
                                      別紙                                       

仕様書 

 

Ⅰ． 件名 

「水素閣僚会議」開催に係る会場設営・運営等業務 

 

Ⅱ． 開催概要 

発注者が開催する会議の概要は以下の通り。 

１． 名称 

水素閣僚会議 

 

２． 開催日時 

平成 30年 10月 23日（火） 9時 00分から 17時 30分（8時受付開始） 

 

３． 開催場所等 

（１） 開催場所 

JR 新橋駅を最寄り駅とし、その最寄り駅から徒歩 15 分以内の会場。（本項目は、契約

締結時には、具体的な会場名に変更する。受注者は契約締結までに本項及び（2）会場の

条件に示す条件を満たす会場を決定・確保しておくこと。） 

 

（２） 会場の条件 

会場は、以下で構成するものとする。 

なお、会場は、来場者及び講演者の動線を考慮し、以下の①及び②が２フロア内に収 

まること。 

① 各会場 

会場は、下表の条件を満たし、来場者が肩を触れ合うことのない十分な間隔を確保し

て着席できること。 

項番 用途 面積（㎡） 室数 使用時間 

ア 水素閣僚会議会場 

スクール形式で 300名程度が着席可能

であること。 

580以上 1 平成 30年 10月 23日     

9時から 17時 30分 

イ バイ会談会場 

部屋の中心に、向かい合って 6名ずつが

着席可能であること。 

60以上 3 平成 30年 10月 23日     

9時から 17時 30分 

ウ フォトセッション会場 

60名程度が 3列で集合写真を撮影可能

であること。 

240以上 1 平成 30年 10月 23日   

8時から 10時 



エ ランチミーティング会場 

料理及び飲料を提供するスペースがある

こと。 

60名程度各 8名程度着席可能な円卓を

配置可能であること。 

240以上 1 平成 30年 10月 23日 

11時から 14時 

オ プレス対応会場 

記者会見及びプレス関係者 40名程度が

着席可能であること。 

120以上 1 平成 30年 10月 23日   

9時から 17時 30分 

カ 大臣控室 

部屋の中心に、向かい合って５名ずつが

着席可能であること。 

30以上 1 平成 30年 10月 23日 

8時から 17時 30分 

キ 関係者控室 

120名程度が着席及び作業が可能であ

ること。 

240以上 1 平成 30年 10月 23日 

7時から 19時 

ク 礼拝室 60以上 1 平成 30年 10月 23日 

8時から 17時 30分 

ケ 事前打合せ室 240以上 1 平成 30年 10月 22日 

18時から 22時 

       ただし、使用時間に準備及び撤去の時間は含まない。 

② 受付 

①の項番ア及びオには受付を用意すること。受付の設置場所については、発注者と調

整のうえ設置すること。また、受付は、アンケート用紙の配布及び回収、資料等の配布

が可能であること。 

  

Ⅲ． 業務概要 

受注者が実施する業務概要は以下のとおり。 

１． ロゴ作成業務 

２． 備品・機材等の手配 

３． 運営マニュアル等作成業務 

４． WEBサイトの構築、運営、更新、保守 

５． 会場設営及び撤去 

６． 運営等業務 

７． 講演者等との連絡・調整等業務 

８． その他付帯業務 

 

 



Ⅳ． 業務の詳細 

受注者が実施する業務の詳細は以下のとおり。  

１． ロゴ作成業務 

以下を満たす水素閣僚会議のロゴ案を３パターン作成し、平成 30 年 7 月 19 日（木）まで

に発注者に提案すること。また、発注者に指示に基づき、１つのパターンを決定し、ロゴマニ

ュアルを作成すること。ロゴ案の納入形態は、Adobe Illustrator 及び JPEG データとする。ロ

ゴマニュアルの納入形態は PDFデータとする。 

（１） 「Hydrogen Energy Ministerial」、「H2EM」」「2018」の文字を入れること。 

（２） 国際会議であるため、英語のみを利用すること。 

（３） 商標を確認し、利用可能であること。 

（４） 水素をイメージした色合いであること。 

 

２． 備品・機材等の手配 

以下の備品・機材を用意すること。 

（１） 水素閣僚会議会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア 司会者用演台及び椅子 演台：W75㎝×D54㎝、前面 H108㎝、手

元 H90㎝程度 

椅子：背もたれのある椅子とすること。 

1セット 

イ 講演者用机及び椅子 スクール形式（3 名掛け程度の幅の机に

2名掛けとする。） 

椅子：木製チェアーW45 ㎝×D55 ㎝×座

面 H45 ㎝程度。背もたれのある椅子とす

ること。 

60名分 

ウ 来場者用机及び椅子 スクール形式（3名掛け） 

椅子：スタッキングチェアーW45㎝×D45

㎝×座面H45㎝程度。背もたれのある椅

子とすること。 

240名分 

エ 来場者用椅子（予備） 来場者用机及び椅子が満席となった場

合に使用できるよう、折り畳み等の方法

でセッション会場の備品庫等に配置して

おくこと。 

50脚 

オ スクリーン 190インチ以上であること。 2幕 

カ プロジェクター 190インチ以上のスクリーンサイズに対応

した輝度を確保すること。キのノートPCと

の接続が可能であること。 

2台 



キ プロジェクター用ノート

PC 

最新のアップデートを適用したWindows7

以降のOSを搭載したPCであること。 

以下のソフトウェアが利用可能であるこ

と。 

(a) Microsoft Word、Excel、PowerPointの

2013以降のバージョン 

(b) プレゼンテーションソフトウェア 

(c) PDFファイル閲覧ソフトウェア 

(d) 動画再生ソフトウェア 

カのプロジェクターと接続可能であるこ

と。 

1台 

ク 講演者用ノート PC 最新のアップデートを適用したWindows7

以降のOSを搭載したPCであること。 

以下のソフトウェア及びネットワークが利

用可能であること。 

(a) Microsoft Word、Excel、PowerPointの

2013以降のバージョン 

(b) PDFファイル閲覧ソフトウェア 

(c) 動画再生ソフトウェア 

(d) インターネット閲覧用ソフトウェア 

カのプロジェクターと接続可能であるこ

と。 

1台 

ケ 通信回線 ベストエフォート型100Mbps以上とし、PC

接続用のハブ又はルーター等を備えるこ

と。 

1本 

コ 会場内無線 LAN 300名程度の来場者が会場でWebにアク

セスして資料をダウンロードできるよう備

えること。 

一式 

サ 講演者用演台 演台：W120㎝×D54㎝×前面 H114㎝、

手元 H90㎝程度 

1台 

シ 講演者用ステージ W480ｃｍ×D240ｃｍ×H40ｃｍ程度 1台 

ス パネルディスカッション参

加者用テーブル及びソフ

ァ 

テーブル：丸ティーテーブル直径 54 ㎝程

度 

ソファ：W60 ㎝×D50 ㎝×座面 H46 ㎝、

背 H90㎝程度。 

各 5台 

 



セ ワイヤレスマイク ダイナミック型であること。 

うち 2 本はストレート型マイクスタンド、5

本は卓上型マイクスタンドを備えること。 

7本 

ソ ピンマイク パネルディスカッション参加者用 10個 

タ 同時通訳システム 日→英・英→日の2系統とすること。通訳

ブースは防音とすること。 

一式 

チ スピーカー等音響機器 ― 一式 

ツ レーザーポインター 会場のスクリーンで使用できるものとする

こと。キとクのノート PC と接続可能であ

り、正常に動作すること。ページ送り機能

がついていること。 

2本 

テ ストップウォッチ 講演者が講演中に残り時間を確認できる

ものにすること。（カウントダウンタイマ

ー） 

2個 

ト 手元灯 ― 2個 

ナ 関係者席等の張り紙 ― 60枚 

ニ 飲料水及びコップ 水は500mlペットボトルとすること。 

 

70セット 

ヌ ビデオカメラ 会議の様子を撮影・録音するため、他の

部屋への中継用のビデオカメラを用意す

ること。 

2台 

ネ 受付用机 W120㎝×D45㎝×H75㎝程度 2台 

ノ 受付用椅子 ― 6脚 

ハ 同時通訳用レシーバー ― 350個 

ヒ 名刺入れ W50㎝×D35㎝×H5㎝程度 2個 

フ アンケート用紙回収 BOX A4用紙を入れることができること。 

「アンケート回収BOX」の表示を設けるこ

と。 

2個 

ヘ アンケート記入台 W40㎝×D50㎝×H100㎝程度の台に黒

のボールペン30本を備えること。「アンケ

ート記入台」の表示を設けること。 

3台 

ホ 電子投票用端末 パネルディスカッション時に聴講者の賛

成、反対を問い、その場で意見をまとめ

るために使用。 

350名分 

 



マ 電子投票開票機材 ホの結果を５分以内に取りまとめ、その

後の議論に組み込める形で結果をグラフ

等で表せるものとすること。 

一式 

ミ 吊り下げ式ネームホルダ

ー 

・ネームホルダーケースのサイズ 

縦 15㎝×横 15㎝程度 

・種類及びひもの色 

（a）一般来場者用  青色   

（b）講演者用      赤色  

（c）講演者随行    桃色   

（d）報道関係者用   黄色   

（e）事務局用      緑色 

・ひもの長さ 90㎝程度 

・ひもの幅 8mmから 15mm程度 

600個 

 

 

350個 

20個 

40個 

40個 

150個 

ム 講演者用胸章 リボンバラ、赤色、直径 10cm 60個 

 

（２） バイ会談会場（3室） 

項番 項目 仕様 数量 

ア 会議机セット テーブル及び肘掛け付椅子 12名分/1室 

イ 椅子（予備） ― 10脚/1室 

ウ ハンガーラック 12名用（ハンガー含む。） 1台/1室 

エ 飲料及び茶菓 セルフ方式で提供すること。 

コーヒー、紅茶、オレンジジュース、水

及び茶菓等を提供すること。 

12名分/1室 

オ 文具セット ペン及びペンスタンド、メモパッド 12セット/1室 

 

（３） フォトセッション会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア 集合者使用ひな壇 講演者 60名程度が並べる広さとすること。 1台 

イ ワイヤレスマイク ダイナミック型であること。 2本 

ウ スピーカー等音響機器 ― 一式 

 

（４） ランチミーティング会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア テーブル W180㎝×D90㎝×H70㎝程度 8台 

イ 円卓 一卓あたり約 8名が着席可能であること。 9台 



ウ 椅子 背もたれがあること。 70脚 

 

（５） プレス対応会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア 記者用机及び椅子 机：W180㎝×D45㎝×H70㎝程度 

椅子：スタッキングチェアーW45 ㎝×D45 ㎝

×座面 H45 ㎝程度。背もたれのある椅子と

すること。 

40セット 

イ 同時通訳レシーバー （１）のノと同じ水素閣僚会議会場の内容を

聞くことができること。 

40個 

ウ テーブルタップ 4口、2ｍ程度 

100 ボルト、15 アンペアに対応可能なものと

すること。 

10個 

エ 通信回線 ベストエフォート型 100Mbps以上とし、PC接

続用のハブ又はルーター等を備えること。 

1本 

オ 無線 LAN  一式 

カ モニター （１）の水素閣僚会議の様子を中継可能な

60 インチモニターを設置すること。 

1台 

キ スピーカー等音響機

器 

― 一式 

ク ワイヤレスマイク ダイナミック型であること。 4本 

ケ 受付用机 W120㎝×D45㎝×H75㎝程度 1台 

コ 受付用椅子 ― 3脚 

 

（６） 大臣控室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 会議机セット テーブル及び肘掛け付椅子 

背もたれのある椅子とすること。 

10名分 

イ ハンガーラック 10名用（ハンガー含む。） 一式 

ウ 飲料及び茶菓 セルフ方式で提供すること。 

コーヒー、紅茶、オレンジジュース、水及び

茶菓等を提供すること。 

10名分 

エ 文具セット ペン、ペンスタンド及びメモパッド 10セット 

オ モニター 会議の様子を中継可能な 60 インチモニター

を設置すること。 

1台 



カ 同時通訳レシーバー （１）のノと同じ水素閣僚会議会場の内容を

聞くことができること。 

5個 

 

（７） 関係者控室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 作業机 W180㎝×D90㎝×H70㎝程度 40台 

イ 椅子 スタッキングチェアー：W45㎝×D45㎝×座

面 H45㎝程度。背もたれのある椅子とする

こと。 

120脚 

ウ コピー機（複合機） カラー印刷が可能なものとすること。 1台 

エ コピー用紙 A4：500枚、A3：200枚、 （９）のエの残余に

加えて上記を用意すること。 

左記の

通り 

オ 通信回線 ベストエフォート型 100Mbps以上とし、PC

接続用のハブ又はルーター等を備えるこ

と。 

1本 

カ 無線 LAN ― 一式 

キ 有線 LAN ― 10回線 

ク テーブルタップ 4口、2ｍ程度 

100ボルト、15アンペアに対応可能なもの

とすること。 

30個 

ケ ノート PC （１）のキと同じ。 

ウのコピー機、カの無線 LAN及びキの有

線 LANに接続できるものを用意すること。 

10台 

コ 事務用品 太字油性マジック：黒 3本、赤 3本 

ハサミ：5個、カッター：5個、養生テープ：3

個、ゴミ袋 90ℓ：20枚、ビニール紐：1巻 

一式 

サ ホワイトボード W120㎝×H90㎝ 全 H180㎝程度 2個 

シ スタッフ間連絡用無

線機 

会議準備時から撤去までスタッフ間で、（１）

から（７）の全ての会場及び会場を繋ぐ廊下

等において連絡が取れる無線機を用意す

ること。 

90個 

ス 同時通訳レシーバー （１）のノと同じ水素閣僚会議会場の内容を

聞くことができること。 

20個 

セ モニター 会議の様子を中継可能な 60 インチモニタ

ーを設置すること。 

2台 

 



ソ 集合写真プリント用

備品及び機材 

フォトセッションで撮影した集合写真を印刷

するための写真用印画紙 2L版 178mm×

126mm 100枚及びプリンター等を用意する

こと。 

一式 

タ 封筒 ソの写真を渡す際に使用する。洋形０号

197mmｘ136mmのサイズを用意すること。 

70枚 

 

（８） 礼拝室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 靴箱 脱いだ靴を置ける靴箱などを用意すること。 1台 

イ 礼拝用マット メッカの方角に礼拝できるように敷くこと。30

名程度が使用できる大きさとすること。 

1枚 

ウ 方位磁石 部屋内に分かりやすく設置すること。 1個 

 

（９） 事前打ち合わせ室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 作業机 W180㎝×D90㎝×H70㎝程度 40台 

イ 椅子 スタッキングチェアーW45㎝×D45㎝×座

面 H45㎝程度。背もたれのある椅子とする

こと。 

120脚 

ウ コピー機（複合機） カラー印刷が可能なものとすること。 1台 

エ コピー用紙 A4：2,000枚、A3：300枚 左記の

通り 

オ 通信回線 ベストエフォート型 100Mbps以上とし、PC接

続用のハブ又はルーター等を備えること。 

1本 

カ 無線 LAN ― 一式 

キ 有線 LAN ― 10回線 

ク テーブルタップ 4口、2ｍ程度 

100ボルト、15アンペアに対応可能なものと

すること。 

30個 

ケ ノート PC （１）のキと同じ。 

ウのコピー機、カの無線 LAN及びキの有線

LANに接続できるものを用意すること。 

10台 

 

 



コ 事務用品 太字油性マジック：黒 3本、赤 3本 

ハサミ：5個、カッター：5個、洋上テープ：3個 

ゴミ袋 90ℓ：２０枚、ビニール紐：1巻 

一式 

サ ホワイトボード W120㎝×H90㎝ 全 H180㎝程度 2枚 

 

３． 運営マニュアル等作成業務 

以下を作成すること。 

（１） 準備工程表（週単位） 

関係者間での情報共有のため、会議準備にかかる工程表を契約締結後速やかに発注

者に提示し、平成 30年 7月 20日（金）までに発注者の了承を得たうえで、下表の仕様に

より作成し、発注者が別途指示する形式の電子データで納入すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 記載内容 当日までの準備に係る工程表、役割分担表等 

 

（２） 設計図書 

関係者間での情報共有のため、会場のレイアウト図、導線図等を取りまとめた設計図

書を契約締結後速やかに発注者に提示し、平成 30 年 8 月 3 日（金）までに発注者の了

承を得たうえで、下表の仕様により作成し、発注者が別途指示する形式の電子データで

納入すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 記載内容 会場全体図、会場地図（案内用）、会場レイアウト、座席

配置等 

 

（３） 運営マニュアル 

関係者間での情報共有のため、会議に係る実施体制等の内容を取りまとめた運営マ

ニュアルを契約締結後速やかに発注者に提示し、平成 30 年 8 月 31 日（金）までに発注

者の了承を得たうえで、下表の仕様により作成すること。また、発注者が別途指示する形

式の電子データを納入すること。 

なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面4色刷り 

 



エ 記載内容 実施体制図、当日運営表、設計図書、フォトセッション

の立ち位置・段どり、VIP導線図、警備計画・マニュア

ル、受付業務、運営・搬入・搬出・撤去、リエゾン間及び

VIPの連絡手段・体制等に至るまでの必要事項等 

オ 部数 100部 

    

（４） 会議司会進行用台本 

会議の司会進行に係る台本を、平成 30年 9月 21日（金）までに発注者に提案し、発注

者の了承を得たうえで、下表の仕様により作成すること。また、発注者が別途指示する形

式の電子データを納入すること。 

なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面印刷 

エ 部数 3部 

 

（５） 警備計画・マニュアル 

講演者及び来場者の安全を確保するため、会場の警備に係る計画及びマニュアルを、

平成 30年 8月 31日（金）までに発注者に提案し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕

様により作成し、発注者が別途指示する形式の電子データで納入すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 記載内容 警備エリア、警備検査ポイント、警備員の役割、警備ス

ケジュール等 

 

（６） 看板等 

来場者を円滑に誘導するため平成 30 年 8 月 31 日（金）までに発注者に記載内容を提

案し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様のとおり作成すること。また、発注者が別

途指示する形式の電子データを納入すること。 

項番 項目 仕様 数量 

ア 吊看板 

メイン会場用 

W1,080㎝×H120㎝程度、片面パネル＋シー

ル出力 

会議のロゴ及び会議名が分かるものとするこ

と。 

１枚 

 



イ 吊看板 

フォトセッション用 

W720㎝×H90㎝程度、片面パネル＋シール

出力 

会議のロゴ及び会議名が分かるものとするこ

と。 

1枚 

ウ バックパネル W180㎝×H240㎝程度、木工パネル＋シール

出力 

VIP の記者会見場及びメイン会場受付に設置

するもの。会議のロゴ及び会議名が分かるも

のとすること。 

2枚 

エ プログラムタイムテ

ーブル 

（日英併記） 

W360㎝×H210㎝程度 

水素閣僚会議会場受付横に設置すること。ス

タンド付きとすること。 

2枚 

オ 受付看板 

（日英併記） 

W45 ㎝×H45 ㎝程度とし、以下の内容のもの

を作成すること。スタンド付きとすること。 

・ 総合受付 

・ グループ受付 

・ ご講演者受付 

・ プレス受付 

各 1枚 

カ 案内看板 

（日英併記） 

W45 ㎝×H45 ㎝程度とし、以下の内容のもの

を作成すること。スタンド付きとすること。 

・受付はこちら 

・ご講演者受付はこちら 

・水素閣僚会議会場 

・講演者、随行者入口 

・プレス受付はこちら 

・関係者以外立ち入り禁止 

・手荷物検査 

・参加登録の無い方は入場できません 

・礼拝室 

・クローク 

各 1枚 

キ 無線 LAN利用案内 W45 ㎝×H45 ㎝程度とし、以下の内容のもの

を作成すること。スタンド付きとすること。 

・ 水素閣僚会議会場内で利用可能な LAN パ

スワードを記載する。 

10枚 

 

 



ク 演台用の水素閣僚

会議ロゴ 

W40㎝×H54㎝程度 

・ 講演者が使用する演台に張り付けるロゴを

用意すること。 

1枚 

ケ 会議案内立て看板 W30㎝×H90㎝、全 H120㎝程度 

水素閣僚会議のロゴ及び会議名を入れ、会

場入り口及び導線上に設置すること。 

2枚 

 

（７） アンケート用紙 

来場者の職種、プレゼンテーションに対する理解度・興味の把握等を行うため、発注者

が指示するアンケート項目を基に、英語及び日本語で原案を作成し、平成 30 年 8 月 31

日（金）までに発注者の了承を得たうえで、下表の仕様のとおりアンケート用紙を作成す

ること。また、発注者が別途指示する形式の電子データを納入すること。 

なお、アンケート実施後、残余が発生した場合は、発注者の事務所に輸送し、発注者

に引き渡すこと。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ A4 

イ 印刷 両面白黒 

ウ 部数 500枚（表：日本語、裏：英語） 

 

（８） 参加者 ID 

講演者、来場者向け吊り下げ式ネームホルダーに入れる参加者 ID を平成 30 年 8 月

31 日（金）までに発注者に提案し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様のとおり作成

すること。また、発注者が別途指示する形式の電子データを納入すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ Ⅳ．の２．の（１）のミの吊り下げ式ネームホルダーに入

るサイズとすること。 

イ デザイン及び数量 以下（ａ）から（ｅ）の色分類が目立つようなデザインとす

ること。水素閣僚会議のロゴを ID上部に挿入すること。 

（ａ）一般来場者用/PARTICIPANT：青色 350個 

（ｂ）講演者用/SPEAKER：赤色 20個 

（ｃ）講演者随行/DELEGATE：桃色 40個 

（ｄ）報道関係者用/PRESS：黄色 40個 

（ｅ）事務局用/SECRETARIAT：緑色 150個 

 

 

 



４． WEBサイトの構築、運営、更新、保守 

以下のとおり水素閣僚会議 WEB サイトを構築し、運営及び更新・保守等の管理を行うこと。 

詳細は以下の通り。 

（１） 水素閣僚会議参加への WEB事前申し込みサイトの構築等 

水素閣僚会議を開催するにあたり、事前にインターネット上でイベントへの参加登録を

行えるように、契約締結後速やかにデザイン案を作成し、発注者の了承を得たうえで平成

30 年 7 月 20 日（金）までに WEB 事前申し込み（日本語版・英語版）サイトを構築し、一般

公開を行うこと。 

なお、一般公開後 WEB事前申し込み者等への対応を行うこと。 

事前申し込みサイトの基本項目及び申込者等への対応業務は以下のとおり。 

① WEB事前申し込みサイト画面 

氏名、氏名ふりがな、所属機関名、所属機関名ふりがな及び連絡先等を記入できるよ

うにすること。 

② 問合せ E-mail フォーム 

メールにて問い合わせができるフォームを作成し、発注者の指示に従い、外部の問い合

わせに応対すること。 

③ 申込者の取りまとめ業務 

申込み期間については発注者より別途指定とする。また、開催 1 週間前を目途に登録

者に出席確認メールを送ること。 

  

（２） 講演資料配布用 WEBサイトの構築 

水素閣僚会議を開催するにあたり、インターネット上で講演資料のダウンロードを行え

るように契約締結後速やかにデザイン案を作成し、発注者の了承を得たうえ平成 30 年 7

月 20 日（金）までに講演資料配布用 WEB（日本語版・英語版）サイトを構築し、その後公

開を行うこと。 

 なお、開催日までは事前申込をした者のみが閲覧でき、開催日以降は一般に公開でき

る仕様とする。また、最大同時アクセス数が 1,000 アクセスまではサーバーがダウンするこ

となく稼働し、同時アクセス数 500 までは問題なくスムーズにアクセスできるサーバーを用

いること。 

 

（３） WEBサイト構築の要件 

WEBサイト構築の要件は以下のとおり。 

① （１）及び（２）に係るサーバー、機器、ソフトウェア等は受注者が用意すること。 

② （１）及び（２）に基づき、発注者と協議のうえ WEBサイトの仕様を設計すること。 

③ （１）について、発注者の指示による代理登録及び登録状況の確認・変更ができるよう 

にすること。なお、登録に必要な情報は、発注者より別途指示する。 



④ （１）に係る情報を発注者が随時確認できるように Excel等で出力できること。あわせて 

登録情報の変更、登録取り消しができること。 

⑤ （１）及び（２）の実施にあたり、オリジナルドメインを取得し、使用すること。 

⑥ （１）及び（２）に係るWEBサイトは、Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、 

Safari及び Firefoxの各 Webブラウザ（最新かつ安定したバージョン）で動作すること。 

⑦ （１）及び（２）に係る WEB サイトが、サーバーダウン等により機能不全を起こした場合

は、可及的速やかに必要な対応を行い、参加事前登録用WEBサイトを復旧させること。 

⑧ （１）及び（２）に係る WEB サイトの運営管理を行い、必要に応じて更新・保守を行うこと。 

⑨ （１）及び（２）に係る WEB サイトの全ページについて、セキュリティ対策は万全を期すこ

と。 

（a） 独立行政法人情報処理推進機構の「安全なウェブサイトの作り方（最新版）」及び

発注者の情報セキュリティーポリシーに準拠すること。 

（b） セキュリティ実装チェックリストを提出すること。 

（c） 受注者はプライバシーマーク（JIS Q 15001）又は ISMS認証を取得していること。こ

れらを取得していない場合は、これらに類する情報セキュリティ管理体系を確立して

いること。 

（d） 可用性を維持するための対策（DoS攻撃対策等）を導入すること。 

（e） 完全性を維持するための対策（改ざん検知・バックアップ等）を導入すること。 

（f） 発注者の要求に応じて、セキュリティ対策の実施状況を報告すること。緊急性の高 

い脆弱性が発見された場合は、発注者と協議のうえ、対策を実施すること。 

⑩ 改ざん等インシデントが発生した場合の連絡及び対応体制を構築し、発注者の了承を 

得ること。発生したインシデントには迅速に対応し、発注者に逐次報告のうえ発注者の

指示に従うこと。 

⑪ （１）及び（２）に係る WEB サイトは、会議終了後、発注者からの指示に従い、WEB サイ

トを閉鎖のうえデータを削除すること。 

⑫  ①から⑪の仕様を満たしたことを示すエビデンスを、平成 30 年 7月 20 日（金）までに

納入すること。 

 

５． 会場設営及び撤去 

以下により、会場設営及び撤去を行うこと。 

（１） 会場設営、機材の動作確認等の事前準備作業は、発注者及び会場の管理者と調整の 

うえ関係者控室については平成30年10月22日（月）18時まで、ランチミーティング会場につ

いては平成30年10月23日（火）11時まで、その他は、平成30年10月22日（月）22時までに

行うこと。 

（２） 案内、サイン、バックパネル、吊看板等について、発注者が指示する場所に設置するこ

と。 



（３） 機材及び備品等の撤去、廃棄物の処理、原状回復については、法令に基づき水素閣僚

会議後速やかに実施すること。ただし、具体的な実施日時については、発注者と調整のう

え決定すること。 

（４） 会場設営及び撤去にあたっては、発注者及び会場の管理者の定めを遵守することとし、

これらに記載の無い事項については、発注者と協議のうえ発注者の指示に従うこと。 

 

６． 運営等業務 

以下により、人員手配及び運営等業務を行うこと。 

（１） 人員手配 

以下の人員を手配すること。人員の選定にあたっては、発注者の了承を得ること。 

① 水素閣僚会議対応人員 

（a) 責任者 

業務の運営・管理業務を統括する責任者を1名配置すること。 

(b) 副責任者 

責任者を補佐する副責任者を1名配置すること。 

(c) 司会者 

司会進行等の業務に従事する司会者を常時1名配すること。使用言語は英語とする

こと（TOEIC700点以上）。 

なお、国際会議等における司会業務経験を有していること。 

(d) 受付スタッフ 

来場者の受付・案内、誘導、来場者の名刺の受領及び来場者数のカウント、アンケー 

ト用紙の配布及び回収、同時通訳レシーバーの配布及び回収等業務に従事する人員

を6名以上配置すること。 

なお、うち1名は英会話ができる者（TOEIC700点以上）とすること。 

 (e) 運用・管理スタッフ 

音響・PC機材等の運用・管理を行う人員を常時1名以上配置すること。 

（f) 照明スタッフ 

照明操作を行う人員を常時1名以上配置すること。 

(g) 同時通訳システム操作スタッフ 

同時通訳システムを操作する人員を常時1名配置すること。 

(h) マイク係 

マイクの受け渡し等を行う人員を会場内に常時2名以上配置すること。 

（ｉ） 同時通訳者 

講演及び質疑応答等を英語から日本語、日本語から英語に通訳する同時通訳者を

常時3名以上配置すること。水素分野の専門用語の通訳ができる者で、科学技術関

連の国際会議における同時通訳経験を3回以上有し、AAAまたはSクラスとすること。



母国語は日本語であること。 

 

 (j) 講演補助スタッフ 

講演者の誘導、音響機材操作、マイク対応等プレゼンテーションの補助業務、タイム

キーパーを行う人員を常時1名以上配置すること。 

(k) 議事録係 

議事概要を記録する人員を1名配置すること。 

（ｌ) カメラマン 

講演者及びVIPのフォトセッション、水素閣僚会議の様子等の写真撮影及び動画撮影

を行う専従カメラマンを2名配置すること。 

② プレス対応人員 

(a) 受付スタッフ 

プレス対応会場来場者の案内・誘導、プレスの参加登録、プレス参加者の名簿作成、

プレスからの問い合わせ対応、インタビュー要望への対応、管理及び対応（外国プレス

への対応含む。）、会議終了後のニュースリリース用資料（会議総括）の作成支援の業

務に従事する人員を常時2名以上配置すること。 

なお、うち 1名は英会話ができる者（TOEIC700点以上）とすること。 

(b) 運用・管理スタッフ 

プレス対応会場の音響・モニター機材等の運用・管理を行う人員を常時1名以上配置

すること。 

③ 講演者対応リエゾン 

会議当日、会議主催者と講演者の間で、主催者側からの意思伝達及び講演者の要望 

への対応等必要かつ円滑なコミュニケションを図る役割を担う英会話ができる

（TOEIC700点以上）リエゾンを 20名配置すること。 

④ 警備員等 

（a） 警備隊長 

警備隊の指揮系統を行う警備隊長を１名配置すること。 

（ｂ） 警備員 

巡回、短時間の警備対象となる会場（記者会見会場等）、大臣、VIP の導線確保を

行い、デモ隊への対応など、急遽発生する業務に対応する警備員を４名以上配置す

ること。 

（ｃ） 入出管理要員 

警備エリアに入出する全ての関係者の ID 等を確認し、ID 確認を終えた来場者等の

手荷物の開披検査を行う管理要員を 6名以上配置すること。 

 

 



 

 

（２） 運営業務 

以下の運営業務を行うこと。 

① 水素閣僚会議対応人員 

(a) 責任者は、運営・管理業務を統括すること。 

(b) 副責任者は、責任者を補佐すること。 

(c) 司会者は、司会進行・誘導等に従事すること。 

(d) 受付スタッフは、来場者の受付・案内、誘導、来場者の名刺の受領及び来場者数の

カウント、アンケート用紙の配布及び回収、同時通訳レシーバーの配布及び回収等業

務に従事すること。 

なお、受注者は、会議終了後、アンケート結果を集・分析すること。また、回収したアン

ケート用紙については、報告書と共に発注者に引き渡すこと。 

(e) 運用・管理スタッフは、音響・PC機材等の運用・管理を行うこと。 

(f) 照明スタッフは、照明操作に従事すること。 

(g) 同時通訳システム操作スタッフは、同時通訳システムを操作をすること。 

(h) マイク係は、質問者へのマイクの受け渡し等の業務を行うこと。また、講演者のマイク

のセット、会議中のマイクの管理調整等を併せて行うこと。 

（ｉ) 同時通訳者は、発注者と事前打ち合わせを行い、講演及び質疑応答等を英語から日

本語、日本語から英語に通訳すること。 

(j) 講演補助スタッフは、講演者の誘導、音響機材操作、マイク対応等プレゼンテーション

の補助業務、タイムキーパーを行うこと。 

(k) 議事録係は、会議の議事概要を記録すること。議事録係は、講演及びパネルディスカ

ッションの内容、質疑応答等に係る概要を記録すること。 

なお、受注者は、セッション終了後、セッションの議事について概要版を日本語で作成

すること。 

(l) カメラマンは、講演者及びVIPのフォトセッション、水素閣僚会議の様子等の写真撮影

及び動画撮影を行うこと。水素閣僚会議の様子等の写真をフルサイズの撮像素子を搭

載したデジタルカメラで300枚以上撮影すること。講演者及びVIPの集合写真、講演及び

パネルディスカッションの様子、会場の様子等を撮影すること。水素閣僚会議の講演者

については、全員を10枚以上撮影し、発注者が別途指示する形式でDVD-R等に保存 

のうえ発注者に引き渡すこと。 

なお、動画撮影については、フルハイビジョンのビデオカメラを1台用意し、撮影・記録

方法等詳細に関しては別途発注者と打ち合わせのうえ決定すること。 

② プレス対応人員 

(a) 受付スタッフは、プレス対応会場来場者の案内・誘導、プレスの参加登録、プレス参



加者の名簿作成、プレスからの問い合わせ対応、インタビュー要望への対応、管理及

び対応（外国プレスへの対応含む。）、会議終了後のニュースリリース用資料（会議総

括）の作成支援の業務に従事すること。 

(b) 運用・管理スタッフは、プレス対応会場の音響・モニター機材等の運用・管理を行うこ

と。 

     ③ 講演者対応リエゾンは、発注者と水素閣僚会議前日に事前打ち合わせを行い、水素 

閣僚会議当日、会議主催者と講演者の間で、主催者側からの意思伝達及び講演者の 

要望への対応等必要かつ円滑なコミュニケーションを図る役割を担うこと。英会話がで 

きる者（TOEIC700点以上）とすること。 

④ 警備員等 

（a） 警備隊長は、警備隊の指揮系統を行い、通常時は、警備エリアを巡回し、不審者及

び不審物の法規発見に努めること。 

       （ｂ） 警備員は、巡回、短時間の警備対象となる会場（記者会見会場等）、大臣、VIP の導

線確保を行い、導線上の各所に配置、不審者や不審物に警戒すること。また、デモ

隊への対応など、急遽発生する業務に対応すること。 

（ｃ） 入出管理要員は、警備エリアに侵入する全ての関係者の ID 等を確認し、ID 確認を

終えた来場者の手荷物の開披検査を行うこと。 

 

７． 講演者等との連絡・調整等業務 

水素閣僚会議に係る外国政府要人を含む講演者等、招待者について、以下の業務を実施

すること。各業務は英会話ができる者（TOEIC700点以上）が実施すること。 

なお、講演者等の氏名、住所及び連絡先等の情報は発注者が別途提供する。 

① 発注者の指示に基づき、招待状・事務連絡の作成、発送、督促、出欠受領後の対応、

問い合わせ対応をすること。 

② 発注者の指示に基づき、administrative circularの作成、経歴書（以下「CV」という。）フ

ォーマット・写真・登壇概要・プレゼン資料提出要請、受領、督促をすること。 

③ 発注者の指示に基づき、受領した CV フォーマット・写真・登壇概要・プレゼン資料の整

理・編集をすること。 

④ 発注者の指示に基づき、来日に係る必要な手配全般（大使館、経済産業省等と連携の

上、調整）に対応すること。 

⑤ 発注者の指示に基づき、各国閣僚のケア（ロジ調整等）を行うこと。 

 

８． その他付帯業務 

その他１．から７．に付帯する業務を行うこと。 

 

Ⅴ． 受注者の要件 



受注者は、以下の要件を満たしていること。 

 過去３年間に、官公庁又は民間事業者において同規模以上の国際会議の請負を行った実績

があること。 

 

Ⅵ． 報告書の作成 

受注者は、水素閣僚会議終了後、報告書を作成し、平成 30 年 11 月 6 日（火）までに発注

者の事務所に提出すること。内容については別途発注者からの指示に従うこと。報告書の要

件は下表のとおり。 

報告書は、A4 ファイルに綴じた形とし、紙媒体で 1 部作成すること。また、電子データを

DVD-R 等に記録したものも作成すること。個々の電子データの形式は、発注者の指示に従う

こと。来場者から受領した名刺（A4 名刺フォルダ入り）、回収したアンケート用紙を添付するこ

と。 

項番 名称 

ア 各種マニュアル 

イ 撮影した写真（撮影した全てのデータから、一部を抜粋すること） 

ウ アンケートの集計・分析結果、回収したアンケート用紙 

エ 来場者リスト（来場者のカウント数も示すこと） 

オ 構築した WEB サイトへのアクセス数の推移及び集計結果（最大同時アクセス数も示

すこと） 

カ 来場者から受領した名刺（A4名刺フォルダ入り） 

キ 次回会議への企画運営等に関する提案 

 

Ⅶ． 納入物 

項番 名称 掲載場所 場所 日付 

ア ロゴ案及びロゴマニュ

アル 

Ⅳ．の１． 発注者の事務所 平成 30年 7月 19日 

イ 吊り下げ式ネームホル

ダー 

Ⅳ ．の ２ ． の

（１）のミ 

展示会会場 平成 30年 10月 22日 

ウ 運営マニュアル Ⅳ ．の ３ ． の

（３） 

発注者の事務所 平成 30年 10月 15日 

エ 司会進行台本 Ⅳ ．の ３ ． の

（４） 

展示会会場 平成 30年 10月 22日 

オ 看板等 Ⅳ ．の ３ ． の

（６） 

展示会会場 平成 30年 10月 22日 

カ アンケート用紙 Ⅳ ．の ３ ． の

（７） 

展示会会場 平成 30年 10月 22日 



キ 参加者 ID Ⅳ ．の ３ ． の

（８） 

展示会会場 平成 30年 10月 22日 

ク 電子データ Ⅳ ．の ３ ． の

（１）から（８） 

発注者の事務所 平成 30年 10月 18日 

ケ WEB ページ（事前登録

用及び講演資料配布

用）の仕様を満たしたこ

とを示すエビデンス 

Ⅳ ．の ４ ． の

（３）の ⑫ 

発注者の事務所 平成 30年 7月 20日 

コ 写真及び動画 Ⅳ ．の ６ ． の

（２）の①の（ｌ） 

発注者の事務所 平成 30年 11月 6日 

サ 報告者 Ⅵ 発注者の事務所 平成 30年 11月 6日 

 ※イ及びエからキの項の日付は納入期日、その他の項の日付は納入期限。納入期日にお

ける納入時間については発注者が別途指示する。 

 

Ⅷ． 業務完了の通知 

    受注者は、全ての業務が完了した時は、完了報告を履行期限までに書面により発注者に通

知すること。 

 

Ⅸ． 守秘義務等 

本業務の遂行に際し、発注者が保有している秘密情報を受注者に提供するにあたって別途、

秘密情報の取扱いについて覚書を締結する。 

 

Ⅹ． その他 

１． 会場借り上げ費、各種作成費、電気工事費、電気料金、水道料金、インターネット回線費、

運搬費、輸送費、設営費・人件費、廃棄物処理費、保険料金、原状回復費等の諸経費全て

を負担すること。 

２． 本業務で作成した作成物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含

む。）、所有権等は発注者に帰属するものとし、発注者は著作物及びこれに類するものにつ

いて、著作者人格権を行使しないものとする。作成物に第三者が権利を有する既存著作物

が含まれる場合は、受注者は当該既存著作物の使用に必要な費用負担及び仕様許諾契約      

等に係る一切の手続きを行い、当該既存著作物の内容について発注者の了承を得ること。 

３． 発注者のロゴの使用に際しては、「NEDO デザインマニュアル」で規定する Adobe 

Illustrator 形式の電子データを使用すること。 

４．  仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決する

こと。 

 


