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平成 31年度九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会 

容器包装発生抑制事業に係る啓発キャンペーン実施業務企画提案仕様書 

 

 

 本仕様書は、九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会（以下「委託者」という。）及び受託者が締

結する契約「平成 31年度九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会容器包装発生抑制事業に係る啓発キャ

ンペーン実施業務」に関する事項について定める。 

 

１ 目的 

  本事業は、委託者の取組である「容器包装ダイエット宣言」について、取組に参加する事業者（以下

「宣言事業者」という。）とともに域内住民等に対し、広く周知することで容器包装の発生抑制を推進す

ることを目的とする。 

 

２ 事業の対象 

  宣言事業者及び域内住民等 

  ※連携する宣言事業者（予定） 

・製造部門 約 30社 

・小売部門 約 15社 

 

３ 契約期間 

   契約締結日から令和２年 1月 31日(金)まで 

 

４ 事業概要 

  「容器包装ダイエット宣言」の普及啓発を図るため、宣言事業者と連携し、主に以下の事業を実施す

る。メインターゲットについては、イベントに応じて効果的な形で設定すること。また、ＳＮＳ等を有

効に活用した PR活動を実施する。 

(1) エコプロ 2019におけるＰＲ活動 

   実施内容：キャンペーンの内容や九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会の取組を世間に大き 

くＰＲするため、より集客が望める企画を実施する。 

 実施日程：令和元年 12月 5日(木)から 7日(土)まで 

   実施場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）  

※ 昨年度は、商業施設において PR 活動を行い、九都県市マスコットキャラクター８体を集合させ

たほか、来店者参加型の催しやクイズ大会等を実施した。 

※ 会場におけるブース設営及び撤去についても、受託者が行うこと。ただし、ブースの出展費用

320,000円（税別）×３小間=960,000円（税別）については予算に含まない。 

 

(2) プレゼントキャンペーンの実施 

実施内容：応募はがき付きリーフレット及びキャンペーン応募Ｗｅｂサイトから応募した方を
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対象に、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施する。応募はがき付きリー

フレット及びキャンペーン応募Ｗｅｂサイトには、宣言事業者の容器包装発生抑制

に係る取組事例等を掲載し、域内住民の意識向上を図る。 

実施期間：令和元年 10月 1日(火)から令和元年 12月 7日(土)まで 

    周知方法：① 応募はがき付きリーフレットの小売店等への配架 

② キャンペーン応募Ｗｅｂサイトの制作 

       ③ 環境関連イベント・エコプロ 2019でのＰＲ 

  

(3) 通年利用できるポスターの作成・配布 

実施内容：容器包装ダイエット宣言の認知度向上及び容器包装削減の普及啓発に向け、通年利

用できるポスターを作成し、指定場所へ配布する。 

配布期限：令和元年 10月３日（木） 

配布場所：① 宣言事業者の希望する各店舗・部署 

② 委託者の指示する九都県市域内公共施設 

   

５ 業務内容 

上記の内容を十分に踏まえ、委託者の指示に基づき、以下の業務を行う。なお、リーフレット等の啓

発物の作成予定数については概数（目安）であり、最終的な数量等については委託者の指示に基づき作

成するものとする。 

 ⑴ ＰＲ活動に関すること 

ア エコプロ 2019におけるＰＲ活動に関すること 

・出展ブースの装飾、バックボード等の設置、撤去、処分（３小間分） 

・周知パネル（各都県市に合わせた容器包装削減状況のグラフ等が記載されているもの、昨年度 

事業結果がわかるものなど）、紹介ブース、のぼり等の設置を行う。また、事業の目的に沿った、

来場者参加型の簡易なワークショップを提案・実施する。（２小間分） 

・管理運営に必要なスタッフの確保、配置（２小間分） 

・モニターやパンフレット等を置ける台の設置（１小間分） 

※ スタッフは、ノベルティ及びリーフレット等の配布及び声掛けを行う。声掛けを行う際は、極力

来場者とコミュニケーションを取り、事業への理解を得られるよう努めること。 

※ 景品を用意する場合は、景品の購入（企画内容による） 

※ 来場者には小中学生も含まれるので、その点を考慮したブース内容にすること。 

※ 紹介ブースには、容器包装発生抑制効果等が体感できる展示物を制作・配置すること。 

※ 音源内容：本事業の取組内容のアナウンス、動画上映等 

※ 委託者も現場立会及び補助（アシスタント・ノベルティ配布・声掛け等）のため参画する。 

※ なお、１小間分の展示物（パネル、モニター、リーフレット）、等については、委託者が用意す 

ることとする。 

※ イベントの運営の際には、別紙１「東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様」に準ずる

こと。 
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イ ノベルティの作成に関すること 

   ・エコプロ 2019及び各都県市で開催する環境関連イベントへの来場者に配布するノベルティを 

作成し、各都県市の指定する場所へ配送する。 

作成予定数：7,200個（エコプロ 2019   1,600個 その他イベント 8県市分×700個） 

配布期限 ：令和元年 10月３日（木） 

※ なお、ノベルティの作成予定数は概数（目安）であり、最終的な数量等については、予

算の範囲内で委託者の指示に基づき作成するものとする。 

※ ノベルティは、本事業の目的に沿ったものとすること。 

※ ノベルティの調達をする際には、別紙１「東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮

仕様」に準ずること。 

 

   ウ 企画提案によるＰＲ活動に係るトータルデザイン及び必要なグッズの作成 

    内容は受託者の提案に基づき、委託者受託者協議の上決定する。 

    

⑵ 「プレゼントキャンペーンの実施」に関すること 

ア プレゼントキャンペーン応募はがき付きリーフレットの作成・配布 

作成予定部数：100,000部 

   仕様  ・カラー両面刷りＡ５判 10ページ程度 

    ・九都県市のマスコットキャラクターを使用する等、域内住民等の興味をひくデザインと

する。 

・各宣言事業者の取組を紹介する内容とし、応募はがき（料金発信者払い）付きとする。

なお、応募はがきの裏面にはアンケート等を掲載する。 

・キャンペーン応募Ｗｅｂサイトに導く工夫を施す（２次元コード等）。 

・印刷用原稿等目的に合わせ利用できる状態まで完成させた電子データを、ＤＶＤ－ＲＯ

Ｍ等メディアに記録して納品すること。 

配布先 ① 宣言事業者の希望する各店舗・部署  

② 委託者の指示する九都県市域内公共施設 

※ 昨年度実績：約 230か所 

※ 「⑶「通年利用できるポスターの作成・配布」に関すること」に記載するポスタ 

ーと一括して送付すること。 

※ 資材の節減のため、可能な限り簡易な梱包で送付すること。 

   配布期限 ：令和元年 10月３日（木） 

         ※ 詳細は委託者受託者協議の上決定する。 

 

  イ プレゼントキャンペーン応募Ｗｅｂサイトの作成・広報 

キャンペーン応募Ｗｅｂサイトの作成・広報にあたっては、特にスマートフォンからの応募数拡

大を狙い、デザインや仕様を設定するとともに、効果的な周知が望めるようなサイトからリンクさ

れるよう配慮するなど、より一層の工夫を施すこと。また、容器包装ダイエット宣言Ｗｅｂサイト
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へのリンクを挿入するなど、通年事業の広報にも努めること。 

なお、Ｗｅｂサイトの製作にあたっては、委託者がＷｅｂサイトの保守業務を委託している事業

者に形式や注意事項等を予め確認し、よく調整したうえで取り掛かること。 

※ H30キャンペーン応募サイト（https://www.diet-youki.jp/diet_campaign2018/） 

  容器包装ダイエット宣言Ｗｅｂサイト（https://www.diet-youki.jp） 

※ 委託者が運営するＷｅｂサイトの仕様に合わせ、それぞれのページやサイト内の回遊性を高め

ること。いずれも、アクセシビリティ基準（JIS X 8341-3:2010の達成等級 AA）に準拠すること。 

※ ＤＶＤ－ＲＯＭ等メディアに記録して納品すること。 

 

     また、Ｗｅｂサイトには下記のコンテンツを含むこととし、応募数増加を狙い効果的な広報を行

うこと。 

   ・プレゼントキャンペーンの告知 

・キャンペーン応募フォーム（応募者アンケートを含む） 

・宣言事業者の取組内容紹介 

・容器包装ダイエット宣言 

・各宣言事業者の宣言ページへのリンク 

   ・プレゼントキャンペーン用のバナー作成 

   ・「Googleアナリティクス」等のアクセス解析ツール設置 

    ※保守業務受託事業者と事前に調整すること。 

 

ウ アンケートの集計、分析、結果報告 

 「⑸ 事業報告書の作成」に記載する事業報告書の作成とあわせて、アンケートの集計、分析を

行う。特に、自由意見欄に記載された内容については、委託者及び宣言事業者の今後の参考資料と

して汎用的に取り扱えるように、意見の集約、結果の分析（意見のジャンル分けなど）を綿密に行

った上で簡素な資料となるように作成すること。なお、アンケート全体の結果についても別添とし

て付すこと。 

 

エ プレゼントキャンペーンに係るプレゼント品の管理・発送等 

 ・委託者提供分のプレゼントの購入及び管理 

  ※ プレゼントは可能な限り本事業の目的に沿ったものにすること。 

 ※ 平成 30年度実績：「ポータブル生ごみ処理機 パリパリキューブライト」３名様分 

・宣言事業者（製造部門）から提供されるプレゼント(15種程度×10セット)の引受け及び管理 

   ・当選者の選定及びプレゼントの送付 

 

 ⑶ 「通年利用できるポスターの作成・配布」に関すること 

ア ポスターの作成 

 作成予定数 ① 縦Ａ２判（作成予定数 1,500部） 

② 縦Ａ３判（作成予定数 1,500 部） 
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仕様 ・カラー片面刷り 

   ・各都県市のマスコットキャラクターを使用する等、域内住民等の興味をひくデザインと 

する。 

・容器包装ダイエット宣言Ｗｅｂサイトに導く工夫を施す（２次元コード等）。 

      ・容器包装ダイエット宣言ロゴを掲載する。 

      ・宣言事業者の企業ロゴ（使用許可確認は委託者が行う）を掲載する。 

・簡易な梱包で送付できるよう、一部ずつ四つ折りまたは八つ折りの状態にすること。 

・印刷用原稿等目的に合わせ利用できる状態まで完成させた電子データを、ＤＶＤ－ＲＯ

Ｍ等メディアに記録して納品すること。 

 

配布先 ① 宣言事業者の希望する各店舗・部署 

② 委託者の指示する九都県市域内公共施設 

※ 平成 30年度実績：約 230か所 

※ 応募はがき付きリーフレットと一括して送付すること。 

※ 資材の節減のため、可能な限り簡易な梱包で送付すること。 

      配布期限 ：令和元年 10月３日（木） 

※ 詳細は委託者受託者協議の上決定する。 

  

⑷ その他、各種広報活動に関すること 

イベントに応じて効果的で訴求力の高い広報手段を企画提案し実施すること。ＳＮＳ等も有効に活用

した PR活動を実施する。 

※ 詳細は委託者と受託者協議の上決定する。 

        

⑸ 事業報告書の作成 

事業終了後、本事業の実施結果に係るデータを収集分析の上報告書に取りまとめ、下記のとおり紙媒

体及び電子媒体にて、契約完了日までに委託者及び委託者の指定する宣言事業者宛に送付すること。 

  ア 事業報告書 Ａ４判 約 55部(目安) 

イ プレゼントキャンペーンアンケート結果報告書(全体の結果) Ａ４判 約 55部(目安) 

ウ プレゼントキャンペーンアンケート結果報告書(意見のジャンル分け・結果の分析等を行ったも

の) Ａ４判 約 55部(目安) 

  エ 上記「ア～ウ」の電子媒体記録物 １セット 

  オ その他関係資料 １式 

 

６ 留意事項 

⑴ 契約締結後、速やかに作業計画書を委託者に提出すること。 

⑵ 円滑に本事業を進めるため、委託者を始め連携する事業者と随時連絡をとり、事業内容について

十分な調整を図ること。 

⑶ 業務内容及び業務の進め方については事前に委託者と協議すること。 



 

 

 

6 

 

また、業務の進行状況等について、委託者に随時報告するとともに、指示を受けること。 

⑷ 委託者から依頼があった時は、委託者が設置する部会等に参加し、進捗状況の報告等を行うこと。 

また、会議出席者の質問等に適宜回答すること。 

⑸ 業務内容は第三者に漏えいしてはならない。 

⑹ Ｗｅｂサイト、啓発ツールのデザイン、標語等の権利は委託者に譲渡すること。 

⑺ 本委託業務の実施に当たり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の

費用をもって処理する。 

⑻ 印刷の各工程においては、別紙表１－１「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各

工程における環境配慮項目及び基準」に示された環境配慮のための措置を講じること。また、納品

時に次の書類を提出すること。 

・別紙表１－２「資材確認票（兼 資材使用証明書）」 

・別紙表１－３「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明 

書」 

(9) この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、別紙２「個人情報及び機密情報に係る

標準特記仕様書」に定める事項に従って契約を履行するとともに、業務着手前に委託者により提示

される別紙３「個人情報の取扱いに関する確認票」に基づき、個人情報の取扱いに関する遵守事項

の確認を行うこと。 

 

７ 連絡体制等 

  受託者は、本委託業務の契約後遅滞なく、緊急時の連絡体制及び役割分担を定め、委託者へ報告する

こと。また、問題が発生したときは、速やかに内容及び対応経過を委託者へ報告すること。 

 

８  事業担当 

九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会事務局 

（東京都環境局資源循環推進部計画課） 

〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 

電 話：03-5388-3593 

ＦＡＸ:03-5388-1381 

E-mail: S0000635@section.metro.tokyo.jp   

 



 東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様 

（ファイル） 

金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること。

また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当 

たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされ 

たものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発 

生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。 

１ 東京都グリーン購入ガイド（2019年度版）３．文具・事務用品における文具類共通の【水 

準１】を満たすこと。 

２ クリアホルダーにあっては、上記１の要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラス 

チックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 

（用紙（冊子の表紙及び色上質紙を除く。）） 

１ 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続  

可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を 

総合的に評価した総合評価値が８０以上であること。 

２ バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木 

の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも 

のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資 

源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

３ 製品の総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値）が容 

易に確認できること。 

（印刷インキ類） 

１．オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。 

ア.①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は②のインキを使用すること。①ノン

VOC インキ（石油系溶剤を使用しないインキ）又はリサイクル対応型 UV インキ ② 植物由

来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が１％未満の溶剤のみを用いるインキ 

イ.インキの化学安全性が確認されていること。 

ウ.①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを使用

しています。」と表示するか、マークを表示すること。 

２．デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。 

ア 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係

る水準１（本ガイドの P１３.品名「トナーカートリッジ」参照）を満たすトナーが使用

されていること。 

イ 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はイ 

ンクの化学安全性が確認されていること。 

（リサイクル適性） 

１．紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料（古紙リサイクル適性ランクＢ、Ｃ及びＤラ

ンクの材料）が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使

用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 

2．印刷物へリサイクル適性を表示すること。 

別紙１ 



（イベントの運営） 

1. ワンウェイプラスチック製品の使用を削減すること。なお、プラスチックを使用する場合の考

え方は次のとおりとする。ただし、イベントの運営や利用者の飲食に支障を来す場合など、や

むを得ない場合は、この限りではない。  

(１) リユース（飲食提供時の食器など）  

(２) 再生プラチック又はバイオマスプラスチックへの転換 

なお、(２)の場合の考え方は次のとおりとする。  

ア, グリーン購入ガイドに定める物品を調達する場合は、該当品名の水準１を満たしている物

品を使用すること。  

イ, グリーン購入ガイドに定めのない物品を調達する場合は、再生プラスチックがプラスチッ

ク重量の 40％以上使用されていること。 

2. プラスチック製品以外のものを調達する場合の考え方は次のとおりとする。  

(１) グリーン購入ガイドに定める物品を調達する場合は、該当品名の水準１を満たしている物

品を使用すること。 

(２) グリーン購入ガイドに定めのない物品を調達する場合は、主要材料 が、木質の場合はア、

紙の場合はイの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はア、

紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はイbの要件をそれぞれ満たす

こと。  

ア, 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木 

は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして 

手続が適切になされたものであること。  

イ, 次の要件を満たすこと。   

a, 紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。  

b, 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に

当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が

適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及

び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造され

たバージンパルプには適用しない。 

3. イベントにおいて使用された物品については、可能な限り、リユースを行うこと。 

4. イベントにおいて使用された物品の再生利用のためのシステムがあること及び、会場におけ 

る分別の徹底などの取組が行われていること。 

5. 容器包装の過剰な使用を抑制するための取組又は来場者による容器包装廃棄物の排出を抑 

制するための取組が行われていること。 

6. イベント等の終了後、1.～5.を達成したことが確認できるもの（現物や写真等）を提出する 

こと。 

7. 飲食を提供する場合に、提供する飲食物の量の調整や、食べ切り推奨の啓発などにより、食 

品ロスを削減する取組が行われていること。 

 

（ノベルティ等提供物の調達） 

1. ワンウェイプラスチック製品の使用を削減すること。なおプラスチックを使用する場合は、 

再生プラチック又はバイオマスプラスチックを使用すること。ただし、提供物の強度や耐 



久性、安全性などに支障を来す場合など、やむを得ない場合は、この限りではない。なお、 

再生プラスチック素材を使用する場合の考え方は次のとおりとする。  

(１) グリーン購入ガイドに定める物品を調達する場合は、該当品名の水準１を満たしている 

物品を調達すること。  

(２) グリーン購入ガイドに定めのない物品を調達する場合は、再生プラスチックがプラスチ 

ック重量の 40％以上使用されていること。 

2. プラスチック製品以外のものを調達する場合の考え方は次のとおりとする。  

(１) グリーン購入ガイドに定める物品を調達する場合は、該当品名の水準１を満たしている物 

品を調達すること。 

(２) グリーン購入ガイドに定めのない物品を調達する場合は、主要材料が、木質の場合はア、 

紙の場合はイの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はア、 

紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はイ bの要件をそれぞれ満た 

すこと。  

ア, 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木 

は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らし 

て手続が適切になされたものであること。  

イ, 次の要件を満たすこと。   

a, 紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。  

b,  紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採 

  に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手 

続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ 

及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造され 

たバージンパルプには適用しない。 

3. 容器包装の過剰な使用を抑制すること。 

 

 

 

 



別紙表１－１ オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準 

工程 項 目 基 準 

製版 

デジタル化 工程のデジタル化（DTP化）率が 50%以上であること。 

廃液及び製版フィルム

からの銀回収 

製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルム

から銀の回収を行っていること。 

刷版 
印刷版の再使用又はリ

サイクル 

印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行って

いること。 

印 

 

刷 

オ

フ

セ

ッ

ト 

VOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。 

・水なし印刷システムを導入していること。 

・湿し水循環システムを導入していること。 

・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入しているこ

と。 

・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環

システムを導入していること。 

・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入しているこ

と。 

・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC の発生抑制

策を講じていること。 

輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を

設置し、適切に運転管理していること。 

製紙原料へのリサイク

ル 

損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリ

サイクル率が 80%以上であること。 

デ

ジ

タ

ル 

印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活

動を行っていること。 

製紙原料等へのリサイ

クル 

損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等への

リサイクル率が 80%以上であること。 

表面 

加工 

VOCの発生抑制 アルコール類を濃度 30%未満で使用していること。 

製紙原料等へのリサイ

クル 

損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）

の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上であること。 

製本 

加工 

騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい

ること。 

製紙原料へのリサイク

ル 

損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイク

ル率が 70%以上であること。 

備考） １ 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用す

るものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者

には適用しない。 

２ 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のい

ずれかを満たせばよいこととする。 

３ 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有

するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 

なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施し

なければならない。 

４ 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル（印刷版に再生するものであって、その品質

が低下しないリサイクルを含む。）は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければな

らない。 

５ オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配

慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機



材認定制度」において認定されたエッチ液（湿し水）及び洗浄剤を参考とすること。 

６ オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をす

る等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程におけ

る「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、

当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみな

す。 

７ デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料への

リサイクル以外のリサイクル（RPFへの加工やエネルギー回収等）を含む。 

 



別紙表１－２ 資材確認票（兼 資材使用証明書） 

 

作成年月日：   年  月  日 

東京都○○局長 殿                

件名：                      

 

資 材 確 認 票（兼 資材使用証明書） 

○○印刷株式会社 印   

 

（  ）本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。（契約時）  

（  ）下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。（納品時） 

 

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

 

用紙 

本文      

表紙      

見返し      

カバー      

      

      

インキ類 

     

     

     

     

加工 

製本加工      

表面加工      

その他加工      

その他 

     

     

     

↓ 

 
注１ インキ類の「資材の種類」欄には、ノンＶＯＣインキ、リサイクル対応型ＵＶインキ、植物油イ

ンキの別を記入してください。 

注２ 「備考」欄には、用紙の総合評価値、バージンパルプの合法性、インキのＮＬ適合等を記入して

ください。 

 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Ａランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

ＡまたはＢランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

ＣまたはＤランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  



別紙表１－３ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書 

 

作成年月日：   年  月  日 

東京都○○局長 殿               

件名                       

 

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書 

 

○○印刷株式会社   印   

 

 下記のとおり、各工程において環境に配慮して印刷物を製作したことを証明します。 

 また、印刷工程を外部発注した場合において、外注先が基準を遵守したことを証明します。 

 

工程 

( 該 当 に

○) 

実現 基準（要求内容） 

製版 

はい／いいえ ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 

Ａ 工程のデジタル化（DTP 化）率が 50%以上である。 

Ｂ 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから

銀の回収を行っている。 

刷版 はい／いいえ ②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。 

印 

刷 

オ
フ
セ
ッ
ト 

はい／いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入して

いる、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入して

いる、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮

した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい

る等の VOCの発生抑制策を講じている。 

はい／いいえ 

／該当せず 

④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置

し、適切に運転管理している。 

はい／いいえ ⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイク

ル率が 80%以上である。 

デ
ジ
タ
ル 

はい／いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行

っている。 

はい／いいえ ⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリサイ

クル率が 80%以上である。 

表面 

加工 

はい／いいえ ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 

はい／いいえ ⑨損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の製紙

原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 

製本 

加工 

はい／いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 

はい／いいえ ⑪損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル率が

70%以上である。 
 

備考） 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うこ

とができる。なお、（一社）日本印刷産業連合会によるグリーンプリンティング認定制度による認定を受け

た工場で印刷された場合には、認定証の写しの提出をもって表３の提出に代えることができる。 
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個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書 

 

委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書に定めのない事項について、この特記仕様書

に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

 

１ 個人情報等の定義 

(1) この特記仕様書において「個人情報」とは、委託者からの貸与品（委託者がこの契

約の履行のために貸与する原票、資料等をいう。以下同じ。）及び契約目的物（この契

約の仕様書等で指定する納入物をいう。以下同じ。）に記載された情報その他この契約

の履行に関して知り得た情報であって、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２

年東京都条例第 113号）第２条第２項に規定する個人情報に該当するものをいう。 

(2) この特記仕様書において「機密情報」とは、委託者からの貸与品及び契約目的物に

記載された情報その他この契約の履行に関して知り得た情報であって、次のアからウ

までに掲げる情報を除いたものをいう。 

ア 受託者が知り得た時点で公知であった情報 

イ 受託者が知り得た時点の後に受託者の責めによらないで公知となった情報 

ウ 委託者と受託者とで機密を要する情報としないことについて事前の合意がある情

報 

 

２ 業務の推進体制 

(1) 受託者は、この契約の締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、

当該業務に関する責任者、３(6)に掲げる管理責任者、作業体制、連絡体制及び作業場

所並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約について、書面により、委

託者に提出するものとする。 

(2) 受託者は、(1)により提出した事項に変更が生じた場合、速やかに当該変更の内容を

書面により委託者に提出するものとする。 

 

３ 受託者の責務 

(1) 受託者は、個人情報及び機密情報（以下「個人情報等」という。）を第三者に漏らし

てはならない。この契約の履行完了後も同様とする。 

(2) 受託者は、個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

(3) 受託者は、委託者からの貸与品のうち個人情報等が含まれるもの及び当該個人情報

等（以下「個人情報等を含む貸与品等」という。）を、委託者の承諾なくして複写及び

複製をしてはならない。また、受託者は、契約履行完了後、又は委託者が請求したと

きは個人情報等を含む貸与品等を速やかに返還しなければならない。 

(4) 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等（複

写及び複製をしたものを含む。）について、２(1)により委託者に提出した作業場所以外

の場所へ持ち出してはならない。 

(5) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体（情報を記録した紙、電磁的記録媒体等の一
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切の有形物をいう。以下同じ。）について、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理

の可能な保管室に格納する等適正に管理するものとする。 

(6) 受託者は、(5)の個人情報等に係る記録媒体の管理に当たっては、管理責任者を定め

るとともに、台帳等を設け個人情報等の管理状況を記録するものとする。 

(7) 受託者は、委託者から要求があった場合又はこの契約の履行完了時には、(6)の管理

状況の記録を委託者に提出し、その内容を報告するものとする。 

(8) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体の運搬に当たっては、当該記録媒体の盗難及

び紛失、個人情報等の漏えい等の事故（以下「事故」という。）を防ぐため十分な対策

を講じるものとする。 

(9) 受託者は、委託業務に係る情報の記録媒体について、この契約の履行完了後に当該

記録媒体に含まれる委託業務に係る情報を全て消去し又は当該記録媒体を廃棄するも

のとする。この場合において、委託業務に係る情報のうち個人情報等については、あ

らかじめ消去又は廃棄すべき情報項目、数量、方法、予定日等を書面により委託者に

申し出て、委託者の承諾を得た上で消去又は廃棄を行うとともに、結果について報告

するものとする。 

(10) 受託者は、事故を発生させたときには、盗難に遭い、又は紛失した記録媒体に記録

され、又は漏えいした個人情報等の項目、内容及び数量、事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従う

ものとする。 

 (11) 受託者は、事故が発生した場合は、二次被害の防止、類似の事故の発生回避等の観

点から、委託者に可能な限り情報を提供するものとする。 

(12) 受託者は、委託業務に従事する者全員に対し、契約の履行に関する遵守事項につい

て十分に説明して周知徹底を図るとともに、個人情報等の取扱いについて必要な教育

及び研修を実施するものとする。この場合において、この契約の締結後直ちに当該教

育及び研修の計画を、並びにその実施後速やかにその実施状況を、それぞれ書面によ

り委託者に提出するものとする。   

(13) 受託者は、業務完了時にこの特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。 

(14) 受託者は、東京都個人情報の保護に関する条例を遵守し、委託業務に係る個人情報

を適切に扱うこととする。 

 

４ 再委託の取扱い 

  再委託は原則禁止とする。ただし、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う業

者（以下「再委託先」という。）の名称、再委託の内容及び事業執行場所を委託者に通知

し承諾を得た上で、再委託先にもこの特記仕様書に定める受託者の責務と同様の責務を

課し、遵守させるものとする。 

 

５ 実地調査及び指示等 

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者

の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。 
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(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の

実施に係る指示があった場合には、当該要求又は指示に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)の規定による調査及び指示を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 

６ 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

(1) 受託者又は再委託先が、２から５までに定める義務に違反した場合又は当該義務を怠

った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 

(2) (1)に規定する義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合に

は、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償

額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

７ その他 

(1) 受託者が事故を発生させた場合、委託者は、必要に応じて、受託者の名称を含む当該

事故の内容を公表することができるものとする。 

(2) 受託者は、この特記仕様書の解釈その他個人情報等の取扱いについて疑義を生じた場

合は、その都度委託者に確認し、委託業務を行うものとする。 

 

 

 



個人情報の取扱いに関する確認票 

契約件名：  

契約番号：  

 

番号 項目 委託者 受託者 

１ 
本業務の履行に関して取得する個人情報（以下「個人情報」という。）

を委託者の許可なく、複写・複製しない。  
 

２ 
委託者の許可を得た上で個人情報の複写・複製をする場合は、それ

らの保管や持ち出し等について原本と同様の取扱いをする。 
  

３ 個人情報を委託者の許可なく、持ち出し・送信しない。 
 

 

４ 
委託者の許可を得た上で個人情報の持ち出しをする場合は、常に肌

身離さず携帯し、移動途中は業務に必要のない行動はしない。 
  

５ 
個人情報の保管方法について、次の①から③までのほか、具体的な

ルールを明確化する。  
 

 
①  個人情報の保管場所を定め、定められた場所以外には保管しない。 

 
 

 
②  

個人情報は必ずセキュリティ上の対策（電子データは暗号化・パス

ワードの設定を行う、紙媒体はファイリングを行う等）を施す。  
 

 
③  

離席時に個人情報を机上・パソコン画面上等で閲覧できる状態のま

ま放置しない。  
 

６ 
個人情報を閲覧するための権限（ID・パスワード等）は、都に示し

た者以外に付与しない。 
  

７ 

複数の宛先に一斉に電子メールを送信する際は、原則 BCCとする。 

（宛先となる関係者相互で既に共有されているアドレスに送信す

る場合を除く。） 

  

８ 
電子メール・FAX・郵便物を発送する際は、宛先や内容に誤りがな

いか複数回確認する。  
 

９ 

個人情報流出事故が発生した時には、当該事故を知った時点で、速

やかに委託者に第一報を入れるとともに、以後の状況を適時報告す

る。 
 

 

１０ １から９までの事項について、業務従事者全員に周知・徹底する。   

平成   年   月   日   

確認者  

 委託者：東京都環境局 資源循環推進部 計画課                                           印  

 受託者：  印  

 

課長 課長代理 

  

※受託者側の確認者は、本委託業務の責任者（委託事業に直接従事しその他従事者を取りまとめる者） 

東京都確認欄 
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