
 

委託業務仕様書 

下線部変更：５月 28 日 15 時 

１ 委託業務名 

令和３年度沖縄県海岸漂着物対策地域計画改定及び発生抑制対策検討業務 

 

２ 目的 

県では、｢美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全

に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律｣（平成 21年７月 15日法律第82号）（以

下、｢海岸漂着物処理推進法｣という。）第 14 条に定める「沖縄県海岸漂着物対策地域計

画」（以下「地域計画」という。）を策定するとともに、行政機関や地域関係者等を委員

とする「沖縄県海岸漂着物対策推進協議会」（以下「県協議会」という。）を設置して、

関係者間の情報共有、連携等を図りながら、海岸漂着物の回収処理、実態調査、発生抑制

対策等を実施してきた。 

一方、県内海岸には、毎年海岸漂着物が漂着する現況にあり、海岸における良好な景観

及び環境の保全を図るため、今後も継続して海岸漂着物対策を実施していく必要がある。 

本業務では、これまでに実施した海岸漂着物対策事業の結果を踏まえ、流域圏に着目し

た発生抑制対策を盛り込んで既存の沖縄県海岸漂着物対策地域計画を改定するとともに、

発生抑制対策に係るワーキンググループを設置し対策を検討するものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和４年３月 18 日まで 

 

４ 業務内容 

（１）沖縄県海岸漂着物対策推進協議会の開催及び協議会員の選任 

沖縄県海岸漂着物対策推進協議会（以下「協議会」という。※委員：別紙１(案)）

及び３つの地域協議会（以下「地域協議会」という。※委員：別紙２(案)）につい

て、海岸漂着物処理推進法第 15 条第２項第１号で定める｢都道府県の地域計画の作

成又は変更に関して協議する。｣ため、その運営に関する一切の業務を実施し、地域

計画の改定について協議、及び協議会及び地域協議会委員相互の情報共有、調整、

意見交換等を行うものとする。 

また、協議会及び地域協議会の委員として、公的機関に係る者以外の委員を、他

団体・学識経験者に係る委員として選任するものとする。 

なお、令和３年度は県協議会を２回、地域協議会（本島・周辺離島、宮古諸島、

八重山諸島）をそれぞれ１回程度実施するものとし（本島・周辺離島は３区域に分

割して実施する）、県協議会委員及び地域協議会委員以外にオブザーバーとして参

加を依頼すべき機関・人員等がいる場合は、沖縄県環境整備課と協議のうえ了承を

得るものとする。開催日時及び開催場所については、沖縄県環境部環境整備課と協

議のうえ決定する。 

なお、別紙１及び別紙２の委員については案であり、確定したものではない。 

 

（２）地域計画改定案の検討・作成 

  ア）地域計画改定素案の作成 

    地域計画について、近年の国内外の状況の変化、沖縄県における過年度事業の



 

成果等（発生抑制対策ワーキングの検討結果等）を踏まえ見直しを行い、改定の

素案を作成し、県協議会及び地域協議会において内容を協議する。 

  イ）意見整理・対応案の作成 

    県協議会及び地域協議会の意見及び、必要に応じて実施する県民意見公募によ

る意見を整理し、意見対応案を作成する。 

  ウ）地域計画改定案の作成 

    県協議会及び地域協議会の協議内容、県民意見公募の対応案を反映し、地域計

画改定案を作成し、県協議会において内容を協議する。 

 

（３）発生抑制対策に係る検討 

ア ワーキンググループの設置・運営 

協議会・各地域協議会委員（他団体・学識経験者に係る者に限る）の中から、

発生抑制対策の検討に資する者として選定した者をもってワーキンググループを

構成し、沖縄県環境部環境整備課と協議し了承を得た上でこれを設置するものと

する。 

ワーキンググループでは以下の内容について検討するものとし、開催回数は２

回程度とする。 

イ 令和３年度の発生抑制対策の検討 

ウ 企業に対するプラスチックごみの排出抑制に係るアンケートの実施 

エ 一般県民向け及び海外とのリモートワークショップの開催 

オ 令和４年度以降の発生抑制対策の検討 

 

なお、イ～オについてはアのワーキンググループでの検討内容に基づいて実施するも

のとする。 

 

（４） 報告書作成 

上記（１）～（３）の結果について取りまとめる。 

 

５ 成果物 

（１）提出物 委託業務完了報告書、精算報告書 

（２）提出部数 ２部 

（３）報告書の電子データを収納した電子媒体（CD-R） ２式 

（４）提出期限 令和４年３月 18 日 

（５）提出場所 沖縄県環境部環境整備課 

 

６ 業務実施計画書の提出 

  委託契約後 14 日以内に業務実施計画書を沖縄県環境部環境整備課に提出すること。 

  また、計画を変更する場合も同様とする。 

 

７ 著作権等の扱い 

（１） 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以

下、「著作権等」という。）は、沖縄県が保有するものとする。 

（２）成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等（以下、「既存著作物」



 

という。）の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。 

（３）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用

に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

 

８ 情報セキュリティーの確保 

受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適

切に取り扱うための措置を講ずること。 

また、委託業務において受託者が作成する情報については、沖縄県環境部環境整備課

の指示に応じて適切に取り扱うこと。 

 

９ 一般管理費の取り扱い 

  当該業務に係る一般管理費については、以下の計算方法により算出された金額の範囲

内とする。 

（ 直接人件費 ＋ 直接経費 － 再委託費等） × 一般管理費率（10/100 以内） 

 ※直接経費については、旅費、使用料等の単価に既に消費税が含まれている場合は、税

抜き額で算出する。 

 ※再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者（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又は

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。 

 

10 事業実施に係るその他事項 

（１）安全管理 

海岸漂着物の回収調査を実施する場合は、安全管理を徹底するため、沖縄県が平成

22 年度に作成した「海岸清掃マニュアル（回収事業編）」の記載内容に沿った安全管

理を実施すること。 

また、危険物については「海岸漂着危険物対応ガイドライン（農林水産省、国土交

通省）」、医療系廃棄物については「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュ

アル（環境省）」に基づいて取り扱うこと。 

（２）廃棄物の処理 

委託業務の実施により回収した又は生じた廃棄物については、近傍の廃棄物処理施

設を活用するなど、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃棄物処理法」

という。）に則り適正に処理すること。その際には、沖縄県や廃棄物が発生した海岸

等の所在する市町村の指導又は当該市町村の廃棄物処理計画に従うものとする。 

 

（３）環境への配慮 

調査対象区域内に生息する植物類をむやみに引き抜いたり、植生内にむやみに立ち

入ったりしないよう配慮すること。 

特に環境保全上の価値が高い動植物等が確認された場合には、その取り扱いに留意

すること。 



 

また、調査実施範囲に、国立公園や国定公園等の規制区域を含む場合は、調査実施

際しては関係法令を遵守すること。 

（４）契約の主たる部分 

○ 契約金額の 50％を超える業務 

○ 協議会及び地域協議会の設置・運営 

○ ワーキンググループの設置・運営 

（５）再委託により履行することのできる業務の範囲 

    ○ 県との事前協議の上、再委託が必要と認められるもの。 

（６）契約の軽微な部分 

○ 上記（４）に該当しない資料の収集・整理、複写・印刷・製本、原稿・デー

タの入力 

（７）旅費支給規定について 

   旅費の支給に当たっては、沖縄県職員の旅費に関する条例及び関係規定に基づき支

給することとする。 

（８）その他 

委託業務の実施にあたっては、沖縄県環境部環境整備課の指示に従うこと。 

仕様書に疑義が生じたときやより難い事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載の

ない細部事項については、沖縄県環境部環境整備課と速やかに協議し、その指示に従

うこと。



 

別紙１ 

 

 

 

 

R3沖縄県協議会委員名簿（案）
所属 役職

1 沖縄県　環境部 環境企画統括監

2 沖縄県　土木建築部　海岸防災課　 課長

3 沖縄県　農林水産部　農地農村整備課　 課長

4 沖縄県　農林水産部　漁港漁場課　 課長

沖縄県町村会 事務局長

沖縄県離島振興協議会 事務局長

6 渡嘉敷村　経済建設課 課長

7 宮古島市　環境衛生課　 課長

8 石垣市　環境課 課長

9 環境省　沖縄奄美自然環境事務所 保全統括官

10 第十一管区海上保安本部　環境防災課　 課長

11

12

13

14

15

■県協議会

沖縄県
関係機関

5

市町村
関係機関

学識経験者
及び

他団体

国
関係機関

 
 



 

別紙２ 

■本島周辺 所属 役職

1 沖縄県　環境整備課 課長

2 沖縄県　北部土木事務所　維持管理班 班長

3 沖縄県　中部土木事務所　維持管理班 班長

4 沖縄県　南部土木事務所　維持管理班 班長

5
沖縄県　北部農林水産振興センター
農業水産整備課　農村漁港班

班長

6 沖縄県　中部農林土木事務所　農村漁港班 班長

7 沖縄県　南部農林土木事務所　農村漁港班 班長

8 沖縄県　北部保健所　生活環境班 班長

9 沖縄県　中部保健所　環境保全班 班長

10 沖縄県　南部保健所　環境保全班 班長

11 那覇市　環境政策課 課長

12 宜野湾市　環境対策課 課長

13 浦添市　環境保全課 課長

14 名護市　環境対策課 課長

15 糸満市　市民生活環境課 課長

16 沖縄市　環境課 課長

17 豊見城市　生活環境課 課長

18 うるま市　環境課 課長

19 南城市　生活環境課　 課長

20 国頭村　福祉課 課長

21 大宜味村　建設環境課 課長

22 東村　建設環境課 課長

23 今帰仁村　住民課 課長

24 本部町　健康づくり推進課 課長

25 恩納村　村民課 課長

26 宜野座村　村民生活課 課長

27 金武町　住民生活課 課長

28 伊江村　建設課 課長

29 読谷村　生活環境課 課長

30 嘉手納町　産業環境課 課長

31 北谷町　保健衛生課 課長

32 北中城村　住民生活課 課長

33 中城村　住民生活課 課長

34 西原町　生活環境安全課 課長

35 与那原町　生活環境安全課 課長

36 南風原町　住民環境課 課長

39 渡嘉敷村　観光産業課 課長

40 座間味村　住民課 課長

41 粟国村　民生課 課長

42 渡名喜村　民生課 課長

44 南大東村　福祉民生課 課長

43 北大東村　福祉衛生課 課長

45 伊平屋村　住民課 課長

46 伊是名村　建設環境課 課長

47 久米島町　環境保全課 課長

48 八重瀬町　住民環境課 課長

49 那覇港管理組合　管理課 課長

50 環境省　沖縄奄美自然環境事務所　環境対策課 環境管理専門官

51 環境省　沖縄奄美自然環境事務所　慶良間自然保護官事務所 自然保護官

52 第十一管区海上保安本部　那覇海上保安部　警備救難課 専門官

53 第十一管区海上保安本部　中城海上保安部　警備救難課 専門官

54

55

56

57

58
59

60

61

62

沖縄県関係機関

国関係機関

他団体

R3地域協議会（本島・周辺離島地域）名簿

市町村等関係機関

 
 



 

所属 役職

1 沖縄県　環境整備課 課長

2 沖縄県　宮古事務所　総務課 課長

3 沖縄県　宮古土木事務所　維持管理班 班長

4
沖縄県　宮古農林水産振興センター
農林水産整備課　漁港水産班

班長

5
沖縄県　宮古農林水産振興センター
農林水産整備課　農林整備班

班長

6 沖縄県　宮古保健所　生活環境班 班長

7 宮古島市　環境衛生課　 課長

8 多良間村　住民福祉課 課長

9 国関係機関 第十一管区海上保安本部 宮古島海上保安部 救難係

10

11

12

13

14

15

16

R3地域協議会（宮古諸島）名簿

他団体

■地域協議会（宮古諸島）

市町村
関係機関

沖縄県
関係機関

 

 

■地域協議会（八重山諸島） 所属 役職

1 沖縄県　環境整備課 課長

2 沖縄県　八重山事務所　総務課 課長

3 沖縄県　八重山土木事務所　維持管理班 班長

4
沖縄県　八重山農林水産振興センター
農林水産整備課　漁港水産班

班長

5
沖縄県　八重山農林水産振興センター
農林水産整備課　農林整備班

班長

6 沖縄県　八重山保健所　生活環境班 班長

7 石垣市　環境課　 課長

8 竹富町　町民課　 課長

9 与那国町　まちづくり課　 課長

10 環境省　沖縄奄美自然環境事務所　石垣自然保護官事務所 上席自然保護官

11 第十一管区海上保安本部　石垣海上保安部　警備救難課

12

13

14

15

16

17

18

19

沖縄県関係機関

市町村関係機関

国関係機関

R3地域協議会（八重山諸島）名簿

他団体

 

 

 


