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地球温暖化防止啓発事業運営管理業務委託仕様書

令和 2年 2月

岡山市環境局環境部環境保全課
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地球温暖化防止啓発事業運営管理業務委託仕様書 

１ 委託業務の概要 

１．１ 委託業務の目的 

地球温暖化防止への理解と行動の推進を目的に、市民や事業者に消灯を呼び掛けるライトダウンキ

ャンペーン及び小・中学校の児童・生徒を対象に実施している地球環境問題ポスターコンクール（以

下、「ポスターコンクール」）の開催に係る業務を委託するものである。 

１．２ 行事実施日時・場所 

１．２．１ ライトダウンキャンペーン 

名称 ライトダウンキャンペーン 

期間 令和２年６月～７月（７月７日にイベント／七夕ライトダウン inおかやま２０２０を開催）

場所 岡山市北区柳町二丁目２番１号 山陽新聞社さん太広場（イベント会場） 他 

１．２．２ ポスターコンクール 

名称 令和２年度地球環境問題ポスターコンクール 

期間 令和３年１月～３月 

場所 岡山市北区二日市町５６番地 岡山市立中央図書館２階視聴覚ホール前展示コーナー 他 

１．３ 委託期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 委託業務の基本事項 

２．１ 総則 

２．１．１ 適用範囲 

本仕様書は基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項でも、当然

必要と思われるものについては、本市監督員（以下「監督員」という。）と協議のうえ、受託者の責

任において誠実に履行すること。 

２．１．２ 疑義 

現場説明書、本仕様書及び図面等に明示のない場合又は疑いを生じた場合は、監督員と協議する

こと。 
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２．１．３ 損傷部補修 

本業務履行に際し、建造物機器等を損傷しないよう十分注意すること。万一損傷した場合は、監

督員の指示に従い､同等以上の資材をもって速やかに現状復旧を図ること。 

なお、復旧に要する費用はすべて受託者の負担とする。 

２．１．４ 秘密の厳守 

業務上知り得た事項については、いかなる場合においても漏洩しないこと。 

２．１．５ 提出書類 

提出する書類の大きさは、すべてＡ４判にて編集すること。 

２．１．６ 個人情報の取扱委託に関する覚書 

受託者は、契約書作成に合せて上記覚書を締結すること。 

２．１．７ プロジェクト管理 

受託者は、委託者の視点に立って、本委託業務が効率的かつ適正に実施されるように、また、本

委託業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程におけるプロジ

ェクト管理（各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要件の指摘、課題・問題点の早期発

見と解決策の検討・実施、委託者への迅速な状況報告等）を徹底すること。なお、委託業務の進捗に

関する報告会を原則として、毎週 1回以上行うこと。ただし、委託者が不要と判断した場合は報告会

を省略することができる。 

プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力のみならず適切な課題解決策、方

法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロジェクトを推進できる

能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅

れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、

体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、委託者の承認を得たうえでこれを実施すること。 

２．２ 現場管理

２．２．１ 現場管理 

業務責任者は、委託業務履行の場所に常駐し、行程及び現場管理等を適切に行うこと。 

また、業務履行については、監督員と事前に打合せ等を行い履行すること。 

２．２．２ 緊急時の処置 

事故又は災害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督員に報告す

ること。 

２．２．３ あと片付け 

履行完了に際しては、当該委託に関連する部分のあと片付けを行うこと。 
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３ 提出書類 

３．１ 提出書類 

３．１．１ 提出書類 

本委託業務に関する提出書類は次のとおりとする。ただし、契約に関する書類は別とする。 

（１）着手前に提出する書類 

ア 委託業務着手届 １部 

イ 業務責任者届 １部 

受託者は業務責任者を定め、書面により提出すること。 

ただし、本市が不適当と認めた場合には改めて選任すること。 

ウ 委託作業表 １部 

（２）完了後に提出する書類 

ア 委託業務完了通知書 １部 

イ 報告書          １部 

３．１．２ その他の書類 

上記以外で、監督員から指示があった場合は、書類を作成の上、提出すること。 

４ ライトダウンキャンペーンに係る業務詳細 

４．１ 行事の目的

夜間でも明るい照明等に慣れた日常生活の中、電気を消すことでいかに照明等を使用しているかを

実感し、地球温暖化問題について考えていただくことを目的に、毎年６月から７月までの期間、市民

や事業者に消灯を呼び掛けるライトダウンキャンペーンの開催に係る業務を委託するものである。 

４．２ 業務内容 

４．２．１ 事前準備等 

（１）打合せ 

契約締結後、速やかに監督員と打合せを行うこと。打合せは、契約締結後からイベント実施日

までの期間、監督員の求めに応じ適宜実施する。 

・岡山県地球温暖化防止活動推進センター「アスエコ」との打ち合わせ 等 

（２）企画書の作成 

契約締結後速やかに、監督員との協議の上、具体的な実施概要の分かる「企画書」を準備する 

こと。 

（３）チラシの作成 
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ア 受託者は、イベント実施にかかる案内チラシを７５，０００枚作成すること。 

イ チラシのデザインについては、岡山市が提供したもの（PDF、イラストレーター形式／４ 

月下旬ごろ提供予定）を使用すること。 

ウ 体裁は以下のとおりとする。 

  ・A4 判 

  ・両面印刷 

・表ページ：フルカラー刷、裏ページ：２色刷 

・用紙：マットコート 70kg（再生紙でも可） 

エ 納入条件   

・別紙１に示す箇所ごと（全３０２箇所）にチラシと頭文（１枚）を一緒に紙袋、封筒又 

は包み紙で簡易包装し、岡山市環境保全課に納入すること。 

  ・簡易包装ごとに枚数と施設が分かるシールを張ること。 

  ※頭文及び枚数と施設が分かるシールについては、岡山市環境保全課で準備する。 

（シール例） 

○○小学校御中

○○枚

オ 納期限 

  令和２年６月５日（金） 

（４）イベント出演者等の手配 

    ７月７日のイベントに出演者する演奏者（３組）、司会者を手配すること。なお、出演者等の 

手配に係る費用は、全て受託者が負担すること。（出演料：出演者１組当たり２～３万円程度） 

 （５）イベント会場の手配 

会場は山陽新聞社さん太広場とする。（岡山市が仮押さえ済） 

契約締結後速やかに、監督員は、『広場使用申請書』を山陽新聞社に提出する。 

（６）会場使用料の入金等 

会場使用料及び会場使用において発生したその他費用については、山陽新聞社指定の入金期日 

までに、所定の口座に振り込むこと。なお、会場使用料は、約１７０，０００円（音響に関する 

費用及び備品（机、いす）の貸出料を含む。）とする。詳細な金額は山陽新聞社に確認すること。 

 （７）機材等の準備 

    イベント時に使用するロウソク（２００本）、チャッカマン（３０個）を準備すること。 

４．２．２ 事業所への協力依頼 

（１）依頼文の封筒詰め  

市内の事業所に消灯の依頼文を送付するため、封筒詰めを行う。 

郵送分の事業所数は約１０００社。ポスティング分の事業所数は約８００社。 

郵送分の封筒詰めしたものは、岡山市環境保全課に持参すること。なお、依頼文及び発送先がわ
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かるシールについては、岡山市環境保全課で準備する。 

 （２）チラシポスティング 

    市役所筋の各事業所の郵便受けに消灯の依頼文等を入れる。（１）で封筒詰めした約８００社 

   分をポスティングする。 

４．２．３ 会場設営及び運営 

（１）会場設営 

会場設営については別紙２のとおりとする。行事実施日当日に開始し、午後５時には終了する

こと。机（長机約８台）、いす（約６０脚）等は、山陽新聞社の備品を使用し、風等で飛ばされな

いような措置を講ずること。また、作業の際に騒音等による近隣への影響が最小限になるよう配

慮すること。 

（２）司会進行 

司会進行は別紙３「MC用資料（2019）」を参考に、円滑に行うこと。 

（３）運営 

業務責任者は別紙４「タイムテーブル」を参考にしながら、円滑に運営を行うこと。業務責任

者とは別に司会、誘導員等行事を円滑に行うために必要な人材を配置すること。業務責任者は緊

急の場合を除き、会場に常駐すること。 

４．２．４ あと片付け等 

（１）会場の撤去 

行事終了後速やかに机、いす等を撤去し、実施場所を行事実施前の状態に復帰すること。 

（２）市有物品の返却 

市有物品（ロウソクフォルダー、カラーコーン等）は、受託者の責任と費用をもって監督員が 

指定した日時、場所に返却すること。 

４．２．４ 報告 

行事実施中に事故等が発生した場合には直ちに監督員に報告すること。 

行事終了後、参加者数、ごみ処理量（可燃、不燃）の速報値を監督員に報告すること。 

４．２．５ その他 

荒天等により、行事の実施が困難な場合は、市の判断により行事を中止することがある。中止

の場合には開始６時間前までに連絡する。行事が中止となった場合、双方協議の上、委託内容を

変更する。 

５ ポスターコンクールに係る業務詳細 

５．１ 行事の目的
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地球環境の現状や、地球環境問題についての理解と関心を高めることを目的に、毎年１月から３月

までの期間、小・中学校の児童・生徒を対象に実施する地球環境問題ポスターコンクールの開催に係

る業務を委託するものである。 

５．２ 業務内容 

５．２．１ 事前準備等 

（１）打合せ 

契約締結後、速やかに監督員と打合せを行うこと。打合せは、契約締結後から行事実施日まで

の期間、監督員の求めに応じ適宜実施する。 

（２）依頼文の封筒詰め 

    市内の小学校（９４校）及び中学校（４７校）、絵画教室（４カ所）にポスターコンクール募 

集案内等の文書を送付するため、封筒詰めを行う。封筒詰めしたものは、岡山市環境保全課に持 

参すること。なお、発送する文書及び封筒は岡山市が準備する。 

５．２．２ 会場の設営 

（１）展示品の搬入 

展示するポスター等については、岡山市環境保全課（岡山市北区大供一丁目２番３号 分庁舎

６F）において引渡しを受け、受託者の責任と費用をもって会場に搬入する。 

引渡し日は、監督員の指定した日とする。 

（２）ポスターの掲示 

ポスター（サイズ：B列本判 八つ切り（27cm×38cm））は、来客者から見やすい配置を意識し、 

画鋲等で掲示する。 

（３）会場の設営 

① 会場の設営は、開催初日（令和３年３月上旬頃）の前日午後５時までに行うこと。 

② 展示にあたっては、岡山市立中央図書館利用規定を遵守すること。 

③ 設営完了時には、必要に応じ、岡山市立中央図書館担当職員の確認を受けること。 

５．２．３ 会場の撤去等 

（１）会場の撤去 

会場の撤去は、開催最終日（令和３年３月下旬）の翌日午前１０時から速やかに実施し、撤去

完了時には、岡山市立中央図書館担当職員の確認を受けること。 

（２）展示品の返却 

展示したポスターは、監督員の指示により、受託者の責任と費用をもって岡山市環境保全課に

会場撤去後２日以内に返却すること。 

５．２．４ 入賞者の賞状等の準備 

（１）賞状の作成 

別紙５を参考に墨書き若しくはプリンター打出しにて、１００枚（小学生５０枚、中学生５０
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枚）の賞状を作成すること。墨書きの場合は、筆耕士若しくはそれに準じた技術を持った者が行

うこと。なお、賞状作成に係る費用は、全て受託者が負担すること。表彰状用紙は岡山市が準備

したものを使用すること。 

納入後、誤字等が判明した場合は、受託者の責任と費用をもって再度速やかに作成し直すこと。 

市が市長印等を押印することで完成とする。押印の作業のため、令和３年２月１９日（金）ま

でに岡山市環境保全課に作成した賞状を納品すること。押印後の引渡し日は、監督員の指定した

日とする。 

（２）参加賞・記念品の準備 

別紙６のとおり参加賞を応募人数分、受賞者用記念品を入賞者数準備すること。なお、参加賞

及び記念品購入に係る費用は、全て受託者が負担すること。 

５．２．５ 学校への賞状及び参加賞等の送付 

（１）賞状及び参加賞等の仕分け 

応募者の記念品、入賞者の賞状・記念品及び参加賞、入賞しなかった作品を応募校に返却する

ため、学校ごとに仕分け作業を行う。学校ごとの数量等は、入賞等の審査結果後（１月下旬予定）

に確定する。参考に、平成３０年度の実績を別紙７に示す。 

なお、入賞しなかった作品は、監督員の指定した日に受け取りにくること。 

（２）送付状の作成 

学校ごとに送付状を作成すること。送付状の内容は、別紙８を参考とすること。 

（３）送付の手配 

仕分した参加賞等を学校に送付する。配送は、内容物が破損しないよう十分配慮した方法とす 

ること。 

（４）送付期限（各学校に必着） 

令和３年３月８日（月） 

５．２．６ 報告 

行事実施中に事故等が発生した場合には直ちに監督員に報告すること。 


