
 

 

 

 

 

平成 29 年度  

沖縄鉄軌道計画ＰＩ・プロセス運営支援委託業務 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県企画部 交通政策課 

 

 



 1

１．委託業務名 

平成 29 年度沖縄鉄軌道計画ＰＩ・プロセス運営支援委託業務 

 

２．履行期間 

契約締結の日から平成 30年３月 31日までとする。 

 

３．業務概要 

沖縄県は、鉄軌道の導入について、沖縄鉄軌道・計画案策定プロセス検討委員会での議論や

県民意見を踏まえて決定した「沖縄鉄軌道の計画案検討プロセスと体制のあり方」に基づき検

討を進めているところである。 

計画案の検討にあたっては、県民等の理解と協力を得ながら幅広い視点で検討を行っていく

ことが不可欠であるため、広く県民等に情報を提供し、意見の収集を行うＰＩ（パブリック・

インボルブメント）を実施することとしている。 

また、ステップ４における、プロセス運営委員会の運営支援、県民会議、市町村会議等の運

営支援を行うとともに、収集した県民意見等の整理等を行う。 

本業務は、ＰＩ活動等が円滑に進むよう、その支援等を行うものである。 

 

４．業務内容 

表１（業務内容総括表） 

大分類・中分類 小 分 類 数量 備 考 

(1)作業計画の作成等 作業計画の作成等 1 式  

(2)PI 資料等作成 ①ニューズレター印刷 60 万部 12 頁 

②パネル展示用ポスター印刷 １式 B1  6 種各 100 部 

B2 12 種各 100 部 

③広報用ポスター作成・印刷 1 式 B2  1 種各 300 部 

④PI 活動普及啓発グッズ（ポケッ

トティッシュ）デザイン・製作 

20,000 個 名入れ 

(3)PI 活動支援 ①ニューズレター配布業務 1 式 仕分け等含む 

②意見収集に係る後納払郵便の 

手続き及び精算等 

800 通  

③PI 普及啓発グッズ（エコバック

M）保管管理 

1 式  

④パネル展示の実施 57 か所  

(4)プロセス運営委員会

運営支援 

委員会運営支援  2 回  

(5)県民会議等運営支援 ①県民会議運営支援 １回  

②市町村会議運営支援 １回  

③関係機関等意見交換会運営支援 １回  

(6)意見整理及び属性分

析 

データ入力、属性分析 １回  

(7)プロセス認知度把握 認知度把握調査の実施 1 回  

(8)報告書作成 報告書作成 1 式  
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５．留意すべき業務体制 

  本業務は、限られた期間の中で多種の PI 活動支援を行うため、スケジュールの管理をしっか

り行うこと。 

  PI 活動の内容及び実施日に変更があった場合にも臨機応変な対応が求められることから、こ

れら業務を迅速かつ適切に対応できる体制をとること。 

○想定している主なスケジュール（案） 

 ・第７回プロセス運営委員会：平成 29 年７月下旬 

 ・PI 予定期間：平成 29 年８月中旬から９月中旬 

・認知度把握調査：平成 29 年９月中旬 

 ・県民会議：平成 29年８月下旬 

・市町村会議、関係機関等意見交換会：平成 29年９月上旬 

  ・第８回プロセス運営委員会： 

上記取組の実施時期や PI により寄せられた意見への対応等について審議する各種検討

委員会の開催状況に基づき開催時期は決定。 

 

６．業務仕様 

（１）作業計画の作成等 

委託業務の円滑な実施に向け、作業計画（案）を作成し発注者と事前に調整を行う業務。

また、上記表１の(2)、(3)の実施にあたり関係機関との連絡調整全般及び業務の進捗管理 

等を行う。 

 

（２）PI資料等作成 

① ニューズレター印刷 

ニューズレターの印刷及びニューズレター配布業者への納品を行う業務。 

・ 印刷原稿は発注者が提供する。 

・ 受注者は、ニューズレターの印刷原稿の受け取り後、配布業務が円滑に開始できる  

よう印刷業者及び配布業者と納品日時、場所、方法等について事前に綿密な調整を行い、

印刷を完了し納品すること。 

・ また、ニューズレター配布業者への納品以外のニューズレターは、発注者が指定する 

場所に納品すること。 

・ 仕様は表２のとおり。 

 

  ② パネル展示用ポスター印刷 

   パネル展示用ポスターの印刷及び各パネル展示会場への納品を行う業務。 

   ・ 印刷原稿は発注者が提供する。 

・ 受注者は、PI 期間中にパネル展示が円滑な実施できるよう、印刷業者及びパネル展

示設営業者と納品日時、場所、方法等について事前に綿密な調整を行い、印刷を完了し

納品すること。 

    ・ 各パネル展示会場には、印刷内容の異なるポスター全種類を各１枚づつまとめて１組

（予定 計 18種類：B1サイズ 6種類、B2サイズ 12 種類）として納品すること。 

・ パネル展示で使用する以外のパネル展示用ポスターは、発注者が指定する場所に納品 

すること。 

・ 仕様は表２のとおり 
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 ③ 広報用ポスター作成・印刷 

   PI 活動の効果的な周知を行う広報用ポスターのデザイン及び印刷を行う業務。 

   デザインにあたっては、発注者と調整し作成すること。 

・ 受注者は、PI開始の３週間前までには印刷を完了し納品すること。 

・ 納品場所は沖縄県庁７階にある沖縄県企画部交通政策課内。 

・ 仕様は表２のとおり 

 

④ PI 活動普及啓発グッズ（ポケットティッシュ）のデザイン・製作 

   PI 活動の普及啓発を図るための、パネル展示会場等で配布する本 PI 活動の名入れをした

ノベルティグッズとして、ポケットティッシュのデザイン及び製作を行う業務。 

・ 受注者は、PI開始３週間前までにはデザインを決定し、PI期間中にパネル展示が円滑 

に実施できるよう、パネル展示設営業者とポケットティッシュの納品日時、場所、方法

等について事前に綿密な調整を行い、期日までに余裕をもって製作を完了し納品するこ

と。 

・ 仕様は表２のとおり 

 

表２（PI資料等作成に係る各仕様） 

内 容 仕 様 数量 備 考 

①ニューズレター ・タブロイド版（D版）12 頁 

（両面カラー） 

・用紙サイズは 406×546mm、 

・仕上がりサイズは 406×273mm、 

・紙質は通常発行新聞用紙 

（米坪：44.1g/㎡,白色度約 52%） 

・形態はホッチキス止め無し 

※タブロイド版(12 頁)の構成は、

D3サイズの用紙を二つ折りにした

状態のものが、３枚重になってい

る状態。 

60 万部 

 

 

②パネル展示用ポス

ター 

・B1 サイズ(片面カラー)各 100 部 

・B2 サイズ(片面カラー)各 100 部 

・紙質はコート紙 135K 

6 種 

12 種 

※各サイズとも

種類数に変更が

生じる可能性が

ある。 

③広報用ポスター ・B2 サイズ(片面カラー)各 300 部 

・紙質はコート紙 135K 

1 種  

④ＰＩ活動普及啓発

グッズ 

・ポケットティシュ 

袋  ：約 120×83mm 

原 紙：約 196×210mm 

ラベル：  104× 73mm 

20,000 個 

 

 

枚数：６枚 

ラベル：フルカラ

ー片面 
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（３）PI活動支援 

① ニューズレター配布業務 

   県内全世帯を対象に、本業務にて印刷したニューズレターを配布する業務（配布業務に伴

う仕分け作業、「タウンプラス」利用時の宛名帯添付等作業を含む）。 

・ 配布は、配布開始後、原則として２週間以内に完了すること。 

・ 配布にあたっては、配布世帯数や配布形式等について事前に発注者と調整すること。 

また、配布期間中は随時、配布状況の確認を行うこと。 

   ・ なお、市町村ごとの配布世帯数は表３の数量とする。 

 

表３（2015 年国勢調査 市町村別世帯数） 

市町村名 世帯数 市町村名 世帯数 市町村名 世帯数 市町村名 世帯数 

那覇市 135,532 国頭村 2,061 北谷町 10,724 北大東村 333 

宜野湾市 39,333 大宜味村 1,262 北中城村 5,541 伊平屋村 516 

石垣市 20,514 東村 748 中城村 7,209 伊是名村 695 

浦添市 44,041 今帰仁村 3,490 西原町 12,641 久米島町 3,365 

名護市 26,142 本部町 5,237 与那原町 7,003 八重瀬町 9,625 

糸満市 20,647 恩納村 4,065 南風原町 12,763 多良間村 470 

沖縄市 53,325 宜野座村 2,003 渡嘉敷村 417 竹富町 2,122 

豊見城市 21,780 金武町 4,611 座間味村 453 与那国町 1,080  

うるま市 42,378 伊江村 1,917 粟国村 429 計  560,424 

宮古島市 21,977 読谷村 13,658 渡名喜村 267 

南城市 14,295 嘉手納町 5,069 南大東村 686 

 

② 意見収集に係る後納払郵便の手続き及び精算等 

県民等が意見提出に使用する手紙郵便料の後納扱いの手続き及びその精算業務。 

・那覇中央郵便局に私書箱を設置し、料金受取人払承認申請手続きを行い、後納郵便料金

を精算する。 

・宛名は手紙サイズ対応とする（要データ作成）。 

・本業務での取扱い件数は、800 通を想定する。 

 

 ③ PI 活動普及啓発グッズの保管管理 

   平成 28年度までに製作した PI 活動普及啓発グッズについて、PI 活動を開始する間まで適 

切に保管管理を行う業務。 

   ・対象：エコバック M8,000 個 

    段ボール箱 25個（縦約 41㎝×横約 45 ㎝高さ約 65㎝、25 個） 

   ・保管管理期間：約３か月。 

 

④ パネル展示の実施 

  県内の市町村庁舎、商業施設等で沖縄鉄軌道計画案づくりのステップ４における検討内容

をまとめたポスターをパネルに掲示し、県民等へ広く情報を提供するとともに、意見を求め

るパネル展示を実施する業務。 

 パネル展示は、57 か所、延べ 285 日（１か所あたり５日×57か所＝延べ 285 日）を予定し
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ており、同日に複数の施設で実施することになることから、それに対応できるよう各会場で

必要となる保安要員及び必要物品の確保を確実に行うこと。 

パネル展示会場については、多くの来場者が集まる中南部地域の商業施設及び市町村庁舎

等をＰＩ期間中の前半（概ね２週間以内）に設定すること。 

 

（会場確保、設営・撤去等について） 

・ パネル展示の開催場所、日数を表４のとおり予定しているため、受注者は契約後、

速やかに会場確保に伴う相手先との日程調整を行い施設等借用手続きを行うこと。 

・ パネル展示の設営（及び撤去）をする際には、施設管理者の指示に従い、業務に支

障のない場所へ設営すること。また、パネル展示に係る物品等の設置については、展

示用パネルの転倒及び展示物の落下等による事故等が起きないように安全性を考慮し

た設置を行うこと。 

・ パネル展示の開催に合わせ、表５にある必要物品を設置すること。 

・ パネル展示が終了した際には展示物及び必要物品等は速やかに撤去すること。 

・ パネル展示期間中は毎日、パネル展示の状況確認や資料等の補充を行うこと。 

 

（保安要員について） 

・ 保安要員を各会場に表４のとおり配置すること。 

（商業施設：10H/1 日の 5日×2人、市町村庁舎等・公共施設等：8H/1 日の 5日×1人） 

・ 保安要員への施設内での対応マニュアルを発注者と調整し作成すること。 

・ 保安要員には、施設内（駐車場、休憩場所等を含む全てのか所）では、一般の施設

利用者の妨げにならないような行動に心がけることを十分に認識させること。 

・ 保安要員には各施設へ配置の前に、発注者と調整して作成したマニュアルにより、

施設内での行動や沖縄鉄軌道計画案づくりの概要及び本パネル展示の内容等の説明を

行うこと。 

・ 保安要員は、パネル展示に係る物品等の管理、来場者数等の記録の他、通行人をパ

ネル展示場所に呼び込むことや本パネル展示の内容等を説明しアンケートの記入を促

す等の作業を行うものとする。 

 

（意見回収等について） 

・ 各施設にて回収した意見は、PDF データ化し、発注者あてメール等で毎日報告する

こと。ただし、意見数が極めて少ない施設（1日 20 件以下程度）や離島の施設におけ

る意見の報告については、発注者と回収時期を調整し報告すること。 

・ 来場者数や意見収集数等は各会場ごとに記録し、発注者あて毎日報告すること。 

 

    ※沖縄鉄軌道プロセス運営委員会の審議結果や事業実施段階での再検討の結果、パネル展

示開催か所数や日数の変更の可能性があるため、迅速かつ適切に対応できる体制を整え

ること。 
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表４（パネル展示実施か所 計 57か所） 

種類 会場 日数 配置人員（時間） 

商業施設 

（12か所） 

・本島北部 ２か所 

・本島中部 ５か所 

・本島南部 ５か所 

各会場土日を含め

５日実施し、12 ヵ

所にて計 60 日。 

各会場展示期間中

保安要員２人配置

(10H/1 日)。 

市町村庁舎等 

（29か所） 

・本島全市町村（26 か所） 

・久米島町 

・宮古島市 

・石垣市 

各会場５日実施

し、29 ヵ所にて計

145 日。 

 

各会場展示期間中

保安要員 1人配置

(8H/1 日)。 

 

 

 

公共施設等 

（16か所） 

・沖縄県庁 

・沖縄県立北部病院 

・沖縄県立中部病院 

・沖縄県立南部医療センタ

ー・こども医療センター 

・名桜大学 

・琉球大学 

・沖縄国際大学 

・沖縄キリスト教学院大学 

・沖縄大学 

・沖縄女子短期大学 

・沖縄県立芸術大学 

・沖縄県立看護大学 

・沖縄工業高等専門学校 

・モノレール駅構内 

・泊ふ頭旅客ターミナルビル 

「とまりん」 

・運天港 

各会場５日実施

し、16 ヵ所にて計

80 日。 

 

 

 

 

 

 

表５（１会場当たりの必要物品） 

名 称 単位 
数

量 
摘 要 

展示用ポスター 式／会場 1 

展示物は、本業務で作成したポスター

12 種～16種使用（B1、B2 サイズ混在）

の 1組 

展示用パネル 式／会場 1 
B1 ｻｲｽﾞ 4 枚、B2 ｻｲｽﾞ 10 枚の展示がで

きる規模 

テーブル、テーブルクロス 式／会場 2 W1500×D600×H700mm 程度 

椅子 脚／会場 2 折りたたみ椅子 
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アンケート等に係る備品 式／会場 １ 

鍵付きアンケート回収箱(紙製不可)、

ボールペン 10本(中古不可)、 

バインダー5枚、老眼鏡、画鋲(1 ｾｯﾄ)、 

セロハンテープ、油性ペン（黒）、 

Ａ３及びＡ４コピー用紙(各 10枚）等 

アンケート用紙   本課提供データにより、アンケート用

紙(A4 ｺﾋﾟｰ用紙)を印刷(片面ﾓﾉｸﾛ)し

各会場に備えること 

 商業施設 枚／会場 500 

市町村庁舎等、公共施設等 枚／会場 300 

展示案内板 枚／会場 2 パネル展示の上方・横方に安全に配置 

上方：W1200 ㎜×H200 ㎜ 

横方：W300 ㎜×H300 ㎜ 

両面印字、フルカラー 

旗形式のぼり（土台を含む） ｾｯﾄ／会場 2 パネル展示の左右に安全に配置 

※参考実績：同時開催 20か所程度 

※受注者にて作成の上準備すること 

 

（４）プロセス運営委員会運営支援 

本業務では、以下の内容により、県が設置した「沖縄鉄軌道プロセス運営委員会」の運営

支援を行う。 

なお、県東京事務所のテレビ会議使用時の委員のアテンド（随行）及び資料の持込は発注

者側にて対応する。 

① 運営支援 

・委員会の記録（録音・写真等の会議記録、議事録・議事要旨等作成） 

・委員会開催における通知文の送付及び委員会の円滑な進行支援等 

・委員への旅費、宿泊費、謝金等の支払い 

・会場の設営・撤去、委員会の資料印刷（１回：50 セット）、飲み物、機材の準備等 

なお、「委員会の記録」は、開催日も含め３日以内に提出すること。 

 ※委員会資料は、第４回及び第５回沖縄鉄軌道プロセス運営委員会参考 

（ホームページ参照：http://oki-tetsukidou-pi.com/） 

② 開催回数・規模  

・プロセス運営委員会は、ステップ４について計２回開催する。 

・委員は県外３名（東京２、仙台１）、県内は２名（宜野湾市、那覇市）。 

 

（５）県民会議等運営支援 

県が開催する県民会議、市町村会議、関係機関等意見交換会において、参加するス

テークホルダー等の幅広いニーズを把握するとともに、参加者間の円滑な対話を促進

することを目的に運営支援を行う。 

 

１）県民会議 

沖縄鉄軌道計画案検討にあたり、県民共通のニーズ等を把握することを目的に、

中立的な立場で参加者の状況を見ながら円滑な議論が図れるよう調整を行うファシ

リテーターを活用し、県民間の意見交換を行うことを目的に設置する。 
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会議はワークショップの形式にて開催し、参加者を複数のグループに分け討議を行い、

各グループ及び県民会議としての意見を抽出、整理することとしている。 

実施にあたっては、中立的な立場での議論、グループ討議の円滑な進行を図るため、

ワークショップを専門とするファシリテーターのもと運営進行を行う。 

 

① 連絡調整 

議事の円滑な進行のため、事前に計画案検討プロセス上の留意点等について、

事務局関係者との連絡調整を行う。 

② 実施設計 

鉄軌道検討に資する意見の抽出を目的とした、グループ討議の設計を県と調整の

もと作成すること。 

なお、実施設計の作成は、専ら地域住民を対象としたワークショップに係る事業

を実施し、かつ実績を有するところへ再委託することとし、委託先の選定にあたり、

契約前に発注者と協議を交わすこと。再委託先において実施設計を適切に作成でき

るよう、受託者から再委託先に対し、ステップ４検討事項等について十分に説明を

行うこと。 

③ 運営支援 

・会議記録作成（写真撮影、録音及び議事録・議事概要・議事要旨の作成） 

・ファシリテーターの運営進行の支援（事前打ち合わせ、会議当日） 

・ファシリテーター（県外 1人、県内５人）への旅費、謝金等の支払い 

・会場の設営・撤去、会議の資料印刷（60 セット）、機材の準備、画用紙・ボー

ルペン等の物件準備、参加者への交通費支給 

なお、「会議記録作成」は、開催日も含め速やかに提出することとし、詳細は 

発注者と協議すること。 

※会議資料は、第３回沖縄鉄軌道県民会議参考 

（ホームページ参照：http://oki-tetsukidou-pi.com/） 

④ 予定スケジュール 

１回実施する。 

 

２）市町村会議 

 沖縄鉄軌道計画案検討にあたり、市町村との情報共有を図ることを目的に、ま 

ちづくりの方向性等を含めた意見交換を行うことを目的に設置する。 

① 運営支援 

・会議記録作成（写真撮影、録音及び議事録・議事概要・議事要旨の作成） 

・会場の設営・撤去、会議の資料印刷（80 セット）、飲み物、機材の準備等 

なお、「会議記録作成」は、開催日も含め３日以内に提出すること。 

※会議資料は、第３回沖縄鉄軌道市町村会議参考 

（ホームページ参照：http://oki-tetsukidou-pi.com/） 

② 予定スケジュール 

１回実施する。 

 

３）関係機関等意見交換会 

 沖縄鉄軌道計画案検討にあたり、関係機関等との情報共有を図ることを目的に 
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意見交換を行うことを目的に設置する。 

① 運営支援 

・会議記録作成（写真撮影、録音及び議事録・議事概要・議事要旨の作成） 

・委員への旅費、謝金等の支払い 

・会場の設営・撤去、会議の資料印刷（60 セット）、飲み物、機材の準備等 

なお、「会議記録作成」は、開催日も含め３日以内に提出すること。 

※会議資料は、第３回沖縄鉄軌道関係機関等意見交換会参考 

（ホームページ参照：http://oki-tetsukidou-pi.com/） 

② 予定スケジュール 

１回実施する。 

 

（６）意見整理及び属性分析 

発注者において、ステップ４を対象に意見募集を行う。 

   本業務では、県民等から収集した意見について、データ整理（収集した意見全てを電子デ

ータ化）を行うとともに、意見を寄せた県民等の地域・年齢・性別等の属性分析を行う。 

データベースのファイル形式は、発注者と調整の上、必要に応じて変更対象とする。 

・アンケート数は、上記（５）の県民会議等も含めた、合計 1 万件を想定し、意見数の合

計が予定数を大幅に超える又は下回る場合は（10%程度の増減）、発注者と調整の上、変

更の対象とする。 

   ・また、ここでいう 1 件は、コミュニケーション活動により寄せられるアンケート１件  

（1 人分）のことである。 

 

（７）プロセス認知度把握 

鉄軌道計画案策定の取組について、県民等の認知度調査を行う。 

 

１）計画準備 

業務目的及び内容を把握し、業務の手順及びスケジュール、その他必要な事項を整

理する。 

なお、PI 終了後、３日以内に調査を開始するとともに、PI 終了後 14 日以内に調査

結果をとりまとめの上、報告すること。 

２）定点観測の実施 

   ①調査方法：ヒアリング調査を実施。  

   ②調査箇所：地域（北中南、離島）及び年齢に偏りが生じないようにするとともに、

効率的に実施できるよう、多くの人々が訪れる 21 箇所を設定している。 

計 21 カ所 

商業施設：7箇所【北部、中部（東西 2箇所）、那覇、南部、宮古、石垣】 

役  所：9箇所【北部（東西各 1カ所）、中部（東西各 1カ所）、那覇、 

南部（東西各 1カ所）、宮古、石垣】 

大    学：3箇所【名桜大、沖国大、沖大】 

観光施設：2箇所【沖縄海洋博記念公園、首里城公園】 

③調査回数：１回 （1週間程度） 

④有効回収数：1カ所あたり 70 サンプル× 21 ＝合計 1,470 サンプル 
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    ※内訳：北部（280）、中部（350）、那覇（140）、南部（280）、宮古（140） 

        石垣（140）、観光客（140） 

 

   ⑤ヒアリング項目（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）観測結果の整理 

  調査実施後 1週間以内に、モニタリング結果について表及びグラフにて整理 

し、PI 実施初期と終了時点の変化について分析・考察を行う。 

  ※ヒアリング項目及び調査結果報告書の形式は県と協議すること 

 

 

（８）報告書作成 

① 本業務の報告書は、上記６の（１）～（７）の作業結果や写真、必要なバックデータ、

図表等について、盛り込まれていること。 

② 報告書のとりまとめにあたっては、検討内容について体系的に整理し、図表やイメージ

図等を用いて、わかりやすい内容とするよう努めること。 

 

７．成果物 

（１）実施報告書 

・電子データ（ＣＤ－Ｒ）      １式 

・印刷物（Ａ４版）         ３部 

・その他発注者から指示のあったもの １式 

 

（２）納入場所 

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

沖縄県企画部交通政策課 

 

（３）その他 

・ＰＩ活動については、写真管理を行うこと。 

・本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、本課職員と協議するものとする。 

・本業務は、限られた期間の中で多種のＰＩ活動支援を行うため、スケジュールの管理をし

問１：沖縄県が、鉄軌道導入の取組みを行っていることについて 

   1. 本モニタリング調査で知った   2. 以前から知っていた 

 

問２：沖縄県が計画案検討に必要な鉄軌道のルート等対策案について検討を行ってい 

ることを知っていますか？ 

1. 知らなかった 2.知っている 

 

問３：何で知りましたか（問２で「2.知っている」と答えた場合のみの質問） 

   1.ニューズレター（鉄軌道ニュース） 2.ＨＰ  3.新聞／ニュース 

   4.市役所（パネル展示） 5.商業施設（パネル展示）  

   6.その他（      ）  

     

 問４：沖縄県による鉄軌道導入の取組みについてもっと知りたいと思いますか。 

   1. とても知りたい  2. 知りたい  3. あまり関心は無い 

   4. まったく関心がない 

 

【年齢層】 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 
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っかり行うこと。また、ＰＩ活動の内容及び実施日に変更があった場合にも臨機応変な対

応を行うこと。これらの業務を十分かつ確実に行えるような体制をとること。 

・本業務を遂行するにあたって知り得た事項は、県の許可なく他に流用してはならない。 

・本業務を遂行するにあたり、必要な資料がある場合は、本課職員と協議するものとする。 

・調査については、関係機関と十分調整を図りながら実施すること。 

・本業務の成果物の著作権及び所有権は、沖縄県に帰属する。ただし、本委託業務にあたり、

第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処

理するものとする。 

 

８．再委託の制限等 

（１）一括再委託の禁止等 

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 

委任し、又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情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、 

これと異なる取扱いをすることがある。 

○契約の主たる部分 

契約金額の50 ％を超える業務 

企画判断､管理運営､指導監督､確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

市町村や自治会担当者等との連絡調整業務 

 

（２）再委託の相手方の制限 

本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできな 

い。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団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はできない。 

 

（３）再委託の範囲 

本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務 

等の範囲は以下のとおりとする。 

○再委託により履行することのできる業務の範囲 

資料の収集・整理 

複写・印刷・製本 

原稿・データの入力及び集計 

ポケットティッシュの製作 

ニューズレター配布に係る業務 

県民会議の実施設計 

その他単純作業的な業務であって、容易かつ簡易なもの 

 

（４）再委託の承認 

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、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときは、 

この限りでない。 
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○その他、簡易な業務 

資料の収集・整理 

複写・印刷・製本 

原稿・データの入力及び集計 

 その他単純作業的な業務であって、容易かつ簡易なもの 

 

９．特記事項 

（１）業務内容について、沖縄鉄軌道プロセス運営委員会の審議結果や事業実施段階での再検討

により、日程や内容の変更が考えられるため、これらについて十分留意、認識の上、見積り・

入札を行うこと。 

また、日程等の変更が生じた場合にも迅速かつ適切に対応できる体制を整備すること。 

 

（２）５の留意すべき業務体制において示している想定している主なスケジュール（案）につい

ては、あくまで目安として示しているものであり、沖縄鉄軌道技術検討委員会や計画検討委

員会での検討状況により前後することがある。 

 

（３）ステップ４の検討内容は、所要時間の算出、需要予測結果、採算性や費用便益等比較評価

に関するものであり、県民等に適切に情報提供を行う必要があることから、十分にその内容

等について理解し、業務に遂行すること。また、このことについて十分留意、認識の上、入

札を行うこと。 

 

（４）業務内容の変更による委託料の変更については、県積算書の変更設計金額の全てに落札率

（予定価格に対する落札率）を乗じて算出した変更額となることを十分留意、認識の上、見

積り・入札を行うこと。 

 

（５）パネル展示会場については、多くの来場者が集まる中南部地域の商業施設及び市町村庁舎

等を PI 期間中の前半（概ね２週間以内）に設定すること。 

 

（６）委員会等の円滑な運営等の観点から、以下に示す人員を確保すること。 

 必要最低人数 

①  プロセス運営委員会、市町村会議、関係機関等意見交換会 ３人 

②  県民会議 ５人 
 


