
1 
 

「令和３年度外来種対策事業」に係る企画提案公募要領 
  
１ 事業名  

令和３年度外来種対策事業 
  

２ 趣旨 

沖縄県が平成 21 年度に策定・公表した「沖縄 21 世紀ビジョン」では、めざすべき将来

像として、「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」を目標の１つとしており、

多くの固有種や希少種が生息する生物多様性に富んだ自然環境が守られていることを県民

が望む将来の姿としている。しかしながら、県内においては、既に様々な外来種が侵入し、

一部定着が確認されている。それらの状況を踏まえ、令和元年度までに、「沖縄県外来種対

策指針」、「沖縄県対策外来種リスト」及び「沖縄県外来種対策行動計画」を策定し、本県の

外来種対策を推進するための基盤整備を図った。  
本業務は、対策基盤の整備、計画の進捗状況の確認や見直し等、行動計画に示す取組を行

う。 
  
３ 委託業務の内容 
(1) 業務名：「令和３年度外来種対策事業」 
(2) 委託業務期間：契約締結の日から令和４年３月 31 日まで 
(3) 業務内容：「仕様書」参照  
 
４ 応募参加資格 
次に掲げる要件をすべて満たすものであること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しな 
いこと。 

(2) 本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されている者であること。 
(3) 県税の納付義務を有する事業者においては、県税に未納がないこと。 
(4) 労働関係法規について遵守しているものであること。 
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する法人、またはこれに準じるものとして、 沖 

縄県発注業務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 
(6) 実施要領や仕様書等に記載された内容をすべて承諾する者であること。 
(7) 今回の委託に際して、専任の担当者を割り当て、十分な遂行体制がとれること。 
(8) 沖縄県内外の外来種対策について知見を有しており、かつ過去５年以内に県内におい 

て、国、県もしくは市町村が発注した外来種対策事業、生物生息状況調査・分析等の業

務実績があること。 
(9) 沖縄県内に本社、支社、営業所、事業所等を有すること。 
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(10) 応募は単独に限らず共同企業体でも可能とする。この場合の要件は以下のとおりとす 

る。 
ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 
イ 共同企業体を構成する全ての事業者は、応募資格(1)～(5)の要件を満たす者である

こと。  
ウ 共同企業体を構成する事業者のいずれかが、応募資格(6)～(8)の要件を満たす者で

あること。 
エ 共同企業体を代表する事業者は(1)～(5)、(9)の要件を満たすものであること 
オ 共同企業体の構成員は、当事業に応募する他の共同企業体の構成員となることは

できない。 
 
５ 令和３年度委託料の提案上限額 
 令和３年度委託料の提案上限額は 10,702,000 円（消費税及び地方消費税を含む）とする。

ただし、この金額は企画提案のために設定したものであり、必ずしも契約額とはならない。 
 
６ スケジュール 
(1) 企画提案書提出期限：令和３年５月 28 日（金）午後５時 
(2) 審査       ：令和３年６月 11 日（金）頃（予定） 
(3) 結果通知     ：令和３年６月中旬頃（予定） 
(4) 契約       ：令和３年６月下旬頃（予定） 
 
７ 応募方法等 
(1) 応募要領等の配布：沖縄県ホームページへの掲載 

ア 掲載期間：令和３年５月 14 日（金）～令和３年５月 28 日（金） 
イ 掲載場所：沖縄県ホームページ「公募・入札」、自然保護課ホームページ 

(2) 応募に係る質問事項受付期間 
ア 受付期間：令和３年５月 14 日（金）～令和３年５月 21 日（金）午後５時まで 
イ 受付先 ：沖縄県環境部自然保護課自然保護班あて【様式４】を提出 

E-mail：aa039004@pref.okinawa.lg.jp、FAX：098-866-2855 
（件名を「令和３年外来種対策事業・質問事項」とすること） 

ウ 回答  ：当課ホームページへの掲載をもって回答とする（随時）。 
(3) 企画提案書等の提出 

ア 提出期限：令和３年５月 28 日（月）午後５時までに自然保護課に要必着 
イ 提出書類：下記の８に定めるすべての書類 
ウ 提出部数：９部（正本１部、副本８部。副本は複写可） 
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       なお、提出する企画提案書は一案に限る。 
 
エ 提出方法：直接提出又は郵送により提出すること。郵送の場合は書留郵便等到着確

認が可能な手段をとるものとし、提出期限内の必着とすること。 
（送付先）〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 
     沖縄県環境部自然保護課 自然保護班（県庁４階） 

(4) 県からの疑義照会 
期限までに提出のあった企画提案書について、後日県から疑義照会を行うことがある。  

 
８ 企画提案書等の提出 
企画提案にあたっては、以下の書類を作成し提出すること。 

(1) 企画提案書【様式１】 
(2) 企画提案内容【様式２】 

1. 企業概要 
企業名、設立年、資本金、年商、業務内容、組織図、職員の状況、担当者名等につい 

て記載すること。JV の場合は全事業者について別葉で作成すること。 
2. 提案事業の概要 

別掲の仕様書の内容を踏まえ、本事業を実施するにあたっての基本的な考え方、業務 

提案、業務手法及びフロー図等について記載すること。 
3. 提案事業の執行体制 

業務遂行体制図、役割、担当者名、所属（共同企業体の場合は担当者別に所属会社名

を記述）、専任担当者の経歴（実務経験年数、保持資格名、行政機関等におけるこれ

までの業務実績等）を記載すること。 
4. 提案事業のスケジュール 

別掲の仕様書の「５業務内容」（「普及啓発」、「情報収集・情報発信」、「意図的外来種

への対策」「行動計画の進捗管理」、「検討委員会の設置・運営」）について具体的な年

間スケジュール（案）を記載すること。 
5. これまでの実績 

過去５年間に今回の委託と同種および類似の調査業務、および国、県もしくは市町村

が発注した外来種対策事業、生物生息状況調査・分析等の業務の受注実績を記載する

こと 
(3) 本要領４(1)から(8)に該当することを誓約する書面【様式３】 
(4) 過去２期の決算書（写し）（個人事業主は税務申告書（写し）） 
(5) 見積書 
  積算の費目は、次の内容で提出すること。 
  ・直接人件費 
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  ・直接経費（旅費、消耗品費等） 
  ・一般管理費（原則として、「直接人件費＋直接経費－再委託費」の 10%を上限とする。） 
  また、各経費は税抜き価格とし、別途消費税額を併記することとし、この事業を実施す

るにあたっての一切の費用を見積もること。 
 
(6) 協定書（共同企業体のみ）  

協定書の主な内容は、以下のとおりとする。 
目的、名称、構成員の住所および名称、共同企業体の代表者、代表者の権限、 構成員 

の連帯責任、取引金融機関、瑕疵担保責任、協議事項等 
  
９ 企画提案書等の体裁 
(1) 原則として、Ａ４判縦長、左上ホチキス止めで、両面コピー（色摺り可）とする。 
(2) 文字サイズは、11 ポイント以上とすること。 
(3) 【様式２】は枚数については自由とするが、内容については、簡潔・明瞭に記載し膨 

大とならないこと。 
   
10 企画提案の審査 
(1) 審査の方法 

企画提案書については、沖縄県に設置する選定委員会において審査基準に沿って審査 
を行い、最も優れた企画提案者を第一位入選者として選定する。 

(2) 企画提案書、実績評価基準 
① 事業の趣旨、目的に沿った提案であること。 
② 確実に委託業務を遂行できる能力・体制を有していること。 
③ 具体性のある事業計画であること。 
④ 事業を遂行するにあたり、妥当な積算となっていること。 
⑤ 会社の同種または類似業務実績は十分か。 
⑥ 本県の外来種対策の現状と課題を的確に理解し、行動計画の推進に実効性のある取

組が出来ると期待できること。 
(3) 結果の通知  

審査結果については、環境部自然保護課から参加者に通知する。 
 
11 提案の無効に関する事項 
次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

(1) 参加資格のない者が提案をしたとき 
(2) 所定の日時および場所に書類を提出しなかったとき 
(3) 提案に関して不正行為があったとき 
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(4) その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び申請者に求められる義務を履行 
しなかったとき 

12 契約 
(1) 本事業に係る委託契約は、原則として第一位入選者となった者と行う。ただし、沖縄県 

と第一位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合、次順位

以降の者を繰り上げて、その者と契約できるものとする。 
(2) 契約金額は委託先候補者から見積書を聴取し、予定価格の範囲内において決定する。 
(3) 契約締結に伴う諸経費は、委託先候補者の負担とする。 
(4) その他契約条項については、委託先候補者との協議事項とする 
(5) 契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を納付しなくて

はならない。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項の各号いずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。 
※沖縄県財務規則第 101 条第２ 
（契約保証金） 
第 101 条 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（長期継続契約に

係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額）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。 
(１) 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。 
(２) 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。 
(３) 契約の相手方が国（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締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行

期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、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。 
(４) 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。 
(５) 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。 
(６) 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。 
(７) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）若しくは他の地方公共団体と契約をするとき

又は公共的団体等と随意契約（公益を目的としたものに限る。）を締結する場合において、

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。 
(８) 電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣

が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約を締結するとき。 
(９) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入若しくは交換に係る契約を締結する場合

において、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。 
(10) 県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約で委託す

る場合において、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。 
(11) 資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合

において、その性質上必要がないと認められるとき。 
(12) 美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品の事前審査から納

品までの間、県がこれを保管し、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。 
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13 その他 
(1) 書類提出にあたって使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。 
(2) 今回の公募は委託契約候補者を選定するものであり、契約締結を保証するものではな 

い。 
(3) 提出書類等の作成・提出および業者選定委員会への出席等応募のために要する費用は 

応募者の負担とし、提出書類等は返却しない。  
(4) 提出された企画提案書、審査内容、審査経過については、公表しない。 
(5) 経費の積算において、一般管理費は（（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10/100）

以内とする。 
(6) 上記(5)における再委託費は、当該事業に直接必要な経費のうち、請負者(共同企業体構

成員を含む)が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に

委任または準委任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、

仕事の完成を目的とした外注(請負契約)に必要な経費は一般管理費の算定にあたって、

控除しないものとする。 
(7) 請負者独自の規定又は業種特有の理由等により上記(5)で定める一般管理費での受注が

困難である場合には、協議書等を県へ提出し、確認書の交付を受けた上で、確認を受け

た一般管理費率による積算を行うことができる。 
 
14 委託業務の経理 
(1) 委託事業が完了したときは、実績報告書を提出すること。 
(2) 実績報告書により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に支払った委託 

費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、その額を返還

すること。 
(3) 委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及 

び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 
(4) 労働者の出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備、保管すること。 
(5) 委託費の支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに委託業務の完了し 

た日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるように保

存しておくこと。 
(6) 委託料の支払いについては、業務の資金繰りに配慮し、半期又は４半期毎の期初に概算 

払いを行うことができる。 
(7) 委託先が委託業務を実施する場合に必要となり取得する財産（備品等）の取得は認めな 

いものとする。 
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15 その他留意事項 
(1) 沖縄県は、委託事業の適正を期するため、必要があるときは、委託者に対し報告を求め 

又は沖縄県職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができるものとする。 
(2) 委託業務完了にあたり、帳簿類の確認ができない場合については、委託料を減額される 

場合がある。 
(3) 業務を実施するにあたっては、県と協議をして進めていくものとし、提案された内容を 

全て実施することを保証するものではない。また、事業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、甲乙協議の上、定めるものとする。 


