の人件費、施設破損防止のための資材

等）についても、委託費用に計上するものとする。 

 

(4) 会場の設営及び撤去 

会場については、水と緑の広場及びステージ会場を中心に設営することを基本とし、

会場（テント、各種機材等）の設営及び撤去については、県民環境フェアの実施に支障

がないよう十分な時間を確保するとともに、使用料等については必要最低限となるよう

配慮すること。 

また、県民環境フェアの開催日やその前後に別イベントが入っている場合は、会場の

設営、撤去等について同イベントの開催者等と十分に調整すること。 

 

(5) 打合せ 

業務の実施に当たっては委託者と十分な調整を行うこと。 

また、原則として毎月１回、委託者と業務の進捗状況や業務内容等に関する打合せを

実施するものとする。 
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８ 再委託について 

(1) 一括再委託の禁止 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができな

い。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第

三者に委託し、または請負わせることができない。ただし、これにより難い特別な事業が

あるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合には、これと異なる取扱いをすること

がある。 

上記で定める「契約の主たる部分」とは以下のとおりとする。 

ア）契約金額の 50%を超える業務 

イ）企画判断、管理運営、指導監督、確定検査などの統括的かつ根本的な業務 

 

(2) 再委託の相手方の制限  

指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に契約

の履行を委任し、又は請負わせることができない。 

 

(3) 再委託手続 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面によ

る県の承認を得なければならない。ただし、報告書や資料の印刷、製本といった軽易な業

務については、この限りでない。 

 

 

９ 成果物 

(1) 保存用報告書（Ａ４版、カラー印刷）２部 

(2) 公開用報告書（Ａ４版、カラー印刷）１部 

※ 報告書には当該報告書の電子データを格納した電子媒体（CD-ROM 又は DVD-R）を

添付すること。また、電子データは一太郎、WORD、EXCEL等の形式の他、PDF形式に

よるファイルを含むこと。 

※ 保存用報告書は本業務の実施内容を網羅するものとし、公開用報告書は一般の閲

覧に供することができるよう沖縄県情報公開条例（平成 13 年 10 月 23 日条例第 37

号）に規定する非開示情報に留意するほか、関係者から公開に当たっての承諾を得る

など必要な配慮を行うものとする。 

 

10 著作権等の扱い 

(1) 成果物に関する著作権等 

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」とする）は、沖縄県が保有するものとする。 

 

(2) 既存著作物の著作権等 

成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」とす

る）の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。 
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(3) 既存著作物等に係る使用手続 

納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に

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。 

 

11 情報セキュリティーの確保 

受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適切

に取り扱うための措置を講ずること。 

また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境再生課の指示に応じて

適切に取り扱うこと。 

 

12 留意事項 

(1) 業務にあたっては、関係者の指示に従い安全管理を徹底すること。 

(2) 業務の実施に当たっては、本仕様書によるほか、企画提案書で提案した事項について

も実施すること。 

(3) 本仕様書記載の委託業務の内容については、実施段階において、予算や諸事情によっ

て変更することがある。 

(4) 受託者は、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事項については、担当職員と協議してその指示に従

うこと。 

(5) 委託業務の経理 

ア 委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書（成果物及びイからエに掲げる帳

簿、委託業務の支出内容を証明又は説明する書類を含む。以下同じ。)を提出するこ

と。 

イ 委託業務の実施に要する経費に関しその収支を明らかにした専用の帳簿を備え、他

の経理と明確に区分し､委託費の使途を明らかにしておくこと。 

ウ 受託者は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、委託業務に従事した者

の出勤状況を証明するに足る出勤簿等及び実際に委託業務に従事した時間を証明する

に足る業務日誌等を日々、作成すること。 

エ 帳簿及び委託業務の支出内容を証明又は説明する書類について、委託業務の完了し

た日の属する事業年度（４月１日から３月 31日までの１年間をいう。）の終了日の翌

日から起算して５年間、いつでも閲覧に供する事が出来るように保管すること。 

オ 委託先が委託業務を実施する場合に必要とする備品について、取得は認めないも 

のとする。 

(6) 受託者は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 

(7) 委託業務完了時には、委託業務完了報告書の検査を受け、実際に支出した額について

契約額の範囲内で支払うこととする。 

 


