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平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費 
（Ｊ－クレジット制度推進のための地域支援事業 北海道経済産業局） 

－公募要領－ 

平成３１年４月１７日 

北海道経済産業局 

 

 平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（Ｊ 
－クレジット制度推進のための地域支援事業 北海道経済産業局）を実施するにあた

り、その委託事業者を選定するため、事業提案を以下の要領で広く募集する。 

 

１．事業目的 

北海道経済産業局では、中小企業等の省エネ設備の導入等による温室効果ガス排出削減

量や適切な森林管理による吸収量をクレジットとして国が認証する「Ｊ－クレジット制度」

の活用促進のため、北海道管内における中小企業や自治体等の制度参加を支援してきた。 

平成３１年度は、Ｊ－クレジット制度の草の根的普及やＪ－クレジットを使った地域活

性化を目的とし、クレジット創出者→クレジット活用者→消費者・イベントユーザー→地

球温暖化対策貢献や地域経済活動の貢献→さらなる低炭素投資促進（Ｊ－クレジット創出）

につながる、地元密着型の創出・活用の循環モデル事業（以降、循環モデル）を実施し、

Ｊ－クレジット制度の普及促進と認知度向上を目指すこととする。 

 

２．事業内容 

本事業では、以下の（１）～（４）の事業について民間企業等に事業委託を行う。 

 

（１）循環モデルの企画 

Ｊ－クレジット制度の草の根的普及やＪ－クレジットを使った地域活性化を目的とし、

クレジット創出者→クレジット活用者→消費者・イベントユーザー→地球温暖化対策貢献

や地域経済活動の貢献→さらなる低炭素投資促進（Ｊ－クレジット創出）につながる、地

元密着型の創出・活用の循環モデル事業を企画し、実施する。 

（事業の概要は、参考資料別紙１「地域活性化における創出・活用の循環モデル事業」を、

具体的な事業内容は、参考資料別紙２「具体的な事業内容」を参照すること。） 
 

北海道管内では、道内で創出されたＪ－クレジットを集約し、提供・活用を推進する「ど

さんＣＯ２（こ）ポート」という仕組みを活用し、「北海道産クレジット」としてブラン

ディングを行うとともに、道内の自治体イベント等での活用（クレジットの地産地消によ

る地域活性化や資金循環）や、道内外の企業等への販売により、Ｊ－クレジット制度の推

進を図ってきたところである。 
 

この仕組みを引き続き活用しながら、Ｊ－クレジットやカーボン・オフセットについて、

消費者等へ当該価値や効果の伝わる力、いわゆる「見える化」を中心としたＰＲ機能等の

一層の強化を図ることで、一自治体等にとどまらず、近隣地域や北海道全体等、広く横展

開での活用につながる循環型の創出・活用モデルを構築すること。 
循環モデルの企画を平成３１年６月中旬までに、北海道経済産業局まで提出すること。 

 
循環モデル企画作成目標件数：２件以上 

 
（２）創出支援 

①プロジェクト発掘 
上記循環モデル事業を実施するために、ご協力頂ける地元創出事業者のプロジェクト発
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掘を行う。特に、地域と連携し、持続的かつ地域にとってより効果的な活用につながるよ

うな、付加価値が高くストーリー性のあるプロジェクトの発掘を行うこと。 
地元創出事業者のリストは、平成３１年６月中旬までに、北海道経済産業局まで提出す

ること。 
 

プロジェクト発掘件数：２件以上 
 
②書類作成（プロジェクト計画書、モニタリング報告書）及び国内クレジットプロジェク

ト（ＰＪ）移行手続き支援 
 地元創出事業者に対し、書類作成（プロジェクト計画書、モニタリング報告書）や、国

内クレジットＰＪ移行手続き支援を行うこと。併せて、上記に関する審査費用支援を行う

こと。 
 

書類作成及び国内クレジットＰＪ移行手続き支援の目標件数：２件以上 
 

創出支援の内容は、（ⅰ）プロジェクト発掘、（ⅱ）プロジェクト計画書作成、（ⅲ）

モニタリング報告書作成、（ⅳ）国内クレジットＰＪ移行手続き、（ⅴ）審査費用であ

り、（ⅰ）～（ⅴ）の全て又は一部の実施のいずれも可能とする。 

地元創出事業者への書類作成や審査費用支援条件は、Ｊ－クレジット制度事務局が定め

る内容とし、当事業において支援を受けた地元創出事業者は、Ｊ－クレジット制度事務局

の書類作成支援や審査費用支援は利用できない。 

また、大企業や農業・森林方法論のプロジェクト及び全国型のプロジェクトについては、

対象外とする。 

 

③書類作成講習会 

地元創出事業者や、上記循環モデル以外の創出希望者を対象とし、「プロジェクト計画書」

及び「モニタリング報告書」の作成指導を行う講習会を、書類作成者の理解が深まる開催

規模や開催場所で実施すること。 

書類作成者が、今後自立的に書類作成を行えるようになる内容の講習会とすること。 
 

書類作成講習会の目標件数：４回以上 

 

（３）活用支援 

①上記「循環モデル」にご協力いただける地元活用事業者の発掘を行うこと。また、「ど

さんＣＯ２（こ）・ポート」を活用し、Ｊ－クレジット活用の深化（消費者へ伝わる訴求

効果の向上）や新たな活用先の拡大等を図る内容とすること。 

（参考資料別紙３「活用事業者と消費者をつなぐカーボン・オフセットストーリー」を参

照すること。） 
 

（ⅰ）北海道内で創出されたＪ－クレジットを活用したカーボン・オフセットシールを

作成し、それを活用した地域活性化商品を創出すること。また、当該商品を販売等

することにより、Ｊ－クレジットやカーボン・オフセットについて、消費者へスト

ーリー性を持ちながら、Ｊ－クレジット等の効果について伝わる仕組みを構築する

こと。 

   消費者へＪ－クレジットやカーボン・オフセットについて、効果的に伝わるシー

ルを作成すること。 

 

 カーボン・オフセットシールの作成枚数：２ｃｍ四方程度カラー １，０００枚以上 

 

（ⅱ）Ｊ－クレジット売却代金を活用した地域における資金循環モデルを構築（又は既
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存のモデルを活用）し、地域の環境施策等に資金を活用する仕組みの支援を行うこ

と。 

 

（ⅲ）北海道内のＳＤＧｓ未来都市において、Ｊ－クレジット活用効果（消費者等への

訴求効果）の大きいイベント等において、Ｊ－クレジットの活用を行うこと。 

 

②「どさんＣＯ２（こ）・ポート」の管理・運用とクレジット活用者への手続き支援を行

うこと。 

 

①～②共通 

活用支援の目標件数：①の（ⅰ）（ⅱ）(ⅲ)について、各々１件以上を含み、①②全

体としては２０件以上 

なお、一の循環モデルにおいて、創出支援と活用支援を行う場

合は、各々１件とカウントすることも可能とする。 

 

③カーボン・オフセットの内容を周知するポスターを作成し、イベント等で広く広報を

行うこと。 

 広報に当たっては、①（ⅰ）で記載したカーボン・オフセットシールとともに活用す

るなど、相乗効果を高める内容とすること。 

 

 カーボン・オフセットポスターの作成枚数：Ａ２版カラー １００枚以上 

 
なお、Ｊ－クレジットの活用について、過去に本支援事業で支援実績がある道内の自治

体等に対しては、原則として、新たな直接訪問は行わず、電話・メール等で活用方法を提

案することとするが、直接訪問を行う必要がある場合は、事前に北海道経済産業局まで相

談すること。 
 

併せて、Ｊ－クレジット制度の認知度を向上し、活用先の拡大につなげるため、地域の

メディア等に対して、Ｊ－クレジット活用案件を積極的に情報発信し、地域メディアへの

提案内容、掲載等の可否、掲載等があった場合の結果について報告すること。 
なお、活用を行った自治体等については、想定する効果と活用に関する今後の展開や課

題等について、北海道経済産業局が求めた場合報告すること。 
 

（４）周知活動 

①Ｊ－クレジット制度説明会 

Ｊ－クレジット制度の認知度向上と普及を図るため、自治体等向けセミナーを道内にお

いて１回以上開催する。 

開催に当たっては、上記循環モデルの構築が地域活性化につながることを広く周知する

ことで、Ｊ－クレジット制度の認知度向上を図るため、道外及び道内の自治体等による地

域活性化に貢献する創出・活用事例を紹介するとともに、経済産業省等から地球温暖化問

題やＪ－クレジット制度の 新情報、全国のカーボン・オフセット事例等の紹介を行うこ

と。 

 

また、Ｊ－クレジットの活用を広めるため、カーボン・オフセットされた会場を使用す

るとともに、来場者の移動手段に関するカーボン・オフセットも実施することとし、償却

に必要なクレジットは委託先が取得するものとする。 

 

また、上記説明会の開催案内を道内全市町村へ紙媒体で送付するとともに、メール等に

より効果的な集客を行うこと。 
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②Ｊ－クレジット制度事務局ＨＰでの創出・活用事例の紹介 

Ｊ－クレジット制度の認知度向上を図るため、Ｊ－クレジット制度事務局ＨＰに、北海

道管内の創出・活用事例について掲載を行うこと。 
 

掲載の目標件数：創出２件以上、活用５件以上 
 
③「北海道発Ｊ－クレジット制度専用サイト」ＨＰでの情報発信 

北海道経済産業局が運営する上記サイトに掲載するＪ－クレジット創出、活用事例等の

コンテンツ（電子媒体）を作成し、年４回程度北海道経済産業局へ提出すること。 
 

※以上（１）～（４）の事業を効果的に実施するため、受託者は、ホームページにおける

問い合わせ先（メール、電話番号、担当部署及び担当者等）の公表を含めた体制を整え、

外部からの問い合わせに対応できる体制を整えること。 

また、支援実施状況を管理し、週１回、北海道経済産業局に報告すること。また、事業

内容等について、必要に応じて、事前に北海道経済産業局と調整を行うこと。 

 

３．事業実施期間 

契約締結日～平成３２年３月３１日とする。 

元号の改正後は、本公募要領中「平成３１年」を「令和元年」に、「平成３２年」を

「令和２年」に読み替えるものとする。 

 

４．応募資格 

提案者は、次の要件が備わっている必要があります。 

なお、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていた

だくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全

てを他の法人に再委託することはできません。） 

（１）日本に拠点を有していること。 

（２）本事業の企画立案並びに的確な実施に必要な能力及び組織、人員等を有している

こと。省エネ機器等の技術知識やＪ－クレジット制度の内容を熟知していること。 

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十 

分な管理能力を有していること。 

（４）予算決算及び会計令第７０条・第７１条の規定に該当しない者であること。 

（５）経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で

はないこと。 

（６）経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領により、平成３１

・３２・３３年度競争参加資格（全省庁統一資格）役務提供等「Ａ」、「Ｂ」又は

「Ｃ」の等級に格付けされている者であって、北海道地域の競争参加資格を有し、

「調査・研究」の営業品目を選択した者であること。 

（７）個人情報の適切な管理を行う能力を有する者であること。 

（８）本事業の実施に当たり、北海道経済産業局との連絡調整・打合せに適切に対応し、

指示に従えること。 

 

５. 契約の要件  

（１）契約形態：委託契約（概算契約）とする。 

（２）採択件数：採択件数は１件とする。 

（３）予算規模：９，１０３千円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

また、 終的な実施内容、契約金額については、北海道経済産業局と調
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整した上で決定する。 

（４）成果物の納入：事業報告書（紙媒体２部及びその電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）１枚）

を事業期間内に北海道経済産業局へ納入すること。 

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払とする。 

（６）支払額の確定方法： 

事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき、原則として現地調査を 

  行い、支払額を確定する。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計 

とする。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の 

証拠書類が必要となる。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満た 

さない経費については、支払額の対象外となる可能性もある。 

 

６. 応募手続き  

（１）応募受付期間 
公募開始日： 平成３１年 ４月１７日（水） 

公募締切日： 平成３１年 ５月 ８日（水）１２時必着 
 
（２）公募説明会の開催 

   開催日時： 平成３１年 ４月２２日（月）１１時～ 

   開催場所： 北海道経済産業局 第３会議室（札幌第１合同庁舎６階） 

   公募説明会への参加を希望する方は、下記連絡先へ、４月１９日（金）１２時まで 

にＦＡＸもしくは電子メールにてご連絡ください。 

連絡先：（FAX）０１１－７２６－７４７４ 

（E－mail）hokkaido-kankyorecycle@meti.go.jp 

     （北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課） 
 

 連絡の際は、ＦＡＸもしくは電子メールの件名（題名）を必ず「平成３１年度Ｊ－クレ

ジット制度推進のための地域支援事業説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出

席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アド 

レス」を明記すること。 

なお、一の所属組織から複数名出席することも可とするが、会場の関係で出席者数を調

整する場合もある。 
 
（３）応募書類 

応募書類は日本語により様式に従って作成し、以下の必要部数を提出すること（郵送可）。 

応募書類の提出部数については、以下、①～③までをセットしたものを７部（内訳：各

正本をセットしたもの１部と各写しをセットしたもの６部）と電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）

一式を提出すること。 

なお、封筒の宛名面には、「平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収

量認証制度の実施委託費書類在中」と朱書きで明記すること。 

①申請書（様式１） 

②提案書（様式２及び別紙１） 

③申請者（提案企業・団体）に関する概要票（様式３）、財務諸表、定款及び 新の決

算報告書 

提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しない。なお、応

募書類は返却しない。 

機密保持には十分配慮するが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開

に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、

法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となるのでご了承ください。 

応募書類等の作成費は経費に含まれない。また、選定の正否を問わず、企画提案書の作 

mailto:hokkaido-kankyorecycle@meti.go.jp
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成費用は支給されない。 

 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となるので、予算額内で 

実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合に 

より記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがある。 

 

（４）提出先 

応募書類は、郵送・宅配便又は持参により以下に提出すること。 

〒060-0808 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎４階 

北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 環境･リサイクル課  

「平成３１年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託

費」担当宛て 

なお、ＦＡＸおよび電子メールによる提出は受け付けない。また、資料に不備がある場

合は審査対象とならないので「応募書類の記入要領」を熟読の上、注意して記入すること。 

締切を過ぎての提出は受け付けない。郵送の場合は、配達の都合で締切までに届かない

場合もあるので、期限に余裕をもって送付すること。 

 

７．プレゼンテーション 

プレゼンテーションの日程等については、申請者に後日通知する。 

プレゼンテーションに要する費用は、応募者の負担とする。 

 

８．審査方法及び選定結果 

（１）実施事業者の選定 

選定は、当局が設置した外部の第三者の有識者等で構成される検討会議で審査を行い、

提案書等の提出書類の内容および事業遂行能力、プレゼンテーションの内容等を総合的に

評価し決定する（プレゼンテーション参加事業者以外からは実施事業者を選定しない。）。 

なお、選定にあたり、必要に応じて追加資料を要する場合がある。 

 

（２）審査基準 

審査は、以下に示す審査基準に基づき行う。 

①提案書の記載内容 

（ⅰ）別紙２「応募書類の記入要領」に示された項目について不足なく記載されている

か。 

（ⅱ）「２．事業の内容」に示された該当テーマの内容・要件を満たしているか。 

（ⅲ）「４．応募資格」を満たしているか。 

 

②目標・計画 

（ⅰ）事業の実施項目、事業実施手法が明確に示されているか。 

（ⅱ）目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があるか。 

（ⅲ）提案する実施手段・手法が適切であるか。 

（ⅳ）提案内容に対して、妥当な経費が示されているか。 

 

③実施体制 

（ⅰ）事業を遂行するための必要な知見、ノウハウを有しているか。 

（ⅱ）実施代表者は十分な管理能力及び相当程度の実績を有しているか。 

（ⅲ）当該事業と同種の事業に実績を有しているか。 

（ⅳ）エネルギー管理士等、業務を遂行する上で有効な資格を有しているか。 

（ⅴ）事業を行う上で、十分な人員及び設備等を有しているか、また、事業を推進する

ために効果的な実施体制となっているか。 
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④財務状況 

（ⅰ）応募者の財務状況が当該事業を実施するに当たって十分な財務状況にあるか。 
 

⑤加点 

（ⅰ）ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。 

 

（３）選定結果 

   選定結果は北海道経済産業局ホームページに掲載するとともに、事業実施予定者に 

その旨通知する。 

 

９．契約について 

採択された申請者について、北海道経済産業局と提案者との間で委託契約を締結する。

なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、北海道経済産業局との協議を経て、事業

内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性がある。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始

となる。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。 

契約締結後、①北海道経済産業局と委託先との協議の上で、事業計画を変更することが 

ある、②受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあるが、情報の内容に

よっては、守秘義務の遵守をお願いすることがある、③消費税法等の改正により消費税及

び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消

費税額を含んだ委託金の額を上限とする契約の一部変更を行うこととなる。 

 

10．経費の計上 

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめ

に必要な経費であり、具体的には以下のとおり。 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費  事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費  

Ⅱ．事業費  

旅費  事業従事者に対する事業を行うために必要な交通費、日当、宿泊費 

会場費  事業（会議、説明会、セミナー等）を行うために必要な会場借料及

び茶菓料（お茶代）等  

謝金  事業を行うために必要な謝金（委員謝金等）  

設備費  事業を行うために必要な機械装置及び工具器具備品等の購入、製

造、借用、修繕又は据付けに必要な経費  

物品購入費  事業を行うために直接必要な物品（当該事業のみで使用されること

が特定・確認できるもの。原材料及び消耗品費等（諸経費の中の一

般管理費で購入するものを除く。））の購入に要する経費  

外注費  事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが

出来ないもの又は適当でないものの外注に要する経費  

※ただし、軽微な再委託（①１００万円未満の再委託・外注、②印

刷費、会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費

その他これに類するもの）については、この項目には計上せず他

の適当な項目に計上すること。 
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印刷製本費  事業で使用する資料、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 

補助職員人件費  事業に直接従事する補助職員（アルバイト等）に係る経費  

その他諸経費  事業を行うために必要な通信運搬費、文献購入費、法定検査、検定

料、特許出願関連費用、Ｊ－クレジット購入費用等に係る経費及び

事業を行うために必要な経費で当局が認める費用  

Ⅲ．再委託費  発注者（国）との取決めにおいて、事業を行うために必要な経費

の中で、事業者が直接実施することができないもの又は適当でない

もの（調査、工作物の作成、組立等及び大学、高等専門学校、独立

行政法人化した研究所、公設試験研究機関等からの技術指導費等）

の一部を委託するのに必要な経費  

※ただし、軽微な再委託（①１００万円未満の再委託・外注、②印

刷費、会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費

その他これに類するもの）については、この項目には計上せず他

の適当な項目に計上すること。  

Ⅳ．一般管理費  事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難

な経費（当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの）につ

いて、契約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。  

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コン

ピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当

該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。（これらにあ

っても事業の特定が可能なものは、事業費に計上すること。） 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

・建物等施設に関する経費 

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、

事務機器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他事業に関係ない経費 

 

（３）その他 

会議運営を含む業務にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）第６条第１項の規定に基づく環境物品等の調達の推進に関

する基本方針の「２２－１４会議運営」別記の判断基準を満たすこと。 

○環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 31 年２月８日変更閣議決定） 

  http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h31bp.pdf 

 ○グリーン購入の調達者の手引き（平成３１（２０１９）年２月） 

  http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/h31_tyoutatusya.pdf 

なお、委託業務完了後、別記様式により実績を報告すること。 

 

11．問い合わせ先 

〒060-0808 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎４階 

北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 環境･リサイクル課（担当：桜庭、藤谷） 

TEL：０１１－７０９－２３１１（内線２６２６） 

FAX：０１１－７２６－７４７４ 

E－mail：hokkaido-kankyorecycle@meti.go.jp 

なお、メールでお問い合わせの際は、件名を「平成３１年度国内における温室効

果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費担当」として下さい。 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h31bp.pdf
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/h31_tyoutatusya.pdf
mailto:hokkaido-kankyorecycle@meti.go.jp


別記 

 

会議運営について 

 

会議（検討会、研究会及び委員会を含む。）を運営する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律（平成１２年法律第１００号）第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の

推進に関する基本方針（平成３１年２月８日変更閣議決定）による以下会議運営の基準を満たすこととし、

様式により作成した会議運営実績報告書を納入物とともに提出すること。 

 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

URL：http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h31bp.pdf 

グリーン購入の調達者の手引き（平成３１（２０１９）年２月 

URL：http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/h31_tyoutatusya.pdf 

２２－１４ 会議運営 

(1) 品目及び判断の基準等 

会議運営 【判断の基準】 

○会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に

掲げられた要件を満たすこと。 

①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減

が図られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当す

る場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 

②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基

準を満たすこと。 

③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。 

④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を

行うこと。 

ア．公共交通機関の利用 

イ．クールビズ及びウォームビズ 

ウ．筆記具等の持参 

⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 

ア．ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。 

イ．繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われる

こと。 

【配慮事項】 

①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。また、新規に購

入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 

②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っている

こと。 

③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、低燃費・低公

害車が使用されていること。また、エコドライブに努めていること。 

④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しない

こと。 

⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の

容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

備考  

１ 「低燃費・低公害車」とは、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に示した「１３－ 

１ 自動車」を対象とする。 

２ 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」（平成 

24年10月）に基づく運転をいう。 

（参考）①ふんわりアクセル『ｅスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転

③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋

滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう

⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h31bp.pdf
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/h31_tyoutatusya.pdf


様式 

平成    年    月     日 

 

 

  支出負担行為担当官 

経済産業省大臣官房会計課長 殿 

 

                                                住          所 

                                                名     称 

                        担 当 者 氏 名 

                                                 

                         

会議運営実績報告書 

 

契約件名：平成３１年度○○○ 

 
会議（検討会、研究会及び委員会を含む。）の運営を営む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場

合は、該当する項目に掲げられた要件の実績を記載すること。 
 

基 準 実 績 基準を満たせなかった理由 

・紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、

紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布

される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断

の基準を満たすこと。 

・ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、

印刷に係る判断基準を満たすこと。 

・紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサ

イクルを行うこと。 

  

・会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資す

る次の取組の奨励を行うこと。 

ア．公共交通機関の利用 

イ．クールビズ及びウォームビズ 

ウ．筆記具等の持参 

  

・飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 

ア．ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装※を使用し

ないこと。 

イ．繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返

却・回収が行われること。 

  

 
記載要領 
１．委託契約において複数回会議を運営した場合、全会議を総合して判断すること。 
２．実績については、すべての基準が満たせた場合は、「○」を記載し、基準を満たせなかった項目があっ

た場合は、「×」を記載し基準を満たせなかった理由を記載すること。該当しない項目基準については「－」
を記載すること。 

※ワンウェイのプラスチック製の容及び容器包装とは、一般的に一度だけ使用した後に廃棄することが想定
されるプラスチック製のもので、具体的には、飲料用のペットボトル、カップ、カップの蓋、ストロー、
マドラー、シロップやミルクの容器等を指す。 


