
 
 
 

交付図書の訂正について 
 
 
 
 令和 2年 5 月 12 日付けで入札公告を行った「令和２年度広報効果分析業務」に係る交付図

書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。 
 なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めており

ますので、再度、交付図書をご確認ください。 
 

 

令和 2 年 6 月 2日 

 

 

契約責任者 
東日本高速道路株式会社 
代表取締役社長 小畠 徹 

 
 
 
【訂正内容】 
・ 入札公告 
・ 入札公告（説明書） 
・ 仕様書 
 
 
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 

 
 
 
 

以  上 



別 添 

記載内容を次のとおり訂正します。 

 

訂正前 訂正後 

入札公告  

３ 入札に必要な書類の提出場所等 

(2) 入札説明書等（仕様書を含む）の交付方法 

①交付期間 令和元年 5 月 12 日から令和 2 年 6 月 9 日までとする。 

入札公告  

３ 入札に必要な書類の提出場所等 

(2) 入札説明書等（仕様書を含む）の交付方法 

①交付期間 令和 2 年 5 月 12 日から令和 2 年 6 月 16 日までとする。 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(3) 競争参加資格確認申請書類の提出方法及び受領期限 

②受領期限 令和 2 年 6 月 9 日 16 時 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(3) 競争参加資格確認申請書類の提出方法及び受領期限 

②受領期限 令和 2 年 6 月 16 日 16 時 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(4) 入札に必要な書類の提出方法及び受領期限 

②受領期限 令和 2 年 6 月 30 日 16 時 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(4) 入札に必要な書類の提出方法及び受領期限 

②受領期限 令和 2 年 7 月 7 日 16 時 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(5) 開札の日時及び場所 

①日時 令和 2 年 7 月 8 日 14 時 

入札公告  

3 入札に必要な書類の提出場所等 

(5) 開札の日時及び場所 

①日時 令和 2 年 7 月 15 日 14 時 

 

 

 



入札公告 

５ Summary 

(7) Time-limit for the submission of application forms and relevant 

documents for the qualification: 4:00 P.M.9 June 2020 

入札公告 

５ Summary 

(7) Time-limit for the submission of application forms and relevant 

documents for the qualification: 4:00 P.M.16 June 2020 

入札公告 

５ Summary 

(8) Time-limit for the submission of  tender : 4:00 P.M. 30 June 2020 

入札公告 

５ Summary 

(8) Time-limit for the submission of  tender : 4:00 P.M. 7 July 2020 

入札公告（説明書） 

1-15.契約図書 

(4) 契約図書の交付期間   

令和元年5月12日（火）から令和元年6月9日（火）まで   

入札公告（説明書） 

1-15.契約図書 

(4) 契約図書の交付期間   

令和2年5月12日（火）から令和2年6月16日（火）まで   

入札公告（説明書） 

3-2競争参加資格確認申請に必要な書類の作成及び提出 

 (2) 競争参加希望者は、本件競争入札に参加するため、上記(1)で作成した

競争参加資格確認申請書類及び本書4-1(3)④に示す見積書を提出し

なければならない。 

  ①提出期限  令和2年 6月9日（火）16時 

入札公告（説明書） 

3-2.競争参加資格確認申請に必要な書類の作成及び提出 

 (2) 競争参加希望者は、本件競争入札に参加するため、上記(1)で作成した

競争参加資格確認申請書類及び本書4-1(3)④に示す見積書を提出し

なければならない。 

  ①提出期限  令和2年 6月16日（火）16時 

入札公告（説明書） 

3-3.競争参加資格の確認 

 (1) 契約責任者は、競争参加希望者からの競争参加資格確認申請書類に

基づき、当該競争参加希望者の競争参加資格の有無、その他必要な事

項について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知する。 

※確認結果通知予定日  令和2年6月15日（月） 

入札公告（説明書） 

3-3.競争参加資格の確認 

 (1) 契約責任者は、競争参加希望者からの競争参加資格確認申請書類に

基づき、当該競争参加希望者の競争参加資格の有無、その他必要な事

項について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知する。 

※確認結果通知予定日  令和2年6月22日（月） 



入札公告（説明書） 

4-1.入札前価格交渉 

 (4) 入札前価格交渉は、令和2年6月16日（火）から令和2年6月23日（火）ま

での間を予定しており、詳細については、別途、上記(3)②に示す契約担

当部署から連絡する。 

入札公告（説明書） 

4-1.入札前価格交渉 

(4) 入札前価格交渉は、令和2年6月23日（火）から令和2年6月30日（火）ま

での間を予定しており、詳細については、別途、上記(3)②に示す契約担

当部署から連絡する。 

入札公告（説明書） 

5-1.入札に必要な書類の作成及び提出 

 (2)入札者は、上記(1)で作成した入札書、本書4-1(11)に示す単価表及び

4-1(8)④に示す最終見積書を提出しなければならない。 

①提出期限  令和2年6月30日（火）16時 

入札公告（説明書） 

5-1.入札に必要な書類の作成及び提出 

 (2)入札者は、上記(1)で作成した入札書、本書4-1(11)に示す単価表及び

4-1(8)④に示す最終見積書を提出しなければならない。 

①提出期限  令和2年7月7日（火）16時 

入札公告（説明書） 

5-2.開札 

①開札日時  令和2年7月8日（水）14時 

入札公告（説明書） 

5-2.開札 

①開札日時  令和2年7月15日（水）14時 

入札公告（説明書） 

6-2.質問の受付 

 (1)本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

①受付期間  入札公告日から令和2年6月22日（月）16時まで 

入札公告（説明書） 

6-2.質問の受付 

 (1)本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

①受付期間  入札公告日から令和2年6月29日（月）16時まで 

入札公告（説明書） 

【入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の確認事項】 

１. 入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は次の通りです。 

入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類について、提出前に今一

度、不足がないか確認して下さい。 

競争参加資格確認申請に必要な書類 

入札公告（説明書） 

【入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の確認事項】 

１. 入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は次の通りです。 

入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類について、提出前に今一

度、不足がないか確認して下さい。 

競争参加資格確認申請に必要な書類 



必要な書類  ①本書3-2(1)に示す競争参加資格確認申請書 

チェック欄   様式-1 

提出期限  令和2年6月9日(火) 16時必着 

入札前価格交渉に必要な書類 

必要な書類  ② 本書4-1(3)④に示す見積書 

チェック欄   様式-2 様式-3 

提出期限  令和2年6月9日(火) 16時必着 

必要な書類  ③ 本書4-1(8)④に示す最終見積書 

チェック欄   様式-2 様式-3 

提出期限  令和2年6月30日(火) 16時必着 

入札に必要な書類 

必要な書類  ④ 「入札者に対する指示書」５［９］に定める入札書 

⑤ 本書4-1(11)に示す単価表 

チェック欄   様式-4 

提出期限  令和2年6月30日(火) 16時必着 

必要な書類  ①本書3-2(1)に示す競争参加資格確認申請書 

チェック欄   様式-1 

提出期限  令和2年6月16日(火) 16時必着 

入札前価格交渉に必要な書類 

必要な書類  ② 本書4-1(3)④に示す見積書 

チェック欄   様式-2 様式-3 

提出期限  令和2年6月16日(火) 16時必着 

必要な書類  ③ 本書4-1(8)④に示す最終見積書 

チェック欄   様式-2 様式-3 

提出期限  令和2年7月7日(火) 16時必着 

入札に必要な書類 

必要な書類  ④ 「入札者に対する指示書」５［９］に定める入札書 

⑤ 本書4-1(11)に示す単価表 

チェック欄   様式-4 

提出期限  令和2年7月7日(火) 16時必着 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-1 広報効果測定調査（定量調査） 

2-1-7 有効サンプル数 

有効サンプル数は2,400程度とし、別途、監督員と協議により決定するものとす

る。なお、各都道県への有効サンプル数の配分は、人口構成比に準じて配分

し、性別、年代別については均等割り付けとする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-1 広報効果測定調査（定量調査） 

2-1-7 有効サンプル数 

有効サンプル数は 2,400 程度とし、別途、監督員と協議により決定するもの

とする。なお、各都道県への有効サンプル数の配分は、人口構成比に準じて配

分し、性別、年代別については均等割り付けとする。なお、本仕様書 2-2 及び

2‐3 の調査対象者とは重複しないこととする。 



仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-2 広報効果測定調査（定性調査） 

2-2-3 調査手法 

男女別のグループインタビュー形式による調査を行うものとする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-2 広報効果測定調査（定性調査） 

2-2-3 調査手法 

男女別のグループインタビュー形式で、調査実施箇所に集合し対面による調

査を行うものとする。なお、対面での実施が困難な場合は、監督員と別途協議

する。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-2 広報効果測定調査（定性調査） 

2-2-5 調査規模 

男女各グループ 6 名以上で実施するものとする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-2 広報効果測定調査（定性調査） 

2-2-5 調査規模 

男女各グループ 6 名以上で実施するものとする。なお、本仕様書 2-1 及び 2‐

3 の調査対象者とは重複しないこととする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-5 調査項目 

テレビ CM を視聴前後で、企業イメージ・ブランドに関する 25 問程度の質問を

実施する。また、視聴したテレビ CM に関して関心度とテレビ CM に対する自由

意見を徴収する。なお、詳細については、監督員と協議のうえ、決定するものと

する。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-5 調査項目 

テレビ CM を視聴前後で、企業イメージ・ブランドに関する 25 問程度の質問を

実施する。また、視聴したテレビ CM に関して関心度とテレビ CM に対する自由

意見を徴収する。テレビ CM は 1 本あたり 15 秒または 30 秒の CM を４本程度

とする。なお、詳細については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。 



仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-7 有効サンプル数 

有効サンプル数は 2,400 程度とする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-7 有効サンプル数 

有効サンプル数は 2,400 程度とし、別途、監督員と協議により決定するものとす

る。各都道県への有効サンプル数の配分は、人口構成比に準じて配分し、性

別、年代別については均等割り付けとする。なお、本仕様書 2-1 及び 2‐2 の調

査対象者とは重複しないこととする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-9 調査結果 

調査結果は、過去の調査結果報告書を参考に以下のとおり報告書に取り

まとめるものとする。 

項目 内容 

調査概要 
調査手法、調査対象者、サンプル数、調査期間につい

て説明する。参考として、過去の情報も記載する。 

調 査 対 象

者の属性 

性別、年代別、性×年代別、発注者の事業エリア別、

支社別、職業、運転有無、高速道路利用頻度、高速

道路利用目的において、それぞれ割合がわかるようグ

ラフ表示する。 

アウトライン 調査結果の概要について記載する。 

調査結果 
調査項目ごとに、全体のグラフとともに、性別、性×年

代別、NEXCO 東日本好意度別、高速道路利用頻度



別、運転有無別の集計結果を記載し、それぞれの調査

結果についてコメントを記載する。参考として、過去 2 年

の調査結果との比較表も記載するものとする。 
 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-9 数量の検測 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-10 数量の検測 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-10 支払 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-3 CM 内容評価調査 

2-3-11 支払 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-4 広報効果分析 

2-4-2 作業内容 

令和 2 年に実施する広報業務について、マスコミ報道などからの発注者に対す

る評価や持たれているイメージ等の調査・把握及び、本仕様書 2-1、2-2、2-3

で実施する調査結果から広報業務の効果分析を行い課題・問題点の把握を行

う。また、報告書作成にあたり使用した資料、参考文献、各種データについて

は、資料編として取りまとめ、報告書の一部として提出するものとする。なお、業

務に必要となる過去の報告書については、必要な期間受注者に貸与するものと

する。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-4 広報効果分析 

2-4-2 作業内容 

令和 2 年に実施する広報業務について、本仕様書 2-1、2-2、2-3 で実施す

る調査結果及び、監督員から貸与するマスコミ報道等による発注者に対する評

価や持たれているイメージ等の調査結果から、広報業務の総括的な効果分析

を行い、次年度以降の広報業務に向けた課題・問題点の整理を行う。また、報

告書作成にあたり使用した資料、参考文献、各種データについては、資料編と

して取りまとめ、報告書の一部として提出するものとする。なお、業務に必要とな

る過去の報告書については、必要な期間受注者に貸与するものとする。 



仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-4 広報効果分析 

2-4-4 支払 

支払は前項の規定に従って検測された数量に対して 1 回あたりの契約単価で

行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行

う、各年度のマスコミ報道などからの発注者に対する評価や持たれているイメー

ジ等の調査・把握及び資料・参考文献・各種データの収集、広報業務の効果、

課題及び問題点の把握、報告書の作成、打合せ等広報効果分析の作業に要

する労務・機械器具等本業務を実施するために必要な費用で諸経費を含むす

べての費用を含むものとする。 

仕様書 

第二章 業務細部に関する事項 

2-4 広報効果分析 

2-4-4 支払 

支払は前項の規定に従って検測された数量に対して 1 回あたりの契約単価で

行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行

う、広報業務の総括的な効果分析、次年度以降の広報業務に向けた課題及

び問題点の整理、報告書の作成、打合せ等広報効果分析の作業に要する労

務・機械器具等本業務を実施するために必要な費用で諸経費を含むすべての

費用を含むものとする。 

仕様書 

様式第 1-14 号 

制作関係者誓約書 

 

私、●●（以下「制作関係者」という。）は、令和  年  月  日に東日本高速

道路株式会社（以下「発注者」という。）及び○○（受注者）との間で締結された

令和２年度広報効果分析業務に係る「役務契約書」に基づき、○○に関する

制作業務に従事します。 

 私は、本成果品にかかわる下記の権利が発注者に帰属することを了解し、同

意します。私は、ここに、本成果品にかかわることにより生じる著作権（翻訳・翻

案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を除き、著作隣接権、貸

借権、ロイヤリティ請求権を含む。）を発注者に無償譲渡します。 

 私が、本成果品に関し、著作者としての権利を有するとみなされる場合には、

仕様書 

様式第 1-14 号 

制作関係者誓約書 

 

制作関係者●●（以下「制作関係者」という。）は、令和  年  月  日に東

日本高速道路株式会社（以下「発注者」という。）及び○○（受注者）との間で

締結された令和２年度広報効果分析業務に係る「役務契約書」に基づき、○

○に関する制作業務（以下「業務」という。）に従事し、以下のとおり誓約いたしま

す。 

 〇業務の成果品にかかわる著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を

含み、著作隣接権、貸借権、ロイヤリティ請求権等一切の権利を含む。）を発

注者に無償譲渡し、権利が発注者に帰属することに同意します。 

 〇業務の成果品に関し、公表権を行使せず、発注者（発注者から著作物使



本書において、公表権を行使せず、発注者（発注者から著作物使用許諾を受

けた者を含む。以下同じ。）の裁量により本成果品を公表する権利を認めます。

私は、発注者に対して本成果品の著作者としての氏名表示権及び同一性保持

権を行使しません。私は、成果品に関し、発注者が商標登録出願することを了

解し、同意します。 

 私は自己の実績を表す等非営利的な使用を除き、本成果品を不正に開示

又は使用しないことに同意します。 

令和  年  月  日 

制作関係者：○ ○ ○ ○  印 

              肩書き 

              住所 

 

用許諾を受けた者を含む。以下同じ。）が自らの裁量により業務の成果品を公

表する権利を認めます。また、発注者に対して業務の成果品の著作者としての

氏名表示権及び同一性保持権を行使しません。さらに、業務の成果品に関し、

発注者が商標登録出願することを了解し、同意します。 

 〇自己の実績を表す等非営利的な使用を除き、業務の成果品を開示及び

使用しないことに同意します。 

令和  年  月  日 

制作関係者：〇 〇 〇 〇  ㊞ 

職名 

住所 

会社名 

 


