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Ⅰ．仕様書 

 

１．件名 

平成２９年度中小企業施策情報提供事業 

「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」の英訳業務 

 

２．背景・目的 

「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」は、我が国中小企

業及び小規模企業の動向を要約した資料として極めて有益なものである。我が国の中小

企業施策を各国に紹介・発信するため、当協会において英訳版を作成し、ホームページ

等への掲載を通じて、我が国中小企業の動向を日本国内外に広報する。併せて、掲載内

容を経済産業省中小企業庁のホームページとリンクさせる。 

 

３．事業概要 

「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」の全文を英語に翻

訳・編集し、ＣＤ-ＲＯＭに収録して納品する。 

 

４．業務内容 

(1) 実施方法 

① 中小企業庁ウェブサイトに掲載された平成２９年４月２１日付け「２０１７年版中

小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」全文を英語に翻訳する。 

（中小企業白書） 

  http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html 

（小規模企業白書） 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html 

② 本文だけでなく、原稿本文中の図表も英訳の対象とする。 

 

(2) 翻訳・編集に関する要件 

① 原文のもつ正確さを損なわずに英語に翻訳すること。 

② 一般的で平易な単語や表現を用いること。 

③ 全体を通じた用語・表現・文体の統一を図ること。 

④ 過去の英語版中小企業白書の訳語と大きな差が生じないこと。 

⑤ 中小企業・小規模企業に関する知識・知見を有するネイティブによるチェックを行

うこと。 

⑥ 翻訳原稿は、作業が完了した部分から、中小企業庁と全取協が随時校閲を行う。 

⑦ 翻訳の校閲には Microsoft Office Word（2007 以降）を用いること。 

⑧ 日本語原稿にあわせた形で体裁を整え、編集作業を行うこと。 

⑨ 校正２回。 

 

(3) その他の要件 

データは翻訳作業に必要な関係者のみが閲覧・取り扱うようにし、その場合でも外部

に漏れることのないよう適切に管理すること。 
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5．事業の実施体制と必要なスキル 

本事業の実施に必要な、以下の知識、実施体制及び管理能力を有することが必要。 

(1) プロジェクトリーダーとしての経験が５年以上かつ実施プロジェクトが５件以上あ

るプロジェクトリーダーを定めること。 

(2) ネイティブチェック体制の中に、中小企業・小規模企業に関する知識・知見を有する

者を１名以上含めること。 

(3) 提案書に記載した実施計画のスケジュールと人員に沿って、作業を実施すること。 

 

６．事業期間及びスケジュール 

  契約締結日から平成２９年１０月３１日（火）まで 

 

７．納入関連 

(1)納入物件 

以下記載の電子データを、原書に沿ったかたちでレイアウトし、ウェブ掲載用にＰ

ＤＦファイル化したＣＤ-ＲＯＭ各２枚 

①．２０１７年版中小企業白書 

ア． 英訳本文原稿（データ） 

イ． 英訳図表原稿（データ） 

②．２０１７年版小規模企業白書 

ア． 英訳本文原稿（データ） 

イ． 英訳図表原稿（データ） 

(2) 納入場所 ： 公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 

(3) 納入期限 ： 平成２９年１０月３１日（火） 

 

８．見積書等の提出等 

(1) 見積書等提出期限 ： 平成２９年５月３１日(水)１７：００まで  

(2) 業者決定予定日   ： 平成２９年６月２日(金)を予定      

(3) その他 

    この仕様書に記載のないことについては別途協議いたします。 

 

９．その他 

「２０１７年版中小企業白書」の記述内容と「２０１７年版小規模企業白書」の記

述内容において、同一の表現を用いている部分が多数あることから、両白書の翻訳を

１社で行い、翻訳業務の効率化と予算の削減を図る。   

 

１０．問合先 

公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 

        担当： 仁平（にへい）、中島（なかじま） 

TEL: 03-5541-6655  FAX: 03-5541-6680  

E-mail: t-nihei@zenkyo.or.jp  

 

以上 
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Ⅱ．応募資料作成要領 

 

 

１．公益財団法人全国中小企業取引振興協会が応募者に提示する資料 

及び応募者が提出すべき資料 
 

公益財団法人全国中小企業取引振興協会（以下「全取協」という。）は応募者に以下の

表１に示す資料を提示する。応募者は、それを受け、以下の表２に示す資料を作成し、全

取協へ提出する。 

 

[表１ 全取協が応募者に提示する資料] 

資料名称 資料内容 

① 仕様書 ＊本件「2017年版中小企業白書」及び「2017年版小規模企業白

書」の英訳業務の仕様を記述（目的・内容等）。 

＊Ⅰ．仕様書「2017年版中小企業白書」及び「2017年版小規模

企業白書」の英訳業務の事業内容 

② 応募資料作成要

領 

＊応募者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要

等を記述。 

＊Ⅱ．応募資料作成要領 ｢｢2017年版中小企業白書」及び「2017

版小規模企業白書」の英訳業務」の応募資料作成要領 

③ 評価項目一覧 ＊応募者が、提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目

及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 

＊Ⅲ．評価項目一覧 ｢｢2017年版中小企業白書」及び｢｢2017年版

小規模企業白書」の英訳業務」の評価項目一覧 

④ 評価手順書 ＊全取協が、応募者の提案を評価する場合に用いる評価方式、

総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 

＊Ⅳ．評価手順書｢｢2017年版中小企業白書」及び「2017年版小

規模企業白書」の英訳業務」の評価手順書（加算方式） 

 

[表２ 応募者が全取協に提出する資料] 

資料名称 資料内容 

① 評価項目一覧の

遵守確認欄及び提案

書頁番号欄に必要事

項を記入したもの 

＊仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かにつ

いて遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に該当する提

案書の頁番号を記入したもの。 

② 提案書 ＊仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを、提

案書にて説明したもの。 

＊３.１「提案書の構成及び記載事項」を参照。 
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２．評価項目一覧に係る内容の作成要領 

２.１ 評価項目一覧の構成 

評価項目一覧の構成及び概要説明は、以下表３のとおり。 

 

[表３ 評価項目一覧の構成の説明] 

評価項目一覧 

における項番 

事 項 概要説明 

０ 遵守確認

事項 

＊｢2017年版中小企業白書」及び「2017年版小規模企業白書」

の英訳業務を実施する上で遵守すべき事項。 

＊これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目

についてこれを遵守する旨を記述する。 

１～６ 

 

提案要求

事項 

＊提案を要求する事項。 

＊これら事項については、応募者が提出した提案書について、

各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分

の定義に従いその内容を評価する。 

 

２.２ 遵守確認事項 

遵守確認事項における各項目の説明は、以下のとおり。 

応募者は、別添「Ⅲ．評価項目一覧 １．遵守確認事項」における「遵守確認」欄に

必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表４を参照するこ

と。 

 

[表４ 遵守確認事項上の各項目の説明] 

項目名 項目説明・記入要領 記入者 

項 目 ＊遵守確認事項の分類 全取協 

内容説明 ＊遵守すべき事項の内容 全取協 

遵守確認 ＊応募者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、

実現・遵守不可能な場合（実現・遵守の範囲等について限定、確

認及び調整等が必要な場合等を含む）には×を、記載する。 

応募者 

 

２.３ 提案要求事項 

提案要求事項における各項目の説明は、以下のとおり。 

応募者は、別添「Ⅲ．評価項目一覧 ２．評価項目」内の「提案要求事項」における

「提案書頁番号」欄に、必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関し

ては、表５を参照すること。 

 

[表５ 提案要求事項上の各項目の説明] 

項目名 項目説明・記入要領 記入者 

項   目 ＊提案書の目次(提案要求事項の分類) 全取協 

提案要求事項 ＊応募者に提案を要求する内容 全取協 
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評価区分 ＊必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無

い項目(任意)の区分を、設定している。 

＊各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点

を行う。 

全取協 

得点配分 ＊各項目に対する最大加点の値 全取協 

提案書頁番号 ＊作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提

案書の頁が存在しない場合には、空欄とする。 

＊評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁を対

象として採点を行う。 

応募者 

 

３．提案書に係る内容の作成要領及び説明 

３.１ 提案書の構成及び記載事項 

以下に、別添「Ⅲ．評価項目一覧 ２．評価項目」の「項番」「項目」に対応する「求

められる提案要求事項」は、以下表６のとおり。 

提案書は、表６の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及

び提案すること。なお、詳細は別添「Ⅲ．評価項目一覧 ２．評価項目」を参照するこ

と。 

 

[表６ 提案書目次及び提案要求事項] 

提案書 

目次項番 

項目 求められる提案要求事項 

１ 実施体制 ＊本業務を実施する体制、環境、指示・報告の流れ、管理体制、

全取協との連絡体制、メンバー、等。 

＊成果物の品質を高めるための工夫、等。 

２ 各担当者の

役割とスキ

ル 

＊メンバーの役割、経歴、実績、等。 

＊プロジェクトリーダーについては必ず略歴も記載すること。 

＊本業務にとって有効な資格やスキル、等。 

３ 作業の流れ ＊作業の実施フロー、作業内容、進捗管理指標、等。 

＊全取協が行うべき必要な作業と時期を明確にすること。 

＊作業の効果・効率を高める工夫、等があれば提案すること。 

４ 実施計画 ＊本事業の実施計画（全体スケジュール、作業の実施フロー毎の

スケジュール、全取協が行うべき作業期間）、進捗管理のポイン

ト（マイルストーン）、等。 

＊作業工数の不足がないものとすること。 

＊作業の効果・効率を高める工夫、等。 

５ 情報セキュ

リティ 

＊情報の受け渡し、社内での情報管理において、セキュリティは

充分であるか。（対象文書は公表情報であるため、高度なセキュ

リティを必要としない。） 

６ 関連分野の

実績 

＊組織としての過去の経験、類似分野の翻訳の実績、業務遂行上

有効な知識の有無、等。 
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３.２ 提案書様式 

① 提案書及び評価項目一覧はＡ４判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、

原則としてＡ３判にて提案書の中に折り込む。 

② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。その際のファイル形式は、原則とし

て、Microsoft-Word、Microsoft Office（2007以降）、Open OfficeまたはＰＤＦ形式

のいずれかとする（これに拠りがたい場合は、全取協まで申し出ること）。 

 

３.３ 留意事項 

① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても、

評価が可能な提案書を作成する。 

② 応募者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資

料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の

対応が取れるようにする)。 

③ 全取協から連絡が取れるよう、提案書には連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、及びメー

ルアドレス）を明記する。 

④ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと全取協が判断した場

合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求め

る場合がある。 

⑤ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式（加算方式）の技術評価に

使用する。 

⑥ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案す

ること。 

⑦ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 
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Ⅲ．評価項目一覧   １．遵守確認事項   「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」の英訳業務 
 

項目 内容説明 遵守確認 

0 遵守確認事項     

 

(1) 納入物件 Ⅰ．仕様書「７．納入関連」に記載の納入物件を一括して納入すること。  

(2) 業務の範囲 Ⅰ．仕様書「４．業務内容」に記載している項目を一括して受託すること（部分についての提案は認めない）。  

(3) 業務の実施方針等 Ⅰ．仕様書「４．業務内容（2）翻訳・編集に関する要件」に従い、作業を行うこと。  

(4) 業務従事者の経験・能力 Ⅰ．仕様書「５．事業の実施体制と必要なスキル」を満たす要員が従事すること。  

(5) スケジュール 実施計画を明確に定め、作業毎の工程管理を行い、納入期限を守ること。  
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Ⅲ．評価項目一覧    ２．評価項目    「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」の英訳業務 
 

評価項目 得点配分 
提案書

頁番号 

項番 項目 提案要求事項 評価区分 基礎点 加点 合計  

1 実施体制 

* 本事業を遂行するのに、十分な体制が整備されているか。 

* 英訳作業、ネイティブチェック作業、編集作業を遂行可能な体制となっているか。 

「Ⅱ．作成要領

3.1 提案書の

構成及び記載

事項」の「[表 6 

提案書目次及

び提案要求事

項]」内「求め

られる提案要

求事項」参照。 

必須 10 - 

20 

 

* 作業の効果・効率を高める方策や成果物の品質を高める方策、管理体制、連絡体

制などで、独自の優れた提案となっているか。 
任意 - 10  

2 
各担当者の 

役割とスキル 

* ネイティブチェック担当者は本事業内容に関する知識・知見を有しているか。 

* プロジェクトリーダーの経験は十分であるか。 

* プロジェクトリーダーとしての経験５年以上。 

* プロジェクトリーダーとしての実施プロジェクト５件以上。 

必須 10 - 

20 

 

* その他、本事業の遂行にとって有益な役割分担やスキル所有者の割り当て、作業

分担など、独自の優れた提案となっているか。 
任意 - 10  

3 作業の流れ 

* 作業の流れが明確になっているか。 

* 実際の業務の翻訳担当者または業務範囲を把握する担当等と全取協で、打合せ可

能であるか。 

* 全取協が行うべき必要な作業と時期についても明確になっているか。 

* それは本事業を遂行するのに十分で妥当か。 

必須 10 - 

20 

 

* その他、本事業の遂行にとって有益な作業方法や作業の効果・効率を高める工夫

等、独自の優れた提案となっているか。 
任意 - 10  

4 実施計画 

*業務の実施計画が提案されているか。それは本事業を遂行するのに十分で妥当か。 必須 10 - 

20 

 

* その他、本事業の遂行にとって有益な実施計画の方法、管理ポイントの設定、作

業の効果・効率を高める工夫等、独自の優れた提案となっているか。 
任意 - 10  

5 情報セキュリティ * 情報の受け渡し、社内での情報管理において、セキュリティは充分であるか。 必須 10 - 10  

6 関連分野の実績 

* 本事業の遂行にとって有益で効果を高めると考えられる、組織としての関連分野

の実績があるか。 

* その他、業務遂行上有効な知識があるか。 

任意 - 10 10  
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Ⅳ．評価手順書(加算方式) 

 
これは「「２０１７年版中小企業白書」及び「２０１７年版小規模企業白書」の英訳業

務に係る評価手順を、取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び加点方法等

は、以下のとおり。 

 

１．落札方式及び得点配分 

１．１ 落札方式 

次の要件を共に満たしている者のうち、「１.２ 総合評価点の計算」によって得られ

た数値の最も高い者を落札者とする。 

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

②「Ⅲ．評価項目一覧」の「１．遵守確認事項」における「遵守確認事項」及び 

「２．評価項目」における「評価区分」の必須項目を全て満たしていること。 

 

１.２ 総合評価点の計算 

 

 

技術点 ＝ 基礎点 ＋ 加点 

価格点 ＝ 価格点の配分 × ( 1 － 入札価格 ÷ 予定価格) 

 

１.３ 得点配分 

技術点の配分を１００点、価格点の配分を５０点とする。 

技術点 １００点 

価格点 ５０点 

 

２．評価の手続き 

２．１ 一次評価 

一次評価として、「Ⅲ．評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たし

ているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「２.２ 二次評価」

を行う。 

①「１．遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 

②「２．評価項目」内の「提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が

記入されていること。 

 

２.２ 二次評価 

上記「２.１ 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「３．評価項目の加点方法」

に基づき技術評価を行う。 

評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果（得点）の

平均値（小数点第２位以下切捨て）をもって技術点とする。 

 

 

 

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 
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２.３ 総合評価点の算出 

以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 

①「２.２ 二次評価」により算定した技術点 

②「１.２ 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点 

 

３．評価項目の加点方法 

３.１ 評価項目得点構成 

評価項目（提案要求事項）毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎

点、任意項目は加点として付与する。 

なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅲ．評価項目一覧」の「２．評価項

目」内の「提案要求事項」を参照すること。 

 

３.２ 基礎点評価 

提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は０点

とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価（０点）した場合は、その

応募者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 

 

３.３ 加点評価 

任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 

 

評価ランク 評価基準 配点 

（１０点満点） 

Ｓ  通常の想定を超える卓越した提案内容である。  １０ 

Ａ  通常想定される提案としては最適な内容である。  ６ 

Ｂ  概ね妥当な内容であると認められた。 ３ 

Ｃ  内容が不十分である、あるいは記載がない。  ０ 

 


