
- 1 - 

 

インバウンドサイクリングコース活用事業にかかる 

プロモーション業務委託仕様書 
 

１ 自治体連携の経緯 

  国内旅行の年間宿泊数、年間旅行回数及び平均旅行消費額等は年々減少している

一方、外国人観光客は連泊を前提としていることもあり、年間宿泊数及び平均旅行

消費額は日本人のそれを上回っている。また、日本を訪れる外国人観光客は年々増

加しているが、東北を訪れる外国人は他の地域に比べ依然少なくその中でも秋田県

は少ない状態が続いている。 

  県内に目を向けると、県内一の観光地である仙北市には年間約３万人の外国人観

光客が訪れ県内シェアの約３０％を占めている。そこで、仙北市を起点とする「み

ずほの里ロード」を中心にサイクリングコースを整備し、仙北市を訪問した外国人

観光客を周辺自治体の大仙市、美郷町にも呼び込み、滞在型のコースを提案し地域

経済の活性化を図るため、大仙市、仙北市及び美郷町(以下、「３市町」)による連

携事業として、インバウンドサイクリングコース活用事業(以下、「本事業」)を実

施する。 

 

２ 事業の目的 

  ３市町では、奥羽山脈の麓に広がる田園風景と豊かな自然を抱える「みずほの里

ロード」やその周辺を活用しサイクリングコースとして整備することで、台湾及び

欧米豪で特に根強い人気があるサイクリングを主軸に更なる訪日観光客の増加と

広域周遊の実現を図り、交流人口の拡大及び地域活力の向上を目的とする。 

  本事業は、ターゲットとして重要視している台湾、オーストラリア及び欧州で総

合的なプロモーション活動を行うと共に、サイクリング有識者を招聘した外国人サ

イクリスト等招聘事業の実施に係る業務を一括して委託する。 

 

３ 適用範囲 

本仕様書は、インバウンドサイクリングコース活用事業にかかるプロモーション

業務委託に適用する。 

 

４ 適用基準及び疑義 

  本業務の履行にあたっては、秋田県委託業務共通仕様書、本仕様書のほか、財務

規則等の関係法令に基づき実施しなければならない。また、実施要領及び本仕様書

に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度、３市町及び受託者が協

議のうえ定めるものとする。 

 

５ 委託期間 

  契約締結の翌日から平成３１年３月１日まで 
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６ 業務の内容 

（１） 外国人サイクリスト等招聘事業の開催 

  ア）概要 

外国人のサイクリング有識者、旅行業者及びメディア関係者等を招聘し、３

市町が設定したサイクリングコースを活用した外国人サイクリスト等招聘事

業を企画し実施する。また、事業の開催風景を撮影し１２月に行われるオー

ストラリア及び台湾でのプロモーション活動に効果的なＰＲ映像を作成する。 

  イ）開催日程等 

    ①と き 平成３０年１０月下旬～１１月上旬のうち２泊３日 

    ②コース 別添コース図面を基本として設定するが、詳細な日程及びコース

については、３市町及び本事業のアドバイザーと協議して決定す

る。なお、天候やその他事情により設定したコースが変更される

場合がある。 

    ③事業全体の運営及びスケジュール管理を行うこと。 

  ウ）オープニング 

    事業のスタート前に開会式等のセレモニーを行うこと。 

エ）招聘者 

    ①招聘者は１２名の外国人とすること。 

    ②招聘者はサイクリング愛好者でパワーブロガー、サイクリング団体、旅行

業者及びメディア関係者など、情報発信力の大きい有識者とすること。 

③招聘者のうち、１２月に訪問するオーストラリア及び台湾に影響力のある

サイクリストを、それぞれ２名以上含めること。 

④招聘者のうち、１２月に訪問するオーストラリア及び台湾の旅行業者を、

それぞれ２社以上招聘すること。 

⑤招聘者からは、招聘終了後に動画インターネットサイトやＳＮＳ等で情報

発信してもらうこと。 

  オ）ガイド 

    ガイドについては、３市町で実施するガイド育成業務により育成されたガイ

ドとする。(ガイドは事務局が７名以内で指定する) 

  カ）緊急時の体制等 

    ①サポートカーの配置及びサポートスタッフは３市町が用意する。 

    ②緊急時にスムーズな対応を図るため、３市町及び本業務のアドバイザーと

協議し対応対策及び連絡体制を整えること。 

    ③事業実施中の事故へ対応するための傷害保険等への加入等、万全な安全対

策を講じること。保険の内容は、死亡・後遺障害、入院・通院・第三者へ

の賠償責任等をカバーすること。 
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  キ）アンケート調査 

    ①招聘者に対し、多言語によるアンケートを行うこと。アンケート内容につ

いては、３市町と本業務のアドバイザーと協議し決定する。 

    ②アンケートを回収、集計、分析を行い、今後のガイドツアー等に向けた方

向性や課題をまとめ報告書により提出すること。 

  ク）ＰＲ映像 

    ①成果品の著作権等は３市町に帰属する。 

    ②外国人招聘イベントの様子を撮影し、ＰＲ映像として使用できるよう加工、

音楽、字幕挿入等の編集を行うこと。挿入する字幕は英語とする。 

    ③ドローンを活用して空撮を行う場合は、必要に応じて撮影許可を取ること。 

    ④動画インターネットサイトやＳＮＳでの公開を想定し、２分程度の映像と

する。 

    ⑤映像の規格は、１６：９とする。 

    ⑥納品媒体は、データ及びＤＶＤとしＤＶＤはラベル及びタイトル等を印刷

した専用ハードケースに納入して納品すること。 

     ※リージョンALL設定とすること。 

    ⑦ＤＶＤの納品数は、各市町に４枚を１組とする。 

ケ）委託経費に含まれるもの 

    ①招聘者の選定及び必要な場合は通訳の選定にかかる経費 

    ②招聘者、通訳及び撮影隊の映像撮影現場までの旅費、交通費及び宿泊費 

    ③宿泊施設、食事提供場所等との交渉 

    ④招聘者及び通訳への謝礼、その他招聘に必要な経費 

⑤事業実施に必要な経費 

⑥体験、施設入館及びコース運行に必要な経費 

    ⑦ガイドの謝礼(秋田県の最低賃金７３８円×７時間＝５，１６６円を想定) 

    ⑧映像作成に係る素材の収集 

    ⑨使用する映像及び音声にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び

調整 

    ⑩出演者、協力者、地権者等への交渉に必要な経費 

    ⑪使用料、出演料、謝礼等の撮影に必要な経費 

    ⑫その他等必要と認められる経費 

 

（２）オーストラリア商談会への参加と旅行業者への訪問 

  ア）概要 

    日本政府観光局(JNTO)シドニー事務所が主催する、ＢtoＢの商談会において、

本事業を紹介するブースを出展し本事業の魅力を来場者に向けて発信し、３

市町への誘客に繋げること。 
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    また、商談会終了後に本事業の旅行商品造成を目的として旅行業者へセール

ス訪問をすること。 

  イ）商談会の開催日等 

    と き 平成３０年１２月４日(火)及び６日(木)に開催される商談会 

    ところ シドニー及びブリスベン 

    ※日本政府観光局では例年２都市に出展している、今年度の詳細は未定のた

め日本政府観光局のホームページ等で確認すること。 

    ※９月には詳細が決定する予定。本事業で出展を希望する都市は、シドニー

及びブリスベンとする。 

  ウ）商談会の主なブース出展内容 

    ①本事業の魅力を発信するためのブース装飾 

     ※宣伝用写真を撮影し、ブース及び旅行業者へのセールス資料等に活用す

ること 

    ②ブース内での展示、ＰＲ映像放映 

     ※ＰＲ映像、エリアガイド及びマップは平成２９年度に制作済のものと本

契約で制作した映像を使用すること 

    ③来場者に向けた本事業をＰＲできるノベルティを準備すること 

    ④その他、必要と思われる展示及びイベント 

  エ）旅行業者へのセールス訪問の概要 

    ①日本へのツアー造成実績がある旅行業者を選定すること 

    ②訪問する際に使用する、本事業の企画書及びチラシ等のＰＲ資料の翻訳は

英語で行うこと 

  オ）委託経費に含まれるもの 

    ①資料及び素材の収集、制作及びデザイン等にかかる経費 

    ②通訳、翻訳にかかる経費(通訳の渡航費、宿泊費及び現地交通費を含む) 

    ③ブース出展料 

    ④ブースで使用する備品の購入又はレンタルにかかる経費 

    ⑤ノベルティ及び宣伝素材の撮影等にかかる経費 

    ⑥ブース装飾品の制作、設置、撤去及び梱包にかかる費用及び日本国内、日

本－オーストラリア間の送料(３市町が指定する物品を含む)  

    ⑦ブース運営、セールス訪問にあたるスタッフの渡航費、宿泊費及び現地交

通費 

    ⑧使用する画像等にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び調整 

    ⑨その他、必要と認められる経費 

  カ）その他 

    ①商談会及び旅行業者セールス訪問には、３市町の職員と本事業のアドバイ

ザー等も同行しセールスプロモーション活動を行う。３市町の職員及びア
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ドバイザーの旅費、宿泊費及び現地交通費は、それぞれ３市町及びアドバ

イザーが負担する。 

    ②商談会及び旅行業者セールス訪問の期間中、通訳を同行させること。 

    ③必要な資料等を制作する際は、本事業のアドバイザーの意見を反映させる

こと。 

    ④旅行業者へのセールス訪問先を選定する際も上記③同様に本事業のアドバ

イザーの意見を反映させること。 

 

（３）台湾旅行博への参加と旅行業者への訪問 

  ア）概要 

    (一社)東北観光推進機構等が主催する、「日本東北遊楽日２０１８だいすき・

とうほく」において、本事業を紹介するブースを出展し本事業の魅力を来場

者に向けて発信し、３市町への誘客に繋げること。 

    また、旅行博終了後(旅行博最終日の翌日等)に本事業の旅行商品造成を目的

として旅行業者へセールス訪問をすること。 

  イ）旅行博の開催日等 

    と き 平成３０年１２月１４日(金)～１６日(日) ３日間 

    ところ 台湾 台北市 

    来場者 １２５，０００人(昨年度の実績) 

    ※会場、ブース出展料及びブースの大きさ等の詳細情報は現在のところ未定

のため、(一社)東北観光推進機構又は日本政府観光局(JNTO)のホームペー

ジ等で確認すること。 

  ウ）旅行博の主なブース出展内容 

    ①本事業の魅力を発信するためのブース装飾 

     ※宣伝用写真を撮影し、ブース及び旅行業者へのセールス資料等に活用す

ること 

    ②ブース内での展示、ＰＲ映像放映 

     ※ＰＲ映像、エリアガイド及びマップは平成２９年度に制作済のものと本

契約で制作した映像を使用すること 

    ③本事業の魅力を発信するための体験イベント 

     ※来場者のブース滞在時間を延ばすための、魅力ある日本文化体験を提案

すること。 

    ④来場者に向けた本事業をＰＲできるノベルティを準備すること 

    ⑤その他、必要と思われる展示及びイベント 

  エ）旅行業者へのセールス訪問の概要 

    ①日本へのツアー造成実績がある旅行業者を選定すること 

    ②訪問する際に使用する、本事業の企画書及びチラシ等のＰＲ資料の翻訳は

中国語(繁体字)で行うこと 
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  オ）委託経費に含まれるもの 

    ①資料及び素材の収集、制作及びデザイン等にかかる経費 

    ②通訳、翻訳にかかる経費(通訳の渡航費、宿泊費及び現地交通費を含む) 

    ③ブース出展料 

    ④ブースで使用する備品の購入又はレンタルにかかる経費 

    ⑤ブースでの体験イベント、ノベルティ及び宣伝素材の撮影等にかかる経費 

    ⑥ブース装飾品の制作、設置、撤去及び梱包にかかる経費及び日本国内、日

本－台湾間の送料(３市町が指定する物品を含む)  

    ⑦ブース運営、セールス訪問にあたるスタッフの渡航費、宿泊費及び現地交

通費 

    ⑧使用する画像等にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び調整 

    ⑨その他、必要と認められる経費 

  カ）その他 

    ①旅行博及び旅行業者セールス訪問には、３市町の職員も同行しセールスプ

ロモーション活動を行う。３市町の職員の旅費、宿泊費及び現地交通費は、

それぞれ３市町が負担する。 

    ②旅行博及び旅行業者セールス訪問の期間中、通訳を同行させること。 

    ③必要な資料等を制作する際は、本事業のアドバイザーの意見を反映させる

こと。 

    ④旅行業者へのセールス訪問先を選定する際も上記③同様に本事業のアドバ

イザーの意見を反映させること。 

    ⑤旅行博には、大仙市が別に契約する事業者も出展するため可能な限り連絡

を取り出展作業及びブース運営を行うこと。 

※契約締結後に、事業者を紹介する。 

 

（４）雑誌広告の掲載 

  ア）概要 

    ヨーロッパにおいて人気があり且つ発行部数の多い雑誌等に、本事業の魅力

を発信できる広告を掲載し、３市町への誘客に繋げること。 

  イ）想定する雑誌 

    ①スポーツ全般を扱う雑誌 

②サイクリングに特化した雑誌 

③旅行全般を扱う雑誌 

④現地アクティビティを扱う旅行雑誌 等 

  ウ）広告の内容 

    ①平成２９年度に制作した本事業のロゴを使用すること 

    ②現地外国人に本事業の魅力が伝わるデザインとすること 

    ③掲載する雑誌及び回数は、受託事業者の提案を受け決定する 
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  エ）委託経費に含まれるもの 

    ①資料及び素材の収集、制作及びデザイン等にかかる経費 

    ②通訳、翻訳にかかる経費 

    ③掲載にかかる経費 

    ④使用する画像等にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び調整 

    ⑤その他、必要と認められる経費 

 

（５）ＰＲ映像の宣伝活動 

  ア）概要 

    インターネットを活用し、主に平成２９年度に制作したＰＲ映像及び本契約

で制作した映像の再生回数を増やす等の宣伝活動を行い、３市町への誘客に

繋げること。 

  イ）想定する宣伝活動 

    ①動画再生サイトへの広告掲載 

②ＳＮＳへの広告掲載 

③海外のメディア広告掲載 

  ウ）広告の内容 

    ①現地外国人に本事業の魅力が伝わるデザインとすること 

    ②掲載するサイト及び回数は、受託事業者の提案を受け決定する 

  エ）委託経費に含まれるもの 

    ①資料及び素材の収集、制作及びデザイン等にかかる経費 

    ②通訳、翻訳にかかる経費 

    ③掲載にかかる経費 

    ④使用する画像等にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び調整 

    ⑤その他、必要と認められる経費 

 

（６）ホームページを活用した効率的なプロモーション等 

  ア）概要 

    本事業のホームページ(http://northtime-bikeway.com 以下の内容[日本語･

英語･中国語(繁体字)･韓国語]を含む)を活用し、ターゲットに対する効果的

なプロモーションを行うとともに、分析レポート及び情報発信方法の磨き上

げを行うこと。 

    ※上記ホームページは、平成２９年度に３市町が委託した株式会社トスマッ

クが制作したホームページ。 

  イ）業務内容 

    ①ホームページへのプロモーション記事の投稿、管理 

    ②不正アクセスの対応、データバックアップ及び情報発信方法の磨き上げ 

    ③３市町が情報をアップする際の翻訳業務(英語･中国語[繁体字]･韓国語) 
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    ④ホームページの分析レポート等に関する情報提供業務 

     (月ごとのアクセス件数、ページビュー数等の数値情報の報告) 

  ウ）委託経費に含まれるもの 

    ①不正アクセス対応、データバックアップ及び情報発信方法の磨き上げにか

かる経費 

    ②翻訳にかかる経費 

    ③分析レポートに関する経費 

    ④その他、必要と認められる経費 

 

（７）エリアガイド･マップの増刷 

  ア）概要 

台湾及びオーストラリアの旅行博及び旅行業者訪問に合わせ、エリアガイド

及びコースマップを最新の情報に修正し、プロモーション活動を実施する。 

  イ）事業内容 

    ３市町から提供を受けた情報に基づき、エリアガイド及びコースマップの増

刷に関する業務。 

※３市町は、旅行博等に向けて最新情報に更新が必要な箇所及びそのテキス

トを受託者に提供する 

※平成２９年度に作成したエリアガイド及びコースマップのデータは、３市

町が受託者に提供する 

  ウ）増刷部数 

 大仙市 仙北市 美郷町 

エリアガイド(英語) ５００部 ５００部 ５００部 

コースマップ(英語) ５００部 ５００部 ５００部 

エリアガイド(繁体字) ５００部 ５００部 ５００部 

コースマップ(繁体字) ５００部 ５００部 ５００部 

計 ２，０００部 ２，０００部 ２，０００部 

     ※上記の部数を印刷し、３市町にそれぞれ納品すること。 

  エ）委託経費に含まれるもの 

    ①資料及び素材の収集、制作等にかかる経費 

    ②翻訳にかかる経費 

    ③使用する画像等にかかる肖像権、著作権などの権利関係の処理及び調整 

    ④納品の際に発生する送料 

    ⑤その他、必要と認められる経費 

 

７ 打合せ協議 

  業務の円滑な進行を図るため、常時、３市町担当職員と連絡関係を構築し、３市

町が求める場合には打合せを行い、誠意をもって業務を遂行すること。 
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なお、打合せ後には記録簿を作成し、相互に確認すること。 

 

８ その他 

（１）著作権等 

   本プロポーザル契約で納品した成果品の著作権等は、３市町に帰属する。 

（２）本事業のアドバイザー 

   本事業では、「株式会社 美ら地球(ちゅらぼし)」の代表取締役 山田 拓 氏

とアドバイザー業務委託を契約しているため、上記委託事業にあたり、山田拓氏

の意見を反映させることを事業実施の条件とする。 

（３）翻訳 

   翻訳する際は、単に日本語を訳すのではなく各言語を使用する外国人に魅力が

伝わるような翻訳とすること。 

（４）成果物 

   ①事業終了後、速やかに成果物として実績報告書を提出すること。 

   ②実績報告書には次の事項を掲載すること。 

ⅰ）旅行博等及び旅行業者セールス訪問時の写真 

ⅱ）ＰＲ映像のＤＶＤ及びデータ 

ⅲ）旅行博等の入場者数(ブース訪問者数)、ブース訪問者の意見、セールス

訪問時の旅行業者の意見、名刺及び宣伝用写真データ 

ⅳ）ツアー造成数及びそのツアーの詳細、ツアーが造成されなかった場合は

その理由 

    ⅴ）広告を掲載した雑誌名等の詳細、雑誌に掲載した広告とその反応 

    ⅵ）ＰＲ映像の宣伝活動の内容及び成果(閲覧回数等) 

    ⅶ）ホームページの分析レポート等 

    ⅷ）増刷したエリアガイド、マップ 

   ③実績報告書はカラー印刷し、各自治体に４部を１組として提出すること 

   ④上記③のデータもＣＤ等の記録媒体で提出すること 

   ⑤実績報告書の提出期限は、平成３１年３月１日とする 

（５）成果物の納入場所 

   ①大仙市 〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1 

        大仙市役所 経済産業部 観光交流課 

   ②仙北市 〒014-0318 秋田県仙北市角館町中町36 

        仙北市役所 観光商工部 国際交流推進室 

   ③美郷町 〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 

        美郷町役場 商工観光交流課 

（６）財源 

   本委託事業は、東北観光復興対策交付金を財源とする。 
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（７）その他 

   ①自然災害等により本事業を中止することがある。中止の場合の委託金額の支

払額については、既実施分等を考慮し、委託者と受託者が協議のうえ決定す

ることとする。 

②業務にあたり使用する図表やデータ、画像等の著作権・使用権等の権利につ

いては、受託者において使用許可を取ること。受託者はその一切の責任を負

うこと。 

   ③受託者は本業務にあたり、知り得た情報を委託者の許可なく他に漏らしては

ならない。業務完了後も同様とする。 

   ④本事業のＫＰＩは次のとおりとする。受託者は達成に向けて誠意をもって事

業を遂行すること。 

事業内容 アウトプット アウトカム 

海外プロモー

ション実施 

旅行業者訪

問数 
１０社 

旅行商品造

成数 
４商品 

旅行博等へ

の参加 
２回 

ブース来訪

者数 
２，０００人 

   ※達成できなかった場合は、その理由を実績報告書に記載すること。 

   ⑤この仕様書に記載のないものは、委託者、受託者が協議のうえ決定すること

とする。 

 


