
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成27年1月27日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 井上 一徳

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 日米スポーツ交流事業
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 契約日の翌日から平成27年 3月31日

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び第
71条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成25･26･27年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格
の種類が「役務の提供」でＣ及びＤの格付けを受け、九州・沖縄地域に競争参加資
格を有する者であること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３ 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8181（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成27年1月27日（火）から平成27年2月12日(木)まで（行政機関の休日を除く。）
の毎日、午前９時から午後５時まで(ただし、正午から午後１時までの間を除く。)、
担当部局にて上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得見
込者に対し交付する。

(3) 入札及び開札の日時等
平成27年2月13日(金) 午前10時00分 沖縄防衛局 4階 講堂３

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよ
う要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めな
い。



仕 様 書

１ 業務の名称： 日米スポーツ交流事業

２ 業務の目的： 日米の児童及び父母がスポーツを通して交流し、両者の相互理解

を促進するとともに信頼関係を醸成する目的で開催する。

３ 履 行 場 所： 米軍トリイ通信施設内体育館（読谷村）

４ 履 行 期 限： 契約日の翌日から平成２６年３月３１日まで

（実施日：平成２６年３月１４日（土））

５ 参 加 人 員： 参加者 １８０名（日本側１２０名、米側６０名）

ボランティア等 ２０名

６ 主 催 等： 沖縄防衛局

７ 事業の内容：

参加者約１８０名が混合チームを編成し、スポーツ競技を通じてコミュニケー

ションを行う。スポーツの内容は以下のとおり。

①玉入れ

②五色綱引き

③２人３脚リレー

④昼食会（日米双方からダンス等の演技披露・アンケート）

８ 業務の内容：（詳細については別紙による）

(1) 司会進行を含めた運営関係及び会場設営、清掃等。

(2) ネームタグ、Ｔシャツ等の作成等。

(3) 写真の撮影等。

(4) 傷害保険の加入契約。

(5) スポーツ交流における運営、管理、競技の審判や実演及び指導

(6) 報告書の作成及び提出。

９ 契約方法： 当局が定めた契約書により締結するものとする。

10 そ の 他：

(1) 受託者は、本件事業を誠実に履行するものとし、疑義が生じた場合は、沖縄

防衛局の監督職員（以下「監督官」という。）と協議の上、監督官の指示に従

うものとする。



この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承認を得る。

(2) 受託者は、本業務の履行に関して知り得た事項については、第三者に漏らし

てはならない。また、委託者（沖縄防衛局）から貸与された資料については、

目的以外には使用せず、業務完了後、速やかに返却する。

(3) 受託者は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置をとること。

(4) 受託者は、提出書類等について、あらかじめ監督官と協議するものとし、作

成過程においては、その都度、監督官の確認を受けること。

(5) 受託者は、事業実施にあたり、米軍施設に立ち入る場合は、立入り許可条件

を厳守しなければならない。（立入り名簿は、契約後速やかに作成し提出する。）

(6) 業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出について万全

を期すために、ファイル交換ソフト（ウィニー等）をインストールしていない

ものを使用すること。

なお、業務関係書類とは、本件業務で作成する書類の一切を含むものとする。

以 上



別紙

業 務 内 容 の 詳 細
１．打合せ等

①業務打合せ：
沖縄防衛局と３回程度の打合せを行うものとし、必要に応じ、参加自治会及び米
側も加わる。

②事業計画書：
日程表、司会進行計画、競技実施方法、各スタッフの行動計画等、交流事業全体
の計画を作成及び提出。
※事業計画書の提出は、平成２７年２月２６日までにデータ提出とする。

③参加者等名簿作成：
日米の参加者の名簿を日英文で作成する。

④事業内容等：
技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項があれば提案する。

２．運営関係

①司会進行者：１名
進捗状況を把握し、管理ディレクターと連携して司会進行を行う。

②司会者アシスタント：１名（日英通訳を兼ねる）
司会進行者を補佐する。（主催者及び来賓者等挨拶における日英通訳を含む）

③管理ディレクター：１名
本事業を統括する現場責任者として、交流事業全般を指揮・監督する。

④管理スタッフ：１名
管理ディレクターを補佐する。（報告書の作成・写真撮影、編集等）

⑤運営スタッフ：８名（日英通訳を兼ねる）
会場設営及び撤収、参加者の名簿による出欠確認、Ｔシャツ及びネームタグの配
布、アンケート調査用紙の配布回収及び音響器材の設置等の業務を行う。
また、事業内容を把握し、参加者のイベント・競技への誘導引率、各種目のデモ
ンストレーションを行うと共に、競技にあたっては各チームの参加者に対して作戦
指導、日米間のコミュニケーションの促進を担う。
各チームに担当スタッフを１名配置する。

⑥審判員：２名
各種目に対応出来る有資格者または経験者等による審判員。
なお、状況に応じレクリエーションとして楽しめるよう柔軟な判定で対応する。

⑦救護員：１名
救急箱を携行し、負傷者が出た場合には救護にあたる。



３．会場借上関係

①会場：
米軍トリイ通信施設内体育館（使用料無料）
※会議用テーブル２台及び折りたたみ椅子１２脚（使用料無料）

②音響器材等：
ステージ用音響器材（マイク２本、スタンド１本、その他一式）
※100ボルト、 60ヘルツの機材を利用するには変圧器等が必要。

③幼児用ブース：
会場に隣接した場所に幼児保育用のブースを設け、滑り台付きバウンサー遊具を
設置する。
※遊具はU.S. Army MWR（米陸軍福利厚生部）からの借受けとする。

４．準備・作成関係

①案内チラシの作成：
参加者への周知のため、実施日時、場所、事業内容、注意事項等を日英文で併記
した案内チラシを監督官と調整の上作成し、１８０部提出。

②案内用看板：
案内用看板（H1800mm×W900mm程度）を日英併記で作成する。

③参加者名簿録：
日米交流事業の参加者の名簿を日英文で作成し、８チームに編成する。
１チームの構成は、日米混合で２０名程度
※①氏名、②年齢 ③Ｔシャツのサイズ

④ネームタグ：
日英文で作成する。
ネームタグの裏面に簡単な挨拶や応援及びコミュニケーションの促進に繋がる言
葉の会話集を日英文で作成する。
※サイズは、H100mm×W100mm程度でチームメイトが容易に確認出来る大きさとする。

⑤Ｔシャツ作成：２００枚
日米交流事業の参加者（１８０名）及びボランティア等（２０名）のＴシャツの
デザイン及び作成。
Ｔシャツのデザインについては、チーム編成毎に色分けし、背面部に「日米スポ
ーツ交流事業」を日英文で標示するとともに、その他図柄について提案する。
Ｔシャツの生地については、吸汗速乾に優れたメッシュ生地とする。

⑥タイムスケジュール表：
会場内にタイムスケジュール（現在の試合状況、今後の予定等が分かるように随
時更新）を２箇所に設置。
※サイズは、H1.5m×W1.0m程度で児童に分かりやすく見えやすいように配慮する。

⑦スタッフ名簿：
日英文で作成するとともに、ネームタグを着用する。
※①氏名、②担当区分

５．傷害保険の加入契約

①保険への加入
日米交流事業の参加者及びボランティア等を対象とする傷害保険へ加入し、説明
用資料（約款等)を入手し、監督官へ報告する。
補償内容については死亡・後遺障害500万円、入院日額3,000円、通院日額2,000
円、免責なしとする条件を満たすものとする。
その他については、監督官等と調整するものとする。



６．競技の審判、実演及び指導等

①準備運動等：
参加者全員で準備体操を行う。
また、各種目において運営スタッフによる実演を行う。

②玉入れ：
試合コートを２面設置し、審判員各１名を配置。
お手玉２００個（１チーム１００個）を竿付き籠に投げ入れ、多くの玉を籠の中
に入れたチームの勝ちとする。
試合前に作戦タイムを設け、児童及びその父母が進んで会話するように促す。

③五色綱引き：
５本の綱を引き合い、３本以上自陣に引っ張ったチームの勝ちとする。
試合前に作戦タイムを設け、児童及びその父母が進んで会話するように促す。

④二人三脚リレー：
児童とその父母を混在（例として、日児童と米父母）の２人１組とし、バトンリ
レー方式により競争する。

⑤水分補給所の設置
競技の合間に参加者が水分補給できるよう補給所を設置し、お茶、ミネラルウォ
ーター等及び紙コップを用意する。

⑥昼食会：参加者、ボランティア等に対し２００食
施設周辺に飲食できるスペースをブルーシート等で確保し、チームで飲食する。
提供する飲食物は、調理済みハンバーガー等の軽食及び５００ｍｌの飲料とし、
購入先は、日米食文化交流の促進のため、U.S. Army MWR（米陸軍福利厚生部）と
する。
また、食材の衛生管理を徹底するとともにアルコール消毒液及びお手ふき等を用
意する。

７．アンケート調査の配布及び回収
アンケート票、筆記用具等は沖縄防衛局で準備。

８．会場設営・撤去
会場に以下のものを事業前日に設置。
・案内用看板
・ステージ用音響器材等（マイク２本、スタンド１本、その他一式）
・会議用テーブル２台及び折りたたみ椅子１２脚（使用料無料）
・幼児用遊具
・その他（コート明示ラインの貼付等）
※事業終了後速やかに会場の撤去及び清掃を行い、施設管理者への引き渡し。

９．その他資材運搬

10．写真の撮影及び編集等

①写真撮影：
主催者及び来賓者等挨拶時、交流風景、競技風景、昼食会風景、集合写真等。

②写真編集：
撮影したすべての写真をＣＤ－ＲまたはＤＶＤにより提出する。

11．報告書の提出
アンケートの調査結果を整理集計し報告書を作成する。
報告書の提出に際し、監督官と事前調整し、紙媒体及びデータにより提出する

以 上


