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令和４年度首里城復興推進事業委託業務 
企画提案仕様書 

 

 

１．業務名称  令和４年度首里城復興推進事業に係る委託業務 

２．委託期間  契約締結の日から令和５年３月 25日まで 

 

３．予算額 

 (1) 委託上限額 

   提案にあたっては、総額 14,600,000円（消費税及び地方消費税を含む）の範囲で見

積もること。（この金額は企画提案のために設定した額であり、実際の契約金額とは異

なる。） 

  注：「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条の規定並びに地方税法第

72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、契約金額に 11 分の 10 を乗じて得た額

である。 

 (2) 積算内訳 

   積算の費目は、次のとおりとすること。 

① 人件費 

② 直接経費（報償費(※)、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃

借料、その他必要と認められる費目） 

③ 再委託費 

④ 一般管理費（（人件費＋直接経費－再委託費）の 10%以内とする。） 

⑤ 消費税 

  （※）：シンポジウムの講師等に対する報償費（謝金）については、県の規定に基づき日額 8,400 円

とする。 

 

４．業務目的 

令和元年の首里城火災を受け、県では、首里城復興基本計画を策定し、首里城復元は

もとよりその象徴される歴史・文化の継承に取り組んでおり、その推進にあたっては国

内外の首里城への思いを持つ方々との連携・協働を図ることとしている。 

本事業は、沖縄県公式首里城復興サイトや SNS 等での情報発信の支援及び県民等の復

興への参画機会創出に係る取組等の実施により、首里城復興基本計画の着実な推進を図

ることを目的とする。 

なお、令和４年度は、沖縄の復帰 50周年に伴い、復帰記念式典を始め第７回世界のウ

チナーンチュ大会、美ら島おきなわ文化祭などの行催事・各種イベント等が予定される

節目の年となることから、県内のみならず、国内・海外から沖縄への関心が高まると想

定される。首里城復興においても、令和４年秋頃の正殿の工事着工やこれに伴う起工式・

木曳式などが予定されることから、それらイベントと効果的な連携の下、事業を進める。 
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５．業務内容 

 本事業の業務内容は以下の通りであり、その効果的な実施に向けた提案を行うこと。

なお、提案内容については企画採択後に県と調整の上で決定するものとし、決定前に関

係団体等と接触することは極力控えること。また、決定後においても状況変化等により、

協議の上実施内容を変更することがある。 

 

(1) 首里城復興に係る県民等の復興への参画機会創出の取組（別添１資料参照） 

県では、焼失した首里城への思いを形として残し、継承するための取組として、

火災現場から撤去された破損瓦等（瓦、石材）を、イベント等での活用を希望する

沖縄県内の関係機関、個人または団体等へ提供して復興への参画機会創出を図って

いる。本業務にて、その運営事務局を運営すること。 

   （業務内容） 

① 破損瓦等の活用希望者の募集（ＳＮＳ、ダイレクトメール等） 

② 破損瓦等の活用に関する問い合わせ、申請の受付（電話、メール） 

③ 申請に対する希望者及び県との調整 

④ 申請書類の事前チェック及び県における本審査業務サポート 

⑤ 保管場所（首里城近辺）での破損瓦類引き渡し立ち会い 

⑥ 活用実施後の申請者に対する実施報告書提出の催促 

⑦ 破損瓦等の在庫確認及び管理 

⑧ 活用に関する情報発信（利活用事例の写真等記事をＳＮＳ等で発信） 

⑨ 破損瓦等の活用促進のためのイベント実施（１回程度） 

（備考） 

・活用申請は、年間 30件程度（問い合わせは除く）を想定し、在庫状況を鑑みなが

ら本契約期間中は常時対応すること。申請のあったうち、年度内の在庫では対応で

きなかった分は、次年度以降の対応分として県へ引き継ぐこと。 

・申請処理は、別添「首里城火災破損瓦類に係る活用要領」に基づき対応すること。 

・申請者から現物の事前確認依頼があった場合、県と相談の上で随時対応すること。 

 

(2) 首里城復興に係るシンポジウムの実施 

県と県内大学等が連携して企画する首里城復興に係るシンポジウム（現地会場＋

オンライン配信のハイブリット型）を実施すること。なお、実施時期は秋頃を予定

している。 

   （業務内容） ※想定予算は 100万円程度 

① 参加者募集のための事前告知 

② 会場確保・支払（会場は仮押え済） 

③ シンポジウム当日に必要な掲示物の印刷（データは県提供） 

④ 当日の運営（会場設営、受付等人員配置） 
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(3) 首里城図柄入りの自動車ナンバープレート導入の推進（別添２資料参照） 

県では、走る広告塔として国が実施している「地方版図柄入りナンバープレート」

の沖縄県版として、首里城を図柄としたデザイン導入を推進しており、その導入に

必要な下記の業務を実施すること。 

   （業務内容）※下記①～③までを令和４年 10月末までに完了すること 

① デザイン案の制作（５パターン程度） 

※各パターン、モノクロ版とカラー版を制作すること。 

※国指定の電子データで納品すること。 

② 県民からのデザイン案の募集と選定 

③ 上記の①、②をあわせた県民投票・審査委員会等の実施 

 

(4) 首里城復興に係る PRツールの作成 

 関連イベント等の PR 効果を高めるため、以下ツールのデザイン及びその制作を

行うこと。 

① 垂れ幕（寄付金贈呈式等の際に背面に設置） サイズ 1.2m×1.8m程度 ２枚 

② バナースタンド（ロールアップバナー） ４本 

③ ポスター １０枚程度（増刷用の電子データ含む） 

④ パンフレット（寄付金紹介用） １００枚程度（増刷用の電子データ含む）  

 

６．打合せ等 

(1) 委託業務の進捗状況や委託業務案内等に関する打ち合わせを必要に応じて実施する 

こと。 

(2) 打合せ等には、本委託業務を管理する立場の者と担当者が参加すること。 

 

７．成果品 

 業務の成果として、以下を提出することとする。 

(1) 成果報告書 （１部） 

(2) 本事業で映像コンテンツを制作した場合におけるその電子データ（一式） 

 (3) その他県が必要と認める書類等 

 

８．業務の再委託についての留意事項 

(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。 
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① 契約金額の 50％を超える業務 

② 企画判断、管理運営、指導監督、確定検査などの総括的かつ根本的な業務 

 

(2) 再委託の相手方の制限 

本契約の企画提案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ができない。 

 

(3) 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「簡易な業務」に示した

ものを第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。 

 ＜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．その他 

(1) 本業務の完了後において瑕疵が発見された場合は修正、又は再作業を行うものとす

る。 

(2) 本業務にかかる成果品の著作権及び所有権は沖縄県に帰属する。 

 (3) 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託

契約の仕様書とは異なる場合も想定される。 

 (4) 本業務の実施にあたっては、新型コロナ感染症拡大防止の対策を十分に講ずること

とする。 



改正予定 

 

首里城火災破損瓦等に係る活用要領 

土木建築部都市公園課 

 

（趣旨） 

第１条 

この要領は、首里城火災で破損した赤瓦、石材（以下「破損瓦等」という。）につい

て県民等による多様な活用や活用イベントへの参画を通して、琉球文化・歴史への関

心を高め、首里城復興への思いを繋げることを目的に、破損瓦等の活用に関する必要

な事項を定める。 

 

（破損瓦等活用事業） 

第２条 

  県民等の首里城への思いを形として残し、継続させる目的で実施する次の各号に掲

げるイベントや活動に対して、破損瓦等を提供する。 

  一 個人及び団体等（以下「団体等」という。）が実施するイベントや活動のうち、

目的及び内容について県が適正と認めるもの 

二 国、地方公共団体及び学校教育法第１条に定義される学校が実施するもの 

三 その他、県が適正と認めるもの 

 

（申請手続き等） 

第３条 

  一 知事は前条第１号による申請の受付実施にあたって、受付期間などを都市公園

課の HP等により周知するものとする。 

二 前条２号及び３号による申請の受付にあたっては調整のうえ、随時行うものとす

る。 

三 前条に基づき破損瓦等の提供を受けたい団体等は、破損瓦等活用事業の認定申請

書（第１号様式）及び実施計画書（第１－２号様式）を、破損瓦等の受渡希望日

の 1ヶ月前までに知事に申請を行う。 

四 知事は前条の規定による申請を受理したときは、事業目的や実現性など速やかに

審査するものとする。 

  

（提供決定及び報告） 

第４条 

  一 知事は前条第４項の審査により適正と認めた場合は、団体等に対し、破損瓦等活

用事業の認定書（第２号様式）により通知し、破損瓦等を提供するものとする。

提供場所は原則、破損瓦等の保管場所で行うものとする。 

Administrator
テキストボックス
（別添１資料参照）



改正予定 

 

二 認定後、破損瓦等活用事業等を変更する場合は、実施前に知事の承諾を受けるも

のとする。 

三 団体等は、事業完了後３か月以内に破損瓦等活用事業の完了報告書（第３号様式）

に実施状況の写真等を添付し、知事に報告しなければならない。  

 

（禁止行為） 

第５条 

  一 団体等は、認定された破損瓦等活用事業以外に破損瓦等を使用してはならない。 

二 提供した破損瓦等の返却はできない。 

三 やむを得ず諸般の事情により提供を受けた破損瓦等を処分する場合は、廃棄物 

の処理及び清掃に関する法律等の関連法令を遵守し適正に処分しなければなら

ない。 

四 破損瓦等をそのまま販売、転売及び譲渡等を行ってはならない。 

五 営利を主目的としてはならない。 

 

（認定の取消し）  

第６条 

一 知事は、団体等が正当な理由なく知事の定める期日までに破損瓦等を受けとら

ないときは，認定を取り消すことができる。  

二 知事は，団体等が当該要領の定める事項に違反した場合は，認定を取り消し，

提供した破損瓦等を処分させ，又はその処分に係る相当額を弁償させることが

できる。  

 

（法令遵守） 

第７条 

     団体等は、事業実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しな

ければならない。 

 

（庶務） 

第８条 

     この要領に関する庶務は、土木建築部都市公園課において行うものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和２年１２月２日から施行する。 



第１号様式 令和　年　月　日

沖縄県知事　玉城　康裕　様

氏名

住所

電話

メール

事業名称

備考

土のう袋１袋に20枚入っています

土のう袋１袋に20枚入っています

土のう袋１袋に５枚入っています

土のう袋１袋に10枚入っています

土のう袋１袋に20枚入っています

大きさに大小の差があります

1個単位

　個

1個単位

　個

1個単位

　個

土のう袋

　袋

土のう袋１袋に５枚入っています

土のう袋

　袋

土のう袋

　袋

土のう袋

　袋

土のう袋

　袋

　　年　　月　　日
～　　月　　日

土のう袋

　袋

1個単位

　個

２.破損瓦（大、丸）
大きさ：20cm前後
重さ：1,500g前後

希望数量

種類 数量

※破損瓦等の大きさは別紙画像の参照をお願いします。

１.破損瓦（大、平）
大きさ：20cm前後
重さ：1,500g前後

３.破損瓦（大、丸、破損無し)
大きさ：30cm前後
重さ:1,800g前後

1個単位

　個

土のう袋

　袋

４.破損瓦(中)
大きさ：15cm前後
重さ：500g前後

土のう袋

　袋

５.破損瓦(小)
大きさ：5cm前後
重さ：100g前後

土のう袋

　袋

首里城火災破損瓦等活用事業の認定申請書

　首里城火災により発生した首里城破損瓦等（以下、「破損瓦等」という。）について、
下記のとおり活用したいので、破損瓦等の提供について申請します。

事業概要

目的

具体的な活用方法

実施場所

実施期間 実施人数

　　　　　　　　　＠

　　　　　　　　　印

（　　　）　　　－

〒　　　－
申請者

12.破損石材(多角形)
重さ：５kg前後

６.破損瓦(軒瓦、平)
大きさ：20cm前後
重さ：1,800g前後

土のう袋１袋に５枚入ってい
ます

11.破損石材(諸種)
重さ：５～30kg

1個単位

　個

1個単位

　個

10.磚瓦(小)
大きさ：５cm前後
重さ：500g前後

土のう袋

　袋

７.破損瓦(軒瓦、丸)
大きさ：20cm前後
重さ：1,800g前後

８.磚瓦(大)
大きさ：25cm前後
重さ：4,000g前後

９.磚瓦(中)
大きさ：15cm前後
重さ：1,300g前後



第１－２号様式

沖縄県知事　玉城　康裕　様

　※その他参考資料があれば添付して下さい。

令和　年　月　日

実施計画書

実施体制

収支計画

※営利を主目的とし
ないこと

実施スケジュール

破損瓦等の受渡
希望日



第２号様式 

                             土公第   号 

令和 年 月 日  

 

破損瓦等活用事業の認定書 

 

○○○株式会社 

△△△△△△△ 殿 

 沖縄県知事 玉城 康裕 

 

 令和 年 月 日付け申請がありました破損瓦等活用事業について認定し、下記

の条件を付して首里城破損瓦等（以下、「破損瓦等」という。）を提供します。 

 

【提供条件】 

１ 破損瓦等をそのまま販売、転売又は譲渡等は行わないこと。 

２ 認定された破損瓦等活用事業以外の用途には使用しないこと。 

３ 破損瓦等の運搬及び活用事業に際しては万全の安全対策を行うこと。 

４ やむを得ず活用できなくなった破損瓦等を処分する場合は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律等の関係法令を遵守し適正に処分すること。 

５ その他、搬出等に関しては立ち会い職員の指示に従うこと。 

６ 事業完了後１４日以内に様式３にもとづき報告すること。 

 

事業名称

氏　名 　　

搬出日 令和　　年　　月　　日

種類及び数量

備　考

 



第３号様式 令和　年　月　日

沖縄県知事　玉城　康裕　様
氏名

事　業
名　称

実施場所

実施期間 実施人数

※別に添付し、各画像に名前を付けること。

　県のホームページで公開が可能な写真を添付してください。

補足資料 有・無

ふりがな
氏名

電話 （　　　）　　　－

メール 　　　　　　　　　＠

内　容

首里城火災破損瓦等活用実施報告書

連絡先

（○で囲む）　※必要に応じ補足資料を添付すること。

　首里城破損瓦等について、下記のとおり利活用しましたので報告します。

写真画像



Administrator
テキストボックス
（別添２資料参照）

Administrator
テキストボックス
①



Administrator
テキストボックス
②

Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス
③

Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス
④



Administrator
テキストボックス
⑤


