
 

令和２年度「福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤

去実証に係るもの）」に係る企画競争募集要領 

 

令和３年１月２０日 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

 

経済産業省資源エネルギー庁では、令和２年度「福島沖での浮体式洋上風力発電システム

の実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係るもの）」を実施する委託先を、以下の要

領で広く募集します。なお、これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和３年１月

８日（金）より運用を開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の

内容を承知の上で応募してください。 

 

１．事業の目的 

東日本大震災からの福島県浜通りの地域経済の復興のため、国・県・地元市町村は一体

となって「福島イノベーション・コースト構想」の実現を目指しています。この構想の中

で、新たなエネルギー関連産業の創出として、福島沖の浮体式洋上風力発電の実証研究と

その事業化による風力発電関連産業の集積が期待されています。 

経済産業省資源エネルギー庁では、平成２３年度から委託事業（福島沖での浮体式洋上

風力発電システム実証研究事業）として、複数の風車と浮体式洋上変電所を順次設置し、

世界初の複数基による浮体式洋上風力発電システムの本格的な実証を行い、安全性・信頼

性・経済性を検証してきました。 

平成３０年６月に委託先である福島洋上風力コンソーシアムにより、これまでに得ら

れた成果を客観的に総括する専門家による総括委員会が設置され、同委員会により本事

業の評価や今後の論点を整理した「平成３０年度福島沖での浮体式洋上風力発電システ

ム実証研究事業総括委員会報告書（平成３０年８月総括委員会）」（以下「総括委員会報

告書」という。）が取りまとめられ、平成３０年８月下旬に公表されました。 

また、総括委員会報告書を踏まえ、平成３１年度福島沖での浮体式洋上風力発電シス

テムの実証研究事業（撤去工法の検討等に係るもの）では、浮体式風車等に関する実現

性のある低コストかつ安全性が考慮された撤去工法の検討等を行いました。 

本事業では、撤去工法の検討等の結果も踏まえ、２ＭＷ風車・浮体、５ＭＷ風車・浮

体、洋上変電所・浮体、附帯設備等の撤去実証を行うことを目的とします。 

 

２．事業内容 

表１に示す経済産業省資源エネルギー庁の財産内容等、表２に示す設置海域等において、

平成３１年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（撤去工法の検討等

に係るもの）で整理した課題や検討された複数の工法案（別紙１－１～別紙３－２）も踏

まえ、詳細に検討した低コストかつ安全性が考慮された撤去工法を計画・提案し、次の（１）

及び（２）の業務を行う。 

 

 



 

（１）浮体式洋上風力発電設備等（表１）の撤去・処分に係る準備 

令和２年度において、上記の詳細に検討した低コストかつ安全性が考慮された撤去工法

について、浮体式洋上風力発電設備等（表１）の設置海域等からの撤去・処分に先立ち必

要となる準備を実施する。撤去・処分の準備を構成する主たる内容は次のとおりで、実施

した手順等について公表を前提に取りまとめる。 

このとき、令和２年度において運転等実証事業を受託している表３に掲げる事業者と必

要に応じて連携すること。 

ア 法令等に基づく諸手続き 

イ 関係機関、漁業関係者、水域利用者等との調整 

ウ 港湾や作業船等の手配 

 

（２）浮体式洋上風力発電設備等（表１）の撤去・処分 

令和３年度において、低コストかつ安全性が考慮された撤去実証となるよう、令和２年

度に実施した上記（１）の準備に基づき、浮体式洋上風力発電設備等（表１）の設置海域

等からの撤去・処分を実施する。実施する主たる内容は次のとおりで、実施した手順等に

ついて公表を前提に取りまとめる。 

撤去までの間の浮体式洋上風力発電設備等の管理や報告書の作成等にあたっては、令和

２年度において運転等実証事業を受託している表３に掲げる事業者など、新エネルギー課

の指示する事業者（例：福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業に関する

事業の実施者）と連携すること。 

 

ア 撤去作業や曳航等の安全確保や確実な撤去の実行を確保するための航行安全委員

会の開催及びその運営業務等 

イ ２ＭＷ風車・浮体、５ＭＷ風車・浮体、洋上変電所・浮体の撤去（曳航）・処分 

ウ 各浮体に係る係留チェーン・係留アンカー 

エ 各浮体に係る送電ケーブル及び洋上変電所・浮体から陸上変電・送電設備までの

送電ケーブルの撤去・処分 

オ 陸上変電・送電設備の撤去・処分 

カ 係留チェーン・係留アンカー撤去後の海底面の確認調査 

キ イからオまでに掲げる設備について撤去までの間の管理 

ク 撤去実証に関する調査報告書の作成 

（実証成果の取りまとめ、令和元年度に実施した撤去工法の検討等の結果との相

違、今後のウィンドファーム撤去を想定した課題の洗い出し等） 

 

表１ 経済産業省資源エネルギー庁の財産内容等及び製造者・担当等 

財産内容等 製造者・担当等 

①浮体式洋上風力発電設備（２ＭＷ） 

 

２ＭＷダウンウィンド型・ギア式風

車 
株式会社日立製作所 

（コンパクト）セミサブ浮体 

（アンカー及びチェーン数：６式） 

三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社（以下外注先に対す

る外注業務を含む） 

曳航・洋上設置等工事 

航行安全委員会 

外注先：清水・新日鉄住金エンジ特定建設共同企業体 

委員会運営は丸紅株式会社 

②浮体式洋上風力発電設備（５ＭＷ） 

 
５ＭＷダウンウィンド型・ギア式風

車 
株式会社日立製作所 



 

アドバンストスパー浮体 

（アンカー及びチェーン数：６式） 

ジャパン マリンユナイテッド株式会社（以

下外注先に対する外注業務を含む） 

曳航・洋上設置等工事 外注先：株式会社吉田組 

③浮体式洋上変電設備（洋上変電所） 

 

洋上変電所 株式会社日立製作所 

アドバンストスパー浮体 

（アンカー及びチェーン数：４式） 

ジャパン マリンユナイテッド株式会社（以

下外注先に対する外注業務を含む） 

曳航・洋上設置等工事 

航行安全委員会 

外注先：株式会社吉田組、東亜建設工業株式

会社 

委員会運営は丸紅株式会社 

（参考）係留関係（上記のアンカー及びチェーンの製造者等の情報） 

 
アンカー 

上記は Vryhof 製を同社より調達。ただし、浮

体式洋上風力発電設備（５ＭＷ）は MOOREAST

製を同社より調達 

チェーン 濱中製鎖工業株式会社製を同社より調達 

④送電ケーブル関係（送電ケーブル） 

 

66kV 及び 22kV 海底ケーブル、66kV

及び 22kV ライザーケーブル、他付随

品等 

古河電気工業株式会社（以下外注先に対する

外注業務を含む） 

洋上での敷設等工事 

航行安全委員会 

外注先：清水・新日鉄住金エンジ特定建設共同企業体 

委員会運営は丸紅株式会社 

⑤陸上変電・送電設備 

 
地上開閉システム、他附随品等 丸紅株式会社、株式会社日立製作所 

陸上送電システム 古河電気工業株式会社 

※財産のイメージ等は、別添１をご参照。 ※Vryhof（ブライホフ、本社はオランダ） 

※MOOREAST（モアイースト、本社はシンガポール） 

 

表２ 表１の財産等を設置している実証海域（離岸距離：福島沖約２０㎞）等 

財産内容 位置等 

浮体式洋上風力発電設備（２ＭＷダウンウィンド型・

ギア式風車搭載（コンパクト）セミサブ浮体） 

北緯 ３７度１８分３８秒、 

東経１４１度１５分４６秒 

浮体式洋上風力発電設備（５ＭＷダウンウィンド型・

ギア式風車搭載アドバンストスパー浮体） 

北緯 ３７度１９分３０秒、 

東経１４１度１５分４８秒 

浮体式洋上変電設備（洋上変電所搭載アドバンスト

スパー浮体） 

北緯 ３７度１８分３９秒、 

東経１４１度１４分２４秒 

陸上変電設備 
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡

字下岩沢１－１５１ 

※実証海域への設置等イメージは、別添２をご参照。 

 



 

表３ 令和２年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業 

内容 委託先 

福島沖での浮体式洋上風力発電システム

の実証研究事業（浮体式洋上風車の運転等

に係るもの）（以下「運転等実証」という。） 

○福島洋上風力コンソーシアム 

丸紅株式会社 

国立大学法人東京大学 

ジャパン マリンユナイテッド株式会社 

三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社 

株式会社日立製作所 

古河電気工業株式会社 

 

（３）情報の提示 

企画提案書の作成等に当たって必要となる以下の情報等を別途提示します。 

別途提示する情報等 所有者 

◆表１①（２ＭＷ）の曳航・洋上設置

等工事に係る「施工要領書関係」及

び「工事完了報告書関係」 

三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社 

（外注先）清水・新日鉄住金エンジ特定建設共同企業体 

【連名】 

◆表１②（５ＭＷ）と表１③（洋上変

電所）の曳航・洋上設置等工事に係

る「施工要領書関係」及び「工事完

了報告書関係」 

◆表１②（５ＭＷ）の「曳航計画書」 

ジャパン マリンユナイテッド株式会社 

（外注先）株式会社吉田組 

（外注先）東亜建設工業株式会社 

  【連名】 

◆表１④送電ケーブル関係（送電ケー

ブル）の敷設等工事に係る「施工要

領書関係」及び「工事完了報告書関

係」 

古河電気工業株式会社 

（外注先）清水・新日鉄住金エンジ特定建設共同企業体 

【連名】 

◆表１①（２ＭＷ）、表１③（洋上変電

所）及び表１④送電ケーブル関係

（送電ケーブル）の「航行安全委員

会報告書関係」 

丸紅株式会社 

◆表１③（洋上変電所）に係る「設備

納入時提出資料」 
株式会社日立製作所 

◆表１⑤のうち陸上変電設備に係る

「設備納入時提出資料」ほか 

・丸紅株式会社 

・株式会社日立製作所 

◆表１⑤のうち陸上送電設備に係る

「工事関係資料」ほか 

古河電気工業株式会社 

（外注先）清水・新日鉄住金エンジ特定建設共同企業体 

【連名】 

 



 

情報等の別途の提示に当たっては、以下の手続きが必要になります。 

Ⅰ：本実証事業の申請者は、「１１．問い合わせ先」全ての担当のアドレスに対して、

①所属組織名、②所属（部署名）、③担当氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤E-mail

アドレスを記述等の上、電子メールを送付してください。 

その際、件名（題名）を必ず「【情報等提示依頼】令和２年度福島沖での浮体式洋

上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係るもの）」と

してください。他の件名（題名）では、対応できない場合があります。 

 

Ⅱ：新エネルギー課担当より所有者へ「上記Ⅰ」全ての情報を電子メールにて送付しま

して、所有者は社内手続き等を行います。 

 

Ⅲ：所有者の社内手続き等が終了した後、新エネ課担当より「秘密保持契約書（別添３

を参照。以下同じ。）」第７条（有効期間）第１項の適用開始日を連絡いたします。

（適用開始日より別途提示する情報等を提示することできます。） 

 

Ⅳ：その後、本実証事業の申請者と所有者において、「秘密保持契約書」の取り交わし

（押印手続き）を行います。（お手数ですが、同申請者側にて契約書の製本準備等

をお願いします。所有者（連名契約含む）は、最大３者になりますので、これを加

味した契約書の製本準備等を行っていただくことになります。） 

 

提示方法については、新エネルギー課担当より別途連絡いたします。また、他に情報等

が必要な場合は、新エネルギー課担当へご相談ください。 

 

３．事業実施期間 

・２．（１）浮体式洋上風力発電設備等の撤去・処分に係る準備事業  

委託締結日～令和３年３月３１日 

２．（２）浮体式洋上風力発電設備等の撤去・処分事業 

 令和３年４月１日（予定）～令和４年３月３１日 

・２．（２）浮体式洋上風力発電設備等の撤去・処分事業の実施にあっては、令和３年度予

算に係る事業であることから令和３年度予算の成立や、第三者委員会において進捗状況

等を確認のうえ継続実施が認められる必要があります。 

・そのため、契約は会計年度毎に実施するものとします。 

・予算の状況や撤去実証の進ちょく等を踏まえ、事業内容については変更が生じる可能性

があり得ます。 

 

４．応募資格 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。 

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、幹事法人が企画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 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。また、本事業の遂行及び本

事業の成果の活用に当たって、責任及び役割が明確にされていること。 

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（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該

当しないものであること。 

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 過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者で

はないこと。 

⑦ 採択者の決定後速やかに採択結果（（ア）採択事業者名、（イ）採択金額、（ウ）第三

者委員会審査委員の属性、（エ）第三者委員会による審査結果の概要、（オ）全公募参

加者の名称及び採点結果（公募参加者名と採点結果の対応関係が分からない形で公表

する））を経済産業省ホームページで公表することに同意すること。 

⑧ 本事業の遂行に当たって、福島県や地元市町村等と連携を図れる体制であること。 

⑨ ６．（２）の説明会に参加すること。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

（２）採択件数：１件 

（３）予算規模： 

①上記２．（１）浮体式洋上風力発電設備等（表１）の撤去・処分に係る準備の総額

として１０，０００，０００円（消費税込み）、②上記２．（２）浮体式洋上風力発電

設備等（表１）の撤去・処分の総額として４，６００，０００，０００円（消費税込み）

を上限（予定額を含む）とします。 

なお、最終的な実施内容、契約金額については、経済産業省資源エネルギー庁と調整

した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入： 

事業報告書の電子媒体１部を経済産業省資源エネルギー庁に納入。 

（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なります。 

※事業終了前の支払い（概算払）が認められる場合は制限されていますのでご注意く

ださい。 

（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、

支払額を確定します。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なります。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ります。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ります。 

（７）令和３年度の事業： 

令和３年度の事業については、令和３年度予算の成立以前においては採択予定者の決

定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。また、令和３年度の事業



 

の契約前に第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い、事業継続の必要性等が妥

当と認められた場合に限り締結します。【再掲】 

（８）その他 

事業の進捗状況について、経済産業省資源エネルギー庁の指示を踏まえ、定期的な報

告（月１回以上）を行います。また、必要に応じ、支出状況等の中間検査を実施するた

め、協力する必要があります。 

 

 

６．応募手続き 

（１）募集期間 

募集開始日：令和３年１月２０日（水） 

締 切 日：令和３年２月９日（火）１２時００分必着 

（２）説明会の開催 

開催日時：令和３年１月２５日（月）１０時３０分～１２時００分（１時間半程度） 

説明会は「Skype for Business」を用いて行います。 

説明会への参加者は、「１１．問い合わせ先」の担当全員へ令和３年１月２２日（金）

１２時００分までにメールを送付願います。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「【説明会出席登録】令和２年度福島沖での

浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係るもの）」

とし、本文に「①所属組織名」「②出席者の氏名（ふりがな）」「③所属（部署名）」「④電

話番号」「⑤ＦＡＸ番号」「⑥E-mail アドレス」を明記願います。 

説明会参加に必要な URL はご登録いただいた「⑥E-mail アドレス」にご連絡します。

（事前に接続テストの連絡をさせていただく場合があります。）ただし、回線への負担

を踏まえ、当日の説明会への接続は応募単位毎に３回線まででお願いします。 

なお、「Skype for Business」が利用できない場合は、説明会終了後に概要を共有いた

しますので、上記と同じくご連絡いただくとともに、その旨を明記願います。 

（３）応募書類 

① 以下の書類を一つの封筒等に入れてください。封筒の宛名面には、「令和２年度福島

沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係

るもの）申請書」と記載してください。 

・申請書  （様式１）＜申請書１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜１部＞ 

・申請書（様式１）及び企画提案書（様式２）の電子媒体（ＰＤＦファイル等）

を保存したＣＤ－Ｒ等＜１枚＞ 

・会社等の概要及び直近の過去３年分の財務諸表＜１部＞※ 

※共同応募として参加する場合には構成員全員に係るものを含む 

② 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ません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、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りますのでご了承ください。 



 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案

書の作成費用は支給されません。 

④ 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りますので、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

があります。 

（４）応募書類の提出先 

応募書類は、持参又は郵送により以下に提出してください。 

〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 

「令和２年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体

等の撤去実証に係るもの）」担当 目黒・三谷 宛て 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査

対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

※締切りを過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合、配達の都合で締切り時

刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって郵送してください。 

 

７．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択に当たっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。な

お、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリング等を実施します。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① 「４．」の応募資格を満たしているか。 

② 提案内容が、「１．」本事業の目的に合致しているか。 

③ 本事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④ 本事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られ

るか。 

⑤ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適し、また、「４．」にある実施体制

をとっているか。 

⑦ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く

考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。 

⑨ 適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報 

に接することがないか 

⑩ 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、再委託（委託

業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下

同じ。）を行っていないか。 

⑪ 事業費総額に対する再委託費の割合が５０％を超えないか。超える場合は、相当な



 

理由があるか（「再委託費率が５０％を超える理由書」を作成し提出すること）。 

⑫ 経済産業省資源エネルギー庁担当者や関連団体・行政機関、福島県、地元市町村等

とのスムーズな連携がとれる実施体制となっているか。 

 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

該申請者に対しその旨を通知します。 

また、採択決定後速やかに採択結果（①採択事業者名、②採択金額、③第三者委員

会審査委員の属性、④第三者委員会の審査結果の概要、⑤全公募参加者の名称及び採

点結果（公募参加者名と採点結果の対応関係が分からない形で公表））について、経

済産業省ホームページで公表します。 

 

８．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになりま

す。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、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ります。 

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

開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。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りますのでご了承ください。 

契約条項は、基本的には以下の内容となります。 

○概算契約書 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r3gaisan-d1_format.pdf 

   ※「令和３年度概算契約書」で委託契約を締結することになります。 

契約締結後、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りますが、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ります。 

 

また、執行手続等に関しましては、当省の委託事業事務処理マニュアルに基づく必要が

ございます。 

＜委託事業事務処理マニュアル＞ 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

 

９．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です。(事業の性質に応じて不要な経費

があれば、下記から適宜削除してください。また、不明な点がある場合は必ずお問い合

わせください。) 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r3gaisan-d1_format.pdf
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html


 

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に

出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力等に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用で

きるもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要す

る経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの

（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。）

の購入に要する経費 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（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経費のうち、当該事業のために使用さ

れることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分に

も属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

について、専用のメータの検針により当該事業に使用した

料金が算出できる場合） 

設備の修繕・保守費 

翻訳通訳、速記費用 

文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

Ⅲ．再委託費・外

注費 

 

受託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

について、他の事業者に再委託、外注するために必要な経費 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した

経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時

の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 

 

（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）一般管理費の算出 

  本契約は、８％もしくは、「委託事業事務処理マニュアル」に記載の計算式によって算

出された率のいずれか低い率とします。 

 

（４）再委託・外注費にかかる精算処理 

 本契約において、再委託・外注費を計上する業務がある場合は、「委託事業事務処理マ

ニュアル」の「１１．再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等におい

て指示する場合の処理」を行うこととする。 

 

１０．その他 

（１）事業終了後、提出された実績報告書に基づき、原則、現地調査を行い、支払額を確定

します。支払額は、委託契約額の範囲内で、事業に要した費用の合計となります。調査

の際には、全ての費用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ります。

当該費用は、厳格に審査し、事業に必要と認められない経費等については、支払額の対

象外となる可能性もあります。また、履行体制図記載の再委託先及びそれ以下の委託先

に対しても、委託契約書に基づき、同様の現地調査等を実施することがあります。 

また、事業期間中において、事業終了後における支払額の確定行為の負荷の分散及び

誤認識、誤処理等の速やか是正等を目的とする中間検査を原則実施します。 

 

（２）委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等についても同様、「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

なります。 

なお、開示請求があった場合は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条

の規定に基づき、不開示を希望する範囲を示すこととします。また、行政機関の保有す

る情報の一層の公開を図る観点から、開示の範囲を必要以上に狭めないことを原則とし、

不開示とする情報の範囲については経済産業省との調整を経て決定することとします。 

 

（３）委託契約書の規定に基づき提出された履行体制図について、行政機関の保有する情報

の一層の公開を図る観点から、事業終了後、開示の範囲を必要以上に狭めないことを原

則とした上で、経済産業省ホームページで公表します。 

 

（４）これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和３年１月８日（金）より運用を

開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で

応募してください。 

【参考】調達等の在り方に関する検討会報告書 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_kentoukai.html 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_kentoukai.html


 

１１．問い合わせ先 

〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 

担 当：目黒 満雄、三谷 洋介 

E-mail： meguro-mitsuo@meti.go.jp 

mitani-yosuke@meti.go.jp 

（必ず二つのアドレスに送ってください。） 

 

お問い合わせは、全ての担当のアドレスへ電子メールでお願いします。電話でのお問い

合わせは受付できません。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「【問合せ】令和２年度福島沖での浮体

式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係るもの）」とし

てください。他の件名（題名）では、お問い合わせに回答できない場合があります。 

 

以上 

 

file:///E:/MYEA0148/meguro-mitsuo@meti.go.jp
mailto:mitani-yosuke@meti.go.jp


 

（様式１） 

受付番号 

※記載不要 
 

経済産業省 殿 

 

 

令和２年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去

実証に係るもの）申請書 

 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  



 

（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

令和２年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体

等の撤去実証に係るもの）企画提案書 

 

※本書式（ワード）ではない他の書式（パワーポイント等）で作成しても構いませんが、様

式２は様式１とともに必ず提出する必要があるため、他の書式で作成する場合は、以下１．

～８．の欄内に必ず「別添のとおり。」と記載してください。 

 

１．事業の実施方法及び実施内容等 

※ 募集要領の「２．事業内容」の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容等を記載して

ください。また、コンソーシアム形式の場合、どの者がどの内容を実施するかなど、役

割分担を明確にしてください。 

※ 本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

※ 募集要領の「４．応募資格」の要件を全て満たしていることが分かるように作成する

こと。 

※ 募集要領の「７．（２）審査基準」に基づき審査ができるように具体的、かつ、分かり

やすく作成すること。 

※ 工法案（別紙１－１～別紙３－２）と異なる撤去工法を計画・提案することが可能で

あるが、その場合は当該撤去工法が低コストかつ安全性に優れた工法であることを明ら

かにすること。 

※ 洋上風力発電設備等の処分方法について、工法案（別紙１－１～３－２）における方

法以外の方法による場合は、具体的な内容を明記すること（ただし、我が国における洋

上風力発電の導入拡大等に資するものに限る。）。 

 

２．事業の実施スケジュール 

※ １．の実施内容等が月別に詳細に分かるように記載してください。なお、令和２年度

の実施内容と令和３年度の実施内容を明確に区分してください。 

 

３．事業の実施体制 

※ 各業務従事者の経歴（氏名、所属、役職、業務経験、専門的知識その他の知見）につ

いて、記載してください。また、コンソーシアム形式の場合、コンソーシアム内の法人

等単位ごとに各業務従事者の経歴を記載してください。 

※ 再委託を行う場合は、再委託先の名称、業務内容及び業務範囲を明記してください（事

業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託をすることはでき

ません）。 

※ 事業費総額に対する再委託費の割合が５０％を超える場合は、別添「再委託率が５

０％を超える理由書」を作成し提出してください。なお、グループ企業（委託事業事務

処理マニュアル３ページに記載のグループ企業をいう。）との取引であることのみを選

定理由とすることは認められません。 

 

４．事業実績 

※ 類似事業の実績を詳細に記載してください。（事業名、事業概要、実施年度、発注者

等）また、コンソーシアム形式の場合、コンソーシアム内の法人等単位ごとに類似事業

の実績を詳細に記載してください。 



 

 

 

５．情報管理体制 

※ 受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名、住所、生

年月日、所属部署、役職等がわかる「情報取扱者名簿」（様式３）を契約時に提出するこ

とを確約してください。 

 

６．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況 

※ 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業。労働

時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。）、次世代育成支援対策推進法に基づ

く認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）又は青少年の雇用の促進等

に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）の状況 

※ 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないもの

に限る。）の策定状況（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。） 

を記載してください。 

 

７．遵守確認事項 

下記の項目に関して宣誓（チェック）してください。 

□ 応募資格に挙げた要件を満たしていること。 

□ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づき設

立された一般社団法人又は一般財団法人である場合については、同法第１２８条又は

同法第１９９条に基づく貸借対照表等の公告を実施していること。 

□ 会社法等、遵守すべき法令を遵守していること。 

８．事業費総額（単位：千円） 

※ 記載している費目は例示。募集要領「９．（１）経費の区分」に応じて必要経費を記載

すること。 

※ コンソーシアム形式の場合、コンソーシアム内の法人等単位ごとで作成すること。ま

た、以下Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・小計・Ⅴ・総額の項目ごとで集計した総括表を作成すること。 

Ⅰ 人件費                   千円 

Ⅱ 事業費                   千円 

①旅費                  千円 

②会場費                 千円 

③謝金                  千円 

④・・・                 千円 

⑤・・・                 千円 

Ⅲ 再委託・外注費               千円 

Ⅳ 一般管理費                 千円 

小計                      千円 

Ⅴ 消費税及び地方消費税            千円 

総額                      千円 

（※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。） 

 

  



 

別添 

再委託比率が５０％を超える理由書 

 

                  住          所 

                                    名     称 

                  代 表 者 氏 名  

 

１．件名 

 

２．本事業における主要な業務（事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理）の内容 

 

３．再委託先（再々委託先及びそれ以下の委託先を含む）及び契約金額等 

再委託名 
精 算 の

有無 

契約金額（見込

み）（円） 比率 

再委託先の

選定方法又

は理由※ 

業務の内容及び範囲 

【例】未定 

[再委託先] 
無 

10,000,000 20.0% 相見積もり ・・・・ 

【例】○○（株） 

[再委託先] 
有 

20,000,000 40.0% ○○ コールセンター 

【例】△△（株） 

[再々委託先] 
無 

  2,000,000 ＿ ○○  ・・・・ 

【例】□□（株） 

[再々委託先] 
無 

    3,000,000 ＿ ○○ ・・・・ 

  
    

※グループ企業（委託事業事務処理マニュアル３ページに記載のグループ企業をいう。）との取引であることのみを選定理

由とすることは認められません。 

   ※金額は消費税を含む金額とする。 

   ※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。 

   ※比率は、事業費総額に対する再委託の割合（再々委託先及びそれ以下の委託先は記入不要） 

 

令和２年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業（風車及び浮体等の撤去実証に係

るもの） 

 

 

 

 

 



 

 

４．履行体制図 

【例】 

 

 

 

５．再委託（再々委託及びそれ以下の委託を含む）が必要である理由及び選定理由 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未定 

○○株式会社 
△△株式会社 

□□株式会社 

株式会社○○（提案者） 



 

（様式３） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①情報取扱者名簿 

 

氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 

パスポート

番号及び国

籍（※４） 

情報管理責

任者（※１） 

Ａ       

情報取扱管

理者（※２） 

Ｂ       

Ｃ       

業務従事者

（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

再委託先 Ｆ       

 

（※１）受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を

行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）

以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 

（※５）住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課

室から求められた場合は速やかに提出すること。 

 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。） 

・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

 

再委託先

業務従事者

情報取扱管理者

情報管理責任者 A

B

（進捗状況管理）

D

C

（経費情報管理）

E

F

情報取扱者 


