
平成 30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画提案募集要領 

 

 

１ 総 則 

平成30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画競争の実施については、この要領

に定める。 

    

２ 業務内容 

（１） 事業名 

平成 30年度放射線等に関する情報発信事業 

 

（２）事業の目的 

原子力災害に起因する科学的根拠に基づかない風評やいわれのない偏見・差別が今な

お残っている主な要因は、放射線に関する正しい知識、福島県における食品中の放射性

物質に関する検査結果、福島の復興の現状等の周知不足と考えられる。このことから、

広く国民一般に対して、放射線に関する正しい知識の情報発信等を一層強化するため、

「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」の下、「知っても

らう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の観点から、伝えるべき対象、伝えるべ

き内容、発信の工夫について、具体的に示した「風評払拭・リスクコミュニケーション

強化戦略」（以下「戦略」という。）を平成29年12月に取りまとめた。 

本事業は、戦略に基づき、放射線に関する正しい知識等について、テレビ、インター

ネット、SNS等を効率的・効果的に連動させたメディアミックスによる情報発信を行うも

のである。 

 

（３）事業内容 

上記（２）の主な目的のために、以下の業務を実施すること。 

なお、本事業を進めるに当たっては、情報発信の優先度や時期に応じた柔軟な対応が

必要であることなどから、当庁と緊密な連絡体制の下で事業を実施すること。 

 

ア 認知のための情報発信 

①メディアの検討 

     多くの国民に放射線に関する正しい知識等を認知してもらうための全国メディア

（テレビ CMや新聞折込等）の活用を検討する。 

また、特に妊産婦並びに乳幼児及び児童生徒の保護者には、より多くの認知の機

会を設けるためのメディア（映画館でのシネアド等）を検討する。併せて、乳幼児

健康診査のお知らせへのチラシの同封や病院でのポスターの提示等を行う。 

   ②コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

 



イ 理解のための情報発信 

①メディアの検討 

  放射線に関する正しい知識等を認知した国民に、より深く理解してもらうための

メディア（復興庁ウェブサイト等）の活用を検討する。 

   ②コンテンツの作成 

多くの国民が放射線に関する正しい知識等の理解を深めることができるようなコ

ンテンツ（スマートフォンやパソコンで見ることのできるオリジナル動画等）とす

る。 

また、一方的な発信だけではなく、親子で楽しむサイト訪問者参加型のゲーム・

クイズ等の双方向の仕組みについても検討する。 

なお、作成したウェブサイト等の運営も行うこととする。 

 

ウ 拡散のための情報発信 

①メディアの検討 

理解を深めた国民が自身も SNS等で発信することで、多くの国民に情報が拡散さ

れるようにするため、そのきっかけとなり（２）のメディアに誘導するメディア

（検索時のリスティング広告、利用者特性に応じたバナー広告等）の活用を検討す

る。 

②コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

   ③復興庁による SNS等を活用した情報発信方法の検討 

     復興庁自身による SNS等を最大限に活用するために効果的となる手法について検

討する。 

 

（４）効果測定及び検証 

情報発信の実施前に事前調査を行い、放射線に関する基本的事項に関する理解度につ

いて、現状の把握を行う。 

また、情報発信の終了後は効果測定を行い、効果を検証する。 

 

（５）留意事項 

 ア 各メディアで使用するコンテンツについては、戦略及び「放射線のホント」（平成 30

年３月復興庁）を踏まえて作成し、各メディアで統一性・連動性のあるものとする。 

 イ 本事業の検討に当たっては、他の効果的な情報発信事例を参考とする。 

 ウ 本事業を効果的なものとするために必要なイベントの開催等を妨げない。 

エ 本事業については、以下の工程に沿って実施する。 

・平成 30年６～７月頃（事前調査、メディア手配、コンテンツ制作） 

・平成 30年７月～平成 31年１月頃 

（情報発信の期間：この中から集中的なキャンペーン期間を設定） 

・平成 31年２月頃（効果測定） 



 オ 著名人を起用した広報活動を行う場合などにおいては、過大な費用負担とならない

ように配慮する。 

カ （１）～（４）各項に対して、復興庁との緊密な連携のもと、適切な運営・企画を

行うために、事業全体を管理するための体制を整えること。 

 

（６）事業実施期間 

本事業の実施期間は、契約締結日から平成 31年３月 31日（日） 

 

３ 予算額 

業務の予算総額は、330,000千円（税込み）程度とする。 

 

４ 企画競争に参加する者に必要な資格及び企画提案内容に関する要件 

（１）予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保

佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特

別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

（３）平成 28・29・30年度全省庁統一競争参加資格審査の「役務の提供等」において、「Ａ」

及び「Ｂ」等級に格付けされた「関東・甲信越」又は「東北」地域の競争参加資格を有

する者であること。 

（４）復興庁における物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約に係る指名停止等措

置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。  

（６）事業等の実施の方法等の事業の実施に関する計画が、事業の適確な実施のために適切

なものであること。 

（７）事業を適確に遂行する技術的能力及び知見を有し、かつ、事業の遂行に必要な組織、

人員を有していること。 

（８）公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者であること。 

（９）知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。 

（10）事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有すること。 

 

５ 企画競争説明会の開催 

  以下のとおり、企画競争に関する説明会を開催する。企画提案書を提出する者は、原則

として、当該説明会に参加することとする。 

（１）日 時：平成30年４月26日（木）17時から 

（２）場 所：復興庁会議室Ⅰ【1206】 

（東京都千代田区霞が関３-１-１（中央合同庁舎第４号館12階）） 

 

６ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項等 

（１） 企画提案書の作成上の基本事項 

企画提案書は、本事業における具体的な取組方法についての提案を求めるものである。



企画提案書については、別紙２「企画提案書作成事項」に従って作成すること。 

（２）企画提案書の様式 

企画提案書の様式は、様式１、様式２を除き、様式は自由とする。ただし、10枚程度

とする。提案の内容について具体的かつ明確に記載するとともに、内容について詳細な

説明資料がある場合には添付しても構わない。 

※文字サイズは 12ポイント以上とする（注書き等については、10ポイント程度でも可）。 

（３）企画提案書の無効 

提出書類について、この書面及び様式１、様式２に示された条件に適合しない場合又

は企画提案書に虚偽の記載をした場合には、無効とする。 

 

７ 審査に関する事項 

（１） 企画提案会の開催 

ア 企画提案会を以下のとおり開催するものとし、有効な企画書等を提出した者に対し

てその旨を平成 30年５月 14日（月）13時までに連絡する。 

①日 時：平成30年５月14日（月）16時から 

②場 所：復興庁会議室Ⅰ【1206】 

（東京都千代田区霞が関３-１-１（中央合同庁舎第４号館12階）） 

イ 上記により連絡を受けた者は、上記の場所及び時間において、提出した企画書等の

説明を行うものとする。説明を行う者は、業務を請け負った場合における主たる業務

実施責任者とする。ただし、より専門的な観点からの説明が必要な一部の説明につい

ては、業務実施責任者以外の者が説明しても構わない。 

ウ １者につきプレゼンテーションの時間は、30分（説明 20分、質疑応答 10分）まで

とする。ただし、参加者が多数になる場合は、変更となることがある。 

（２） 審査の実施 

ア 審査は、「(別紙３）平成 30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画提案書

審査の手順について」及び「（別紙４）平成 30年度放射線等に関する情報発信事業企

画提案書審査基準及び採点表」に基づき、提出された企画提案書について行い、業務

の目的に最も合致し優秀な企画提案書を提出した１者を選定し、契約候補者とする。 

イ 審査結果は、平成 30年５月 17日（木）までに企画提案書を提出した全者に通知す

る。 

 

８ 企画提案の手続等 

（１） 企画提案書の提出期限等 

ア 企画提案書の提出期限 

 平成 30年５月 14日（月）12時 

イ 企画提案書の提出先 

    〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎第４号館６階 

復興庁原子力災害復興班 金子・難波・飯野 

電話 03-6328-0244 

             電子メール akio.kaneko.j2a@cas.go.jp 

mailto:akio.kaneko.j2a@cas.go.jp


atsushi.namba.s5i@cas.go.jp 

yuhei.iino.y3d@cas.go.jp 

 

（２）企画提案書の提出方法 

上記担当班へ、持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）で 10部及び

電子媒体（光ディスク（CD-Rディスク）1部）を提出すること。 

なお、電子媒体の提出は以下によること。また、使用可能なソフトは以下のとおりと

する。（これ以外での提出は無効） 

「Microsoft Word2010」「Microsoft Excel2010」「Microsoft PowerPoint2010」 

「Just System 一太郎 2010」「Adobe Reader9.0」以前の形式に限る。 

   ただし、映像資料については「Windows Media Player」で動作するもの。 

 

９ 本説明書の内容についての質問の受付及び回答 

  質問は、文書（様式自由、ただし規格は A4版）により行うものとし、持参、郵送、又は

電子メールのいずれの方法でも可能とする（電子メールの場合には着信を確認すること。） 

  なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メール

アドレスを併記するものとする。 

 ア 受付期間：平成 30年４月 20日（金）14時から同年５月 14日（月）12時まで 

イ 質問提出先： 

    〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎第４号館６階 

復興庁原子力災害復興班 金子・難波・飯野 

電話 03-6328-0244 

             電子メール akio.kaneko.j2a@cas.go.jp 

atsushi.namba.s5i@cas.go.jp 

yuhei.iino.y3d@cas.go.jp 

 

10 企画競争の無効 

企画競争に必要な資格のない者の提出した企画提案書は無効とする。また、企画提案書

に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にする。 

 

11 契約の締結 

（１）企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、会計法令に基づく契約手続

きの完了までは、復興庁と契約関係を生ずるものではない。 

（２）選定された事業者は、通知後速やかに企画提案書を反映した形で復興庁と仕様書（案）

を基に仕様書の確定を行うものとする。 

（３）支出負担行為担当官である復興庁会計担当参事官は、契約候補者から見積書を徴取し、

予定価格の制限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。 

 

12 その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

mailto:atsushi.namba.s5i@cas.go.jp
mailto:yuhei.iino.y3d@cas.go.jp
mailto:akio.kaneko.j2a@cas.go.jp
mailto:atsushi.namba.s5i@cas.go.jp
mailto:yuhei.iino.y3d@cas.go.jp


（２） 企画提案書の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（３）１者あたり１件の企画提案書の提出を限度とし、複数の企画提案書を提出した場合は、

提出した全ての企画提案書を無効とする。 

（４）提出された企画提案書は、原則返却しないこととする。 

（５）提出された企画提案書は、当該申込者に無断で二次的な使用は行わない。 

（６）採用された企画提案書は、「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）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者か

らの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがな

いものについては、開示対象となる場合がある。 

 

（以 上） 



 

別紙１ 

 

仕 様 書（案）                                                                                                                 

 

１. 件 名 

  平成 30年度放射線等に関する情報発信事業 

 

２. 事業の目的・背景 

原子力災害に起因する科学的根拠に基づかない風評やいわれのない偏見・差別が今なお

残っている主な要因は、放射線に関する正しい知識、福島県における食品中の放射性物質

に関する検査結果、福島の復興の現状等の周知不足と考えられる。このことから、広く国

民一般に対して、放射線に関する正しい知識の情報発信等を一層強化するため、「原子力災

害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」の下、「知ってもらう」、「食

べてもらう」、「来てもらう」の観点から、伝えるべき対象、伝えるべき内容、発信の工

夫について、具体的に示した「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」（以下「戦

略」という。）を平成29年12月に取りまとめた。 

本事業は、戦略に基づき、放射線に関する正しい知識等について、テレビ、インターネ

ット、SNS等を効率的・効果的に連動させたメディアミックスによる情報発信を行うもので

ある。 

 

３. 業務内容 

上記２の主な目的のために、以下の業務を実施すること。 

なお、本事業を進めるに当たっては、情報発信の優先度や時期に応じた柔軟な対応が必

要であることなどから、当庁と緊密な連絡体制の下で事業を実施すること。 

 

（１）認知のための情報発信 

ア．メディアの検討 

    多くの国民に放射線に関する正しい知識等を認知してもらうための全国メディア

（テレビ CMや新聞折込等）の活用を検討する。 

また、特に妊産婦並びに乳幼児及び児童生徒の保護者には、より多くの認知の機会

を設けるためのメディア（映画館でのシネアド等）を検討する。併せて、乳幼児健康

診査のお知らせへのチラシの同封や病院でのポスターの提示等を行う。 

  イ．コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

 

（２）理解のための情報発信 

ア．メディアの検討 

 放射線に関する正しい知識等を認知した国民に、より深く理解してもらうためのメ

ディア（復興庁ウェブサイト等）の活用を検討する。 



 

  イ．コンテンツの作成 

多くの国民が放射線に関する正しい知識等の理解を深めることができるようなコン

テンツ（スマートフォンやパソコンで見ることのできるオリジナル動画等）とす

る。 

また、一方的な発信だけではなく、親子で楽しむサイト訪問者参加型のゲーム・ク

イズ等の双方向の仕組みについても検討する。 

なお、作成したウェブサイト等の運営も行うこととする。 

 

（３）拡散のための情報発信 

ア．メディアの検討 

理解を深めた国民が自身も SNS等で発信することで、多くの国民に情報が拡散され

るようにするため、そのきっかけとなり（２）のメディアに誘導するメディア（検索

時のリスティング広告、利用者特性に応じたバナー広告等）の活用を検討する。 

イ．コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

  ウ．復興庁による SNS等を活用した情報発信方法の検討 

    復興庁自身による SNS等を最大限に活用するために効果的となる手法について検討

する。 

 

（４）効果測定及び検証 

情報発信の実施前に事前調査を行い、放射線に関する基本的事項に関する理解度につ

いて、現状の把握を行う。 

また、情報発信の終了後は効果測定を行い、効果を検証する。 

 

（５）留意事項 

 ア．各メディアで使用するコンテンツについては、戦略及び「放射線のホント」（平成 30
年３月復興庁）を踏まえて作成し、各メディアで統一性・連動性のあるものとする。 

 イ．本事業の検討に当たっては、他の効果的な情報発信事例を参考とする。 
 ウ．本事業を効果的なものとするために必要なイベントの開催等を妨げない。 

エ．本事業については、以下の工程に沿って実施する。 
・平成 30 年６～７月頃（事前調査、メディア手配、コンテンツ制作） 
・平成 30 年７月～平成 31 年１月頃 
（情報発信の期間：この中から集中的なキャンペーン期間を設定） 

・平成 31 年２月頃（効果測定） 
 オ．著名人を起用した広報活動を行う場合などにおいては、過大な費用負担とならない

ように配慮する。 
カ．（１）～（４）各項に対して、復興庁との緊密な連携のもと、適切な運営・企画を  

行うために、事業全体を管理するための体制を整えること。 

 



 

４. 履行期限 

平成 31年３月 31日（日）までとする。 

 

５. 既存の各種取組との連携 

復興庁と緊密に連携することによりコスト及び業務量の両面で効率的かつ確実に業務 

を実施するとともに、必要に応じて関係各省の所有するデータ等を利用することにより、 

既存の取組主体等の知見を活用するものとする。 

 

６. 成果物 

（１） 平成 31年３月の事業終了後に事業報告書を提出（紙媒体 10部及び CD-R１部） 

すること。 

（２）  毎月１回、定期報告を復興庁において実施する。 

 

７. その他特記事項 

（１）全般 

ア. 本仕様書は、請負者に業務遂行を求める最低限の基準を示したものである。したが 

って、本仕様書に記述していない事項であっても、本事業を行うために必要な作業を 

請負者は実施するものとする。また、本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、 

当庁と協議の上決定するものとする。 

イ. 請負者は、本事業に関して必要に応じて助言等を行い、また助言を求められた場合 

には、速やかに対応し、当庁の必要とする内容を充足した業務を行うこと。 

ウ. 請負者が行う提案や報告及び相談等は基本的に書面をもって実施し、内容について 

当庁の承認を得ること。 

エ. 民法、刑法、職業安定法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行 

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、及び個人情報の保護に関する法律等 

の関連法規を遵守すること。 

 

（２）瑕疵担保責任について 

ア. 請負者は、当庁に対して提供したサービス又は納品物の瑕疵について、提供から１ 

年までの間、担保の責を負わなければならない。 

イ. 請負者は、本納品物の瑕疵が請負者の故意又は重大な過失に基づく場合には、前項 

の定めに関わらず、当庁が瑕疵を発見したときから１年間、担保の責を負わなければ 

ならない。 

ウ. 当庁は、前項の期間において、瑕疵のあるサービス又は納品物について、請負者に 

相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補と 

ともに損害賠償の請求をすることができる。 

エ. 当庁は、請負者が提供したサービス又は納品物の瑕疵のために、契約をした目的を 

達することができないときは、契約の解除をすることができる。 

 

（３）著作権等の取り扱い 



 

ア. 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」という。）は、当庁が保持するものとする。 

イ. 成果物に含まれる請負者又は第三者が本事業以前に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、個々の著作者等に帰属するものとする。 

ウ. 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の 

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。 

 

（４）守秘義務 

ア. 請負者は、本事業の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 

イ. 請負者は、本事業に関わる一切の情報を他の情報と明確に区別して、本事業の目的 

以外に使用しないこと。 

ウ. 請負者は、本事業終了時に保有する本事業に関わる情報について、それらが記載さ 

れている媒体全てを復興庁に提出するものとする。ただし、提出が困難と考えられる 

場合は、当庁と協議の上、その対応を決定するものとする。 

以 上  



（別紙２） 

企画提案書作成事項 

 

 企画提案書は、以下の項目について様式１、様式２及びその他企画提案提出物は 10枚以内で

作成すること。ただし、資料添付が必要な場合は、別添として差し支えない。 

 

１．事業内容 

（１）事業概要 

ア 事業の目的・必要性 

（ア）事業の実施により達成しようとする目的を簡潔かつ明確に記述すること。 

（イ）原子力災害に起因する科学的根拠に基づかない風評やいわれのない偏見・差別が今

なお残っている主な要因は、放射線に関する正しい知識、福島県における食品中の放

射性物質に関する検査結果、福島の復興の現状等の周知不足と考えられる。このこと

から、広く国民一般に対して、放射線に関する正しい知識の情報発信等を一層強化す

るため、「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」の下、

「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の観点から、伝えるべき対

象、伝えるべき内容、発信の工夫について、具体的に示した「風評払拭・リスクコミ

ュニケーション強化戦略」（以下「戦略」という。）を平成 29年 12月に取りまとめた。 

本事業は、戦略に基づき、放射線に関する正しい知識等について、テレビ、インタ

ーネット、SNS 等を効率的・効果的に連動させたメディアミックスによる情報発信を

行うものである。 

本事業の実施にあたっての課題と解決方法、また重視する点等について記述する     

こと。 

イ 事業内容 

本企画競争における企画提案においては、次の（ア）～（オ）の業務について、実施

方法等を提案すること。 

（ア）認知のための情報発信 

①メディアの検討 

    多くの国民に放射線に関する正しい知識等を認知してもらうための全国メディア

（テレビCMや新聞折込等）の活用を検討する。 

また、特に妊産婦並びに乳幼児及び児童生徒の保護者には、より多くの認知の機

会を設けるためのメディア（映画館でのシネアド等）を検討する。併せて、乳幼児

健康診査のお知らせへのチラシの同封や病院でのポスターの提示等を行う。 

  ②コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

（イ）理解のための情報発信 

①メディアの検討 

    放射線に関する正しい知識等を認知した国民に、より深く理解してもらうための



メディア（復興庁ウェブサイト等）の活用を検討する。 

  ②コンテンツの作成 

多くの国民が放射線に関する正しい知識等の理解を深めることができるようなコ

ンテンツ（スマートフォンやパソコンで見ることのできるオリジナル動画等）とす

る。 

また、一方的な発信だけではなく、親子で楽しむサイト訪問者参加型のゲーム・

クイズ等の双方向の仕組みについても検討する。 

なお、作成したウェブサイト等の運営も行うこととする。 

（ウ）拡散のための情報発信 

①メディアの検討 

理解を深めた国民が自身もSNS等で発信することで、多くの国民に情報が拡散さ

れるようにするため、そのきっかけとなり（２）のメディアに誘導するメディア（検

索時のリスティング広告、利用者特性に応じたバナー広告等）の活用を検討する。 

②コンテンツの作成 

コンテンツについては、伝えるべき対象者と使用するメディアのそれぞれの特性

を勘案し、効果的なものとする。 

  ③復興庁によるSNS等を活用した情報発信方法の検討 

    復興庁自身によるSNS等を最大限に活用するために効果的となる手法について検

討する。 

（エ）その他効果的な情報発信 

  上記に関わらず、効果的な情報発信手法等があれば、提案すること。 

（オ）効果測定及び検証 

情報発信の実施前に事前調査を行い、放射線に関する基本的事項に関する理解度につ

いて、現状の把握を行う。 

また、情報発信の終了後は効果測定を行い、効果を検証する。 

ウ 実施体制 

（ア）事業を実施するにあたっての事業主体内での体制、役割分担、他の主体との協力体

制など、事業の実施体制を記述すること（図を用いることも可）。 

（イ）配置予定の全体管理者の経歴・手持ち業務等、及び業務内容ごとの業務従事者の配

置・役割分担を記述すること。そのほか、業務実施に必要な他の関係者、協力者等に

関する情報（氏名、略歴の一覧）についても、記述すること。 

 

（２）留意事項 

ア 各メディアで使用するコンテンツについては、戦略及び「放射線のホント」（平成 30

年３月復興庁）を踏まえて作成し、各メディアで統一性・連動性のあるものとする。 

イ 本事業の検討に当たっては、他の効果的な情報発信事例を参考とする。 

ウ 本事業を効果的なものとするために必要なイベントの開催等を妨げない。 

エ 本事業については、以下の工程に沿って実施する。 

・平成 30年６～７月頃（事前調査、メディア手配、コンテンツ制作） 

・平成 30年７月～平成 31年１月頃 



（情報発信の期間：この中から集中的なキャンペーン期間を設定） 

・平成 31年２月頃（効果測定） 

オ 著名人を起用した広報活動を行う場合などにおいては、過大な費用負担とならないよ

うに配慮する。 

カ （１）イ各項に対して、復興庁との緊密な連携のもと、適切な運営・企画を行うため 

に、事業全体を管理するための体制を整えること。 

 

（３）情報の適切な取扱いについて 

事業実施の際、個人情報を取扱うことが想定されることから、個人情報の適切な取扱

いについても具体的な対策を講じること。 

 

（４）企画提案提出物【様式は自由】 

  ア １．（１）イ項の（ア）から（オ）に係る事業内容について、実施方法等を説明する

資料を提出すること。 

  イ 事業の全体計画として業務の実施フロー及び平成 31年３月までの業務実施スケジュ

ールについて記述すること。 

ウ 本事業に関連するこれまでの取組の状況として、過去５年以内における各省庁での広

報施策の展開、広報イベントの開催等での事業の実績を記述すること。 

 

２．事業費の積算内訳等【様式は自由】 

  本事業費の積算項目を明記するとともに、積算内訳を作成すること。 

 

３．その他 

暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。【様式２】 

 

（以 上） 



（別紙３） 

 

平成30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画提案書審査の手順について 

 

 

１．企画提案会実施日程 

  日 時：平成 30年５月 14日（月）16時～ 

  場 所：復興庁会議室Ⅰ【1206】 

（千代田区霞が関３-１-１中央合同庁舎第４号館 12階） 

 

（１）企画提案書の審査方法 

審査委員による平成30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画提案審査委員

会を開催し、企画提案書を評価する。同委員会では、企画提案書提出事業者のプレゼ

ンテーション等による企画提案会を開催し、その結果を踏まえ、審査することとする。 

 

① 採点基準 

「（別紙４）平成30年度放射線等に関する情報発信事業企画提案書審査基準及び採点

表」に基づき、各委員が採点する。 

  A（良い）: １０点（配点が５点の場合は５点、配点が２０点の場合は２０点） 

  B（やや良い）：７点（同４点、同１４点） 

  C（ふつう）： ５点（同３点、同１０点） 

  D（やや悪い）：３点（同１点、同６点） 

  E（悪い）：  ０点（同０点、同０点） 

  

 ② ①の採点結果の平均点を算出し、その点数が最も高い者を選定する。 

  

 ③ 平均点が同点の場合、次の基準で選定する。 

  ⅰ 「A」の数が多い者を選定する 

  ⅱ 「A」の数が同数の場合は、「B」の数が多い者を選定する。 

  ⅲ 「B」の数も同数の場合は、「C」の数が多い者を選定する。 

  ⅳ 「C」の数も同数の場合は、「D」の数が多い者を選定する。 

  ⅴ 「D」の数も同数の場合は、委員の多数決によって選定する。 

  ⅵ 委員の多数決が同数の場合は、委員長の点数により選定する。 

  



（別紙４） 

 

 

平成30年度放射線等に関する情報発信事業 

企画提案書審査基準及び採点表 

 

委員名：                      提案者：           

審査項

目 
審査基準 

配点 

(120点

満点) 

評価 得点 

１．事業の目的、内容および実施方法 

１．１ 
本事業の実施にあたって、現状の課題を把握・分析

し、事業全体に係る考え方や目標等を明確にし、説

得力のある提案となっているのか。 

5   

１．２ 
提案された認知のための情報発信のうち全国メディ

アを活用した情報発信の方法が具体的かつ効果的な

ものであり、実現可能性があるか。 

10   

１．３ 

提案された認知のための情報発信のうち妊産婦並び

に乳幼児及び児童生徒の保護者に対する情報発信の

方法が具体的かつ効果的なものであり、実現可能性

があるか。 

10   

１．４ 
提案された理解のための情報発信の方法が具体的か

つ効果的なものであり、実現可能性があるか。 

（１．５を除く。） 

10   

１．５ 
提案された理解のための情報発信のうち、双方向の

仕組みについての方法が具体的かつ効果的なもので

あり、実現可能性があるか。 

10   

１．６ 
提案された拡散のための情報発信の方法が具体的か

つ効果的なものであり、実現可能性があるか。 
20   

１．７ 
本事業の提案に当たって、他の効果的な情報発信の

例を参考としているか。 
5   

１．８ 
各メディアで使用するコンテンツの統一性・連動性

について、効果的で実現可能性がある提案となって

いるか。 

5   

１．９ 
復興庁が指定する事業内容以外に、本事業目的に対

して有効な事業内容が提案されているか。 
5   

２．事業実施計画 

２．１ 
事業目的・内容に対し、事業実施計画（スケジュー

ル）、人員、事業実施手順等は妥当か。 
5   



３．事業実施体制 

３．１ 
〇事業の実施体制および役割分担が具体的に記載されているか。  

〇専任者は確保されているか。資力・信用力に問題はないか。  

〇担当者名・役職および経験年数が記載されているか。  

5   

３．２ 
組織として、本事業の類似の業務に対する実績及び

実施するための能力を有しているか。 
5   

３．３ 
事業従事予定者に、事業内容に関する専門知識・ノ

ウハウ等の蓄積があるか。 
5   

３．４ 事業従事予定者に類似事業の実績があるか。 5   

３．５ 
国からの要望に迅速かつ柔軟に対応できる体制が整

っているか。 
5   

３．６ 
情報の適正な取扱いについて具体的に提案されてい

るか。 
5   

４．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 

４．１ 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）、次世代育成支援対策推進法（次

世代法）、青少年の雇用の促進等に関する法律（若者

雇用進法）に基づく認定がなされているか。 

 

えるぼし認定企業 ３段階目 ５ 

えるぼし認定企業 ２段階目 ４ 

えるぼし認定企業 １段階目 ２ 

えるぼし認定企業 行動計画 １ 

プラチナくるみん  認定   ４ 

くるみん      認定     ２ 

ユースエール    認定     ４  

 

※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分 

により加点を行う。 

5   

参考 
予算の使途に妥当性があるか。 

業務内容と見積価格を比較して、業務のパフォーマ

ンスの高さや企業努力が認められるか。 

数値化しない 

注）企画提案書において、提出者の外部協力者への再委任または共同実施の提案を行う場合、業
務の総合的な判断並びに業務遂行管理部分を外部に再委任等してはならず、そのような企画提
案書は不合格として、選定対象としないことがある。 



(様式１) 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

復興庁参事官 殿 

 

 

 

 

平成30年度放射線等に関する情報発信事業に係る企画競争について、企画提案書を

提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出者）住所 

電話番号 

会社名 

代表者 役職名 氏名    印 

作成者）担当部署 

氏名 

ＦＡＸ 

Ｅ－mail 

 

 



                                                                         （様式２） 
誓  約  書 

 
  □ 私 
 □ 当社       
は、下記事項を誓約します。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。 
 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 
                                    記 
１ 次のいずれにも該当しません。また、契約満了まで該当することはありません。 
 (1) 契約の相手方として不適当な者 
  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法   

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）   
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している   
者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する   
法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）   
又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である   
とき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害   
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する   
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している   
とき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
 (2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 
  ア 暴力的な要求行為を行う者 
  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
  エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者 
  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 
 
２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 
 
３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委

託以降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して
個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明
したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 
４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介

入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、
発注元の契約担当官等へ報告を行います。 

 
  復興庁会計担当参事官 殿 
 
                  年  月  日 
                     住所（又は所在地） 
                     社名及び代表者名                              印 
              代表者の生年月日 
 
 ※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 
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