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 九州経済産業局では、令和３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 九州経済産業局）を実施する委託先を、

以下の要領で広く募集する。 

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 

本事業では、Ｊ-クレジットの確実な認証を促し、クレジット供給量の増加につながる支援を

行うとともに、クレジットの活用の幅を広げる支援を行う。また、新たなプロジェクトの支援、

発掘を行うこととする。こうした取り組みを通じて、更なる中小企業等の CO2 排出削減、省エ

ネ対策を加速させる。 

また、制度のさらなる普及のために、制度説明会を開催するとともに、認証対象の拡大等最新

の情報について周知活動を行う。その際、管内の自治体や関係機関等とのネットワークを活用し

ながら情報共有につとめることとする。 

※Ｊ－クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2な

どの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。 

 

 

２．事業の内容 

本事業では、以下の事業を行う民間企業等に事業委託を行う。 

 

（１）地域活性化のためのＪ－クレジット認証支援  

九州管内において、委託事業により支援してきたプロジェクト登録案件について、当該プロジ

ェクト実施者である企業等に対してクレジット売却等によるメリットを改めて説明しつつ、Ｊ

－クレジット制度への理解を深めていただいた上で、Ｊ－クレジット認証委員会への申請を前

提とした支援を行う。支援については、①局が過年度に支援してきたプロジェクト登録案件、②

過去に認証実績がないプロジェクト案件、③地域活性化につながる案件、④令和 3年度開催の認

証委員会で認証を完了することを条件とする。 

支援内容は、モニタリング報告書作成支援、審査費用支援とする。 

なお、支援先については、局と協議の上決定することとする。 

また、認証支援の進捗状況については、制度事務局と情報共有を図りつつ、推進するものとす

る。 

 

〔目標件数〕 

  モニタリング報告書作成支援：１件以上 

審査費用支援：１件以上 

 

（２）地域活性化のためのクレジット創出及び活用先の開拓  

九州管内では、地域で創出されたクレジットは少なく、地方で取り組んでいる「地産地消」を

十分には実現できない状況にある。このため、新たなプロジェクトの発掘が急務である。 
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そのため、制度の最新の動向を踏まえながら、これまで制度に関心がなかった事業者等への周

知、掘り起こしなどに取り組み、地域活性化につながる案件について、プロジェクト発掘支援、

プロジェクト計画書作成支援、また、必要に応じて予算の範囲内で審査費用支援を行う。 

新たに導入された方法論など制度の最新の動向を踏まえながら、これまで制度に関心がなかっ

た事業者等への周知、掘り起こしなどに取り組む。 

また、地域活性化に繋がるカーボン・オフセット等の需要の掘り起こしのため、情報提供や働

きかけを行い、地産地消型の取り組みを開拓する。 

  なお、クレジット創出にあたっては、制度事務局と情報共有を図りつつ、推進するものとする。 

 

〔目標件数〕 

プロジェクト発掘支援：３件以上 

プロジェクト計画書作成支援：１件以上 

審査費用支援：１件以上 

活用先の新規開拓：２件以上 

 

（３）Ｊ－クレジット制度説明会の開催  

 Ｊ－クレジットの創出、カーボン・オフセットの推進及び地域におけるＪ－クレジット制度の

認知度向上を目的に、中小企業者や自治体等を対象とした、Ｊ－クレジット制度の最新状況、地

域に根差したクレジット創出・活用事例等を紹介する制度説明会・相談会を開催する。 

 

なお、開催にあたっては、国、自治体、関係機関からなる「九州地域Ｊ－クレジット制度ネッ

トワーク連絡会議」と連携し、内容及び集客におけるアナウンスの充実を図るとともに、開催方

法については、新型コロナウィルスの感染状況に留意しながら、場合によってはオンラインを活

用することも含め、局と十分に相談のうえ決定すること。また、より多くの集客が見込めるよう

に、周知の方法についても局と十分に相談すること。 

 

 ※説明会に係る委託事業の内容には以下を含むものとする。 

・会場に係る事務手続き（会場の選定・借り受け、連絡調整、会場借料の支払い、オンライン開

催の場合の利用料等） 

・説明会開催に必要なマイク､パソコン､プロジェクター､スクリーン等の備品手配 

・外部講師を招聘する場合にあっては、講師の選定（九州経済産業局と協議）、講演依頼、連絡 

調整、謝金及び交通費の支払い等 

・議事次第の作成・印刷や、九州経済産業局や講師等の用意する配布資料（Ａ４判で延べ３０ペ 

ージ程度を想定）の印刷及び会場への搬入 

・説明会開催の告知、集客及び事前の参加申込み受付（申込み状況については、５営業日前まで 

に九州経済産業局に報告すること）、管理 

・開催当日の準備等（会場準備、受付、講師接遇及び司会進行、来場者に対する会場内外での誘 

導、説明会終了後の片付け）（３名以上配置すること） 

・当日来場者の集計（氏名、企業名、連絡先等） 

・来場者アンケートの作成（Ａ４判１枚程度を想定、内容については九州経済産業局と協議の上 

決定すること）、印刷、配布、回収及び集計（アンケートについては、回収率を上げる工夫を行
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うこと。原則、説明会終了後５営業日以内にアンケート集計結果を取りまとめ、九州経済産業

局に報告すること）。 

・利用可能なＷｅｂ会議システムは、「Skype for Business」、「Webex Meetings」、「Teams」

のいずれかとする。 

・オンライン開催の場合は、講師の了解を得て、後日局のＨＰで動画を公開することを念頭にお

いて、録画を行うこと。 

 

〔Ｊ－クレジット制度説明会〕：1回以上 

  

（４）地域ネットワーク会議について  

 Ｊ－クレジット制度開始（平成２５年度）当時から開催している「九州地域Ｊ－クレジット制

度ネットワーク連絡会議」を開催し、ネットワークの維持、拡充を図る。令和３年度は、新型コ

ロナウィルスの感染状況に留意しながら、場合によってはオンラインを活用することも含め、局

と十分に相談のうえ、内容、開催方法を決定すること。開催にあたっては、事務局、メンバー双

方からの情報を共有し、より有益な情報交換の機会とする。 

 

・利用可能なＷｅｂ会議システムは、「Skype for Business」、「Webex Meetings」、「Teams」

のいずれかとする。 

・資料（A4判で延べ３０ページ程度を想定）の作成、印刷について委託事業の内容に含めること

とする。 

実施結果等については、九州経済産業局、制度事務局等と情報を共有する。  

 

〔Ｊ－クレジット制度ネットワーク連絡会議〕：１回 

 

（５）周知  

講師派遣 

九州管内の自治体や団体、九州地方環境事務所などが主催する環境・エネルギー関係のセミ 

ナー等に講師として出席し、Ｊ－クレジット制度の概要や取組事例などの紹介等を行う。 

制度全般に加え、今年度は、卒 FIT 電源等の認証対象化など対象拡大の動向についても、周

知活動の充実を図る。 

 

なお、主催者等との調整及び講師派遣に係る事務手続き等についても、委託事業の内容に含 

めることとする。また、実施内容等については、事前に九州経済産業局と協議を行うこと。 

 

〔目標回数〕：５回以上 

 

Ｊ－クレジット制度（事務局）ＨＰへの掲載 

  Ｊ－クレジット制度（事務局）ＨＰを活用し、九州の取組に係る情報発信を適宜行う。 

 

（６）その他  

事業の実施方針や進捗状況等を確認することを目的に、定期的に九州経済産業局との連絡会議
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を開催する（原則として月に１回とするが、必要に応じ随時開催。開催場所は、原則九州経済産

業局会議室とする）。 

 

 

３．事業実施期間 

  契約締結日～令和４年３月１８日（金） 

   

４．応募資格 

申請書を提出できるのは、次の要件を全て満たす法人とする。応募資格及び要件を満た

さない者からの書類は受理しない。 

（１）日本に拠点を有する民間企業等であること。 

（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。 

（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また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。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態： 委託契約（概算契約） 

（２）採択件数： １件 

（３）予算規模： 総額で７,１９１千円以内(税込み)とする。委託費は、提案事業の内容、   

目標支援件数等を勘案して、九州経済産業局と調整の上、決定する。 

（４）成果物の納入： 事業報告書の電子媒体（ワード、ＰＤＦ）を納めたＣＤ－Ｒ（または

ＤＶＤ－Ｒ）２枚を九州経済産業局に納入する。提出の際には、フ

ァイルのプロパティから個人情報を含む作成者等の情報および画像

のプロパティを一切削除し、テキスト形式で保存したものを提出す

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）募集期間 
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公募開始日： 令和３年５月３１日（月） 

公募締切日： 令和３年６月２１日（月）（１７：００必着） 

 

（２）公募説明会 

 公募説明会は、開催しない。 

 なお、応募書類等に関する質問は、６月１７日（木）１２時までに以下の電子メールに

て問い合わせることとする。質問がない場合でも寄せられた質問及び回答を共有します

ので、連絡先（社名、担当者名、電話番号、メールアドレス）を６月６日（金）１２時ま

でに登録してください。 

 問い合わせ先：k-recycle@meti.go.jp 

 

（３）応募書類 

   応募書類はメールにより以下の E-mailアドレスに提出してください。 

k-recycle@meti.go.jp 

 

※１通のメールの容量が、添付ファイルを含めて１０ＭＢまでに収まるようにしてくだ

さい。１０ＭＢを超える場合は、ファイルを複数に分けて送付するか、ファイルを圧縮

して送信してください。複数のメールに分割する場合は、その旨が分かるようタイト

ルに記載してください。 

 

①  以下の書類を提出してください。 

・公募申請書（様式１） 

・事業提案書（様式２※別紙の「支出計画」を含む） 

・申請受理票（様式３） 

・会社概要（様式４）及び会社概要等が確認できる資料（パンフレット等） 

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。 

  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。 

 

 

７．事業提案書作成上の留意点 

 事業提案書には、以下の事項を明確に盛り込むこと。 

（１）本事業の具体的な実施方法及び実施体制 

 実施体制については、事業従事予定者が上記２．に掲げる事業を実施する上でどのよ

うな役割を担うかについて、事業従事予定者毎にそれぞれ具体的に記載すること。 

また、事業の再委託を行う場合は、想定する再委託先、再委託金額及び業務範囲（プ
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ロジェクトの発掘、プロジェクト計画書及びモニタリング報告書の作成支援等の各種支

援を再委託する場合、想定する支援件数等を明示すること。）も具体的に盛り込むこと。 

 

（２）目標支援件数等 

   上記２．事業の内容（１）～（３）、（５）について、目標件数を記載すること。 

 

（３）本事業の実施スケジュール 

本事業の実施に係る年間スケジュールを策定し、各月においては、支援ごとに見込み

件数を明示すること。 

 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

   委託先の選定は、提出のあった事業提案書及び添付資料をもとに、第三者の有識者で

構成される委員会で以下の観点に照らして審査を行い決定する。 

なお、審査にあたっては、必要に応じて別途ヒアリングの実施や追加資料の提出等を

求める場合もある。 

①  事業内容及び事業の実施方法等に関する事項 

イ 上記２．に記載した事業内容が全て提案されており、またその内容が九州経済産業

局の意図と合致しているか。 

ロ 提案事業の実施内容・方法が具体的に示されており、また、その実現性が高いか（実

施スケジュールにおいて、各支援の前倒しした実施計画が示されている等、事業実施

期間内において着実な事業実施の蓋然性が高いことを含む。）。 

ハ 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。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）。 

 

 ② 組織の経験・能力に関する事項 

  イ 中小企業の排出削減対策、国内クレジット制度及びＪ－クレジット制度に関する知 

見を有しているか。 

 ロ 事業を効果的に遂行するために九州域内関係者との協力体制を有しているか。 

 ハ 円滑な事業遂行に必要な人員が確保され、事業に携わるメンバー、経理処理に関す 

る実施体制が示されているか。 

ニ 情報管理体制は整備されているか。また、情報取扱い者以外の者が、情報に接する 

ことがないか。 

  ホ 事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効果的なものとなっているか。 

 

③ ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。 
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（２）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、九州経済産業局のホームページで公表するとともに、

当該申請者に対してその旨を通知する。 

 

 

９．契約について 

採択された申請者について、九州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、九州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。 

なお、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るが、

情報の内容によっては、守秘義務の遵守を求めることがある。 

 

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-2_format.pdf 

 

また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事

務処理マニュアルに従って処理していただきます。 

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

 

 

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 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張に係る経費 

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） 
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備品費 

（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 

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、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

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 

補助職員人件費 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 

審査費用支援費 プロジェクト計画書・モニタリング報告書の審査に係る費用の支

援に必要な経費 

Ⅲ．再委託費 

 

発注者（国）との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他

者に行わせる（委任又は準委任する）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 

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、光熱水料、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 

 ・その他事業に関係のない経費 

 

 

１1．その他 

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。 

【主な改正点】 

①再委託、外注に関する体制等の確認（提案要求事項の追加等） 

 ・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行っていないか。 

 ・総額に対する再委託の割合が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）。 
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 ・再委託を行う場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は、原 

則、認めない（経済性の観点から、相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示し 

た者を選定すること。）。 

②一般管理費率の算出基礎の見直し 

（一般管理費＝（人件費＋事業費）(再委託・外注費を除く)×一般管理費率） 

 

 

１２．情報管理体制 

①受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者

に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図）」及

び「情報取扱者名簿」（氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたも

の）様式５を契約前に提出し、担当課室の同意を得ること（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。）。なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行の

ため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、経済産

業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又

は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 

 

②本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはな

らないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

③①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更が

ある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。 

 

 

１３．履行完了後の情報の取扱い 

  国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、担当

職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保

管すること。 

 

 

１４．問い合わせ先 

〒８１２－８５４６ 

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 担当：大武、仮屋 

     E-mail:k-recycle@meti.go.jp 

お問い合わせは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「令和３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
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業 九州経済産業局）」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。 

 




