「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展に係る観光 PR ブース設営等業務委託
公募型プロポーザル実施要領
１

業務概要
(1) 案件名
「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展に係る観光 PR ブース設営等業務委託
(2) 事業目的
世界最大級の旅の総合イベント「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」
（主催：(公社)日本観光
振興協会、(一社)日本旅行業協会及び日本政府観光局）へ観光 PR ブースを出展し、茨城県、
栃木県及び群馬県の観光素材等の魅力を発信することにより、北関東三県への観光誘客を図
ることを目的とする。
(3) 業務内容
別添『
「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展に係る観光 PR ブース設営等業務委託仕様書』
（以下「仕様書」という。
）のとおり
(4) 委託契約期間（予定）
契約締結の日から令和元年 11 月 29 日（金）まで
(5) 委託契約金額の上限
9,131,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

２

プロポーザル参加資格に関する要件
(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の４第１項の
規定に該当していない者であること。
(2) 政令第 167 条４第２項の規定に基づく茨城県、栃木県及び群馬県の入札参加の制限を受けて
いない者であること。
(3) 参加表明書及び企画提案書の受付期間において、茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査
要項（平成８年茨城県告示第 254 号）に基づく競争入札参加資格、栃木県競争入札参加者資格
等（平成８年栃木県告示第 105 号）に基づく参加資格、群馬県財務規則（平成３年群馬県規則
第 18 条）第 170 条の２第３項の規定により作成された平成 30・31 年度物品購入契約資格者名
簿に登載されている者のいずれかがある者。
ただし、茨城県、栃木県及び群馬県のそれぞれにおける指名停止の措置を受けている者でない
こと。
(4) 民事再生法（平成11年法律第 225 号）第21条第 1 項若しくは第２項の規定に基づく再生手続
開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項規定に基づく再生手続開始の決定を受けた
者を除く。
）又は会社更生法（平成14年法律第 154 号）第 17 条第１項若しくは第２項の規定に
基づく更生手続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項の規定に基づく更生手続開
始の決定を受けた者を除く。
）でないこと。
(5) 茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例 36 号）
、栃木県暴力団排除条例（平成 22 年栃
木県条例第 30 号）及び群馬県暴力団排除条例（平成 22 年 10 月 28 日群馬県条例第 51 条）の
関連規定に該当しない者であること。
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(6) 地方公共団体及び国が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者である
こと。
３

プロポーザル実施の手続
(1) 予定される実施スケジュール
ア 実施要領等の公表（公告開始日）

令和元年６月 12 日（水）

イ 実施内容等に関する質問書の提出期限

令和元年６月 14 日（金）

ウ 質問に対する回答

令和元年６月 19 日（水）

エ 参加表明書の提出期限

令和元年６月 21 日（金）

オ 企画提案書の受付期限

令和元年６月 26 日（水）17 時必着

カ 審査結果の通知・公表

令和元年７月上旬

(2) 実施内容等に関する質問
プロポーザルに参加するに当たり、質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書（別
紙様式１）を栃木県観光交流課宛てに電子メール又はＦＡＸにより提出してください。
(3) 質問に対する回答
質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利害を害す
るおそれのあるものを除き、茨城県公式観光情報ホームページ「観光いばらき」
、栃木県公式
観光ホームページ「とちぎ旅ネット」及びググっとぐんま公式サイト「ググっとぐんま」上
で公開します。
(4) 参加表明書の提出
プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（別紙様式２－１）、参加資格確認書
（別紙様式２－２）を作成し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。
なお、参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、令和元年６月 26 日（水）17 時までに、
辞退届（様式任意）を提出してください。
(5) 企画提案書の作成
企画提案書は、仕様書を熟読の上、作成してください。
(6) 企画提案書の提出
ア 提出書類
(ｱ) 企画提案書：９部（正本３部、副本６部）
ａ

観光ＰＲブースの企画デザイン、装飾内容、備品等の配置計画、運営方法等の提案

ｂ

具体的かつ詳細な実施計画、実施体制、人員体制及びスケジュール

ｃ

その他関連する提案

ｄ

本業務と類似した業務実績等

※審査の公正を期すため、副本には参加者名を記入しないでください。
(ｲ) 会社概要又は会社概要パンフレット：３部
(ｳ) 見積書：３部
企画案実施のために必要な経費（消費税含む。
）については、全体の見積金額とその費
目ごとの内訳をできる限り詳細に記載すること。
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※経費見積りにより算定した金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した額を記載する
こと（円未満切り捨て）
。
(ｴ) 事業委託に係る過去の実績：３部
イ 提出期限
令和元年６月 26 日（水）17 時必着
ウ 提出先
北関東三県広域観光推進協議会事務局
（栃木県 産業労働観光部 観光交流課 デスティネーションキャンペーン推進班 大野）
住 所：〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20
電 話：028－623－3305
ＦＡＸ：028－623－3306
E-Mail：kanko@pref.tochigi.lg.jp
エ 提出方法
持参又は郵送（書留郵便に限る。）
(7) 企画提案書等提出書類の取扱い
ア 提出期限後において、提出書類の変更、差替、再提出又は撤回は認めません（審査に影響
を与えない軽微なものを除く）
。
イ 提出期限後において、提出書類は理由のいかんを問わず返却しません。
ウ 提出書類は、審査に必要な範囲において複製を作成することがあります。
エ 企画提案書は、茨城県情報公開条例（平成 12 年茨城県情報公開条例第５号）、栃木県情報
公開条例（平成 11 年栃木県条例第 32 号）及び群馬県個人情報公開条例（平成 12 年群馬県
条例第 83 号）に基づく情報公開請求の対象となります。
４

委託候補者の選定
参加表明書が参加要件に該当する旨を確認した後、次により審査を行います。
(1) 審査方法
企画提案書の提案者によるプレゼンテーションは実施せず、北関東三県広域観光推進協議
会（以下「協議会」という。）が設置するプロポーザル審査委員会により、提出された企画提
案書等を総合的に審査して委託契約候補者を選定します。
ただし、審査結果いかんによっては、いずれの参加者も契約候補者に選定しないことがあ
ります。また、参加者が１者であった場合には、総合的に評価して契約候補者としての適否
を判断します。
なお、審査委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。
(2) 評価項目
別表のとおり
(3) 審査結果の通知
審査結果については、審査後、速やかに参加者宛て通知するとともに、契約候補者の名称
等を茨城県公式観光情報ホームページ「観光いばらき」、栃木県公式観光ホームページ「とち
ぎ旅ネット」及びググっとぐんま公式サイト「ググっとぐんま」に掲載します。
なお、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。
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５

契約に関する事項
委託業務の実施に際して、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するものではあ
りません。選定後には、候補者と企画提案書の内容をもとにして、業務の履行に必要な具体的
条件等の協議や調整を行い、随意契約の手続に進むこととします。

６

業務の適正な実施に関する事項
(1) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができま
せん。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、協議会と協議の上、業
務の一部を委託することができます。
(2) 個人情報の保護
受託者が当該業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、茨城県個人情報の保護に
関する条例（平成 17 年茨城県条例第１号）、栃木県個人情報保護条例（平成 13 年栃木県条
例第３号）及び群馬県個人情報保護条例（平成 12 年群馬県条例第 85 条）に準じて、その取
扱いに十分留意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めてください。
(3) 守秘義務
受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。委託業務
が完了し、契約が解除された後においても同様とします。

７

業務の継続が困難となった場合の措置
協議会と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措
置は、次のとおりとします。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由による場合
受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、協議会は契約の
全部又は一部を解除することができ、委託料の全部又は一部を返還させることができるもの
とします。
この場合、協議会に損害を与えたときは、その損害に相当する額を、受託者が賠償するも
のとします。
(2) その他の事由による場合
天災その他協議会及び受託者双方の責めによらない事由により業務の全部又は一部の継
続が困難となった場合、協議会の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、協議会は、
当該部分についての委託料の支払を免れるものとします。

８

支払条件
(1) 業務委託料の支払いについては、業務完了確認後の精算払とします。
(2)本業務の遂行上必要がある場合には、受託者は概算払を請求することができます。

９

失格事項
以下の事項に該当する場合は、失格となることがあります。
(1) 提出された書類の記載内容が業務委託仕様書等に示す条件に適合しない場合
(2) 提出された書類に虚偽の内容が記載されていた場合（ヒアリング内容に虚偽があった場合含
む。
）
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その他
(1) 事業の成果は協議会、茨城県、栃木県及び群馬県に帰属します。
(2) 応募の際に要する経費やプロポーザル参加に要する経費等については、参加者の負担としま
4

す。
(3) 提出された書類は返還しません。
(4) 提案事業者が応募資格を満たさないことが判明した場合や提出書類に虚偽の記載がある場
合には、当該提案者は失格となります。
(5) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法
に定める単位に限ります。
(6) 提出書類及び選考の経過は非公開とします。
(7) 本プロポーザルへの参加により、協議会、茨城県、栃木県及び群馬県から知り得た情報は、
他者に漏らしてはなりません。

附則
この要領は、令和元年６月 12 日から施行し、受託候補者が決定した翌日にその効力を失う。
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「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展に係る観光 PR ブース設営等業務委託仕様書
１ 委託業務名
「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展に係る観光 PR ブース設営等業務委託
２ 委託業務概要
(1) 業務目的
世界最大級の旅の総合イベント「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」（主催：(公社)日本観光
振興協会、(一社)日本旅行業協会、日本政府観光局）に観光 PR ブースを出展し、茨城県、栃
木県及び群馬県の観光素材等の魅力を発信することにより、北関東三県への観光誘客を図る。
(2) 業務内容
ア 「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展概要
(ｱ) 開催概要
ツーリズム EXPO ジャパンは、平成 25 年度まで実施していた「旅フェア日本」
（主催：
(公社)日本観光振興協会）と「JATA 旅博」
（主催：(一社)日本旅行業協会）が統合し、平
成 26 年度に初めて開催。国内外の旅行業関係者、報道関係者が来場するほか、一般公開
も実施される。
(ｲ)
(ｳ)

(ｴ)
(ｵ)

(ｶ)

※詳細はツーリズム EXPO ジャパン公式ウェブサイト参照（http://t-expo.jp/）
会期
令和元年 10 月 24 日（木）～27 日（日）
場所
インテックス大阪
（大阪府大阪市住之江区南港北１－５－１０２）
主催
(公社)日本観光振興協会、(一社)日本旅行業協会、日本政府観光局
出展内容
上記イベントにてブースを出展し、商談及び観光 PR を行う。
※商談は 10 月 24 日（木）～10 月 25 日（金）の２日間
前回(2018)実績
来場者数 207,352 名
出展者数 1,441 企業・団体（全国 47 都道府県と世界 136 カ国・地域）

イ 企画デザインの提案
(ｱ) 出展ブース装飾面積、方式
１4 小間（茨城県４小間、栃木県６小間、群馬県４小間）
（１小間：３ｍ×３ｍ）
、小間（スペース）渡し装飾方式
（縦：５小間 ３ｍ×５、横：３小間 ３ｍ×３（想定）
）
※ただし、東日本旅客鉄道株式会社大宮支社及び東武鉄道株式会社と共同出展する
ため、ブースレイアウトは合計 18 小間で提案すること。
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(ｲ) 企画デザインの提案
以下ａ～n の内容を踏まえた、観光 PR ブースの企画デザイン、装飾内容、備品等の配置
計画、運営方法等を提案すること。
ａ 茨城県、栃木県及び群馬県の統一観光キャッチコピー及びロゴマークを提案すること。
ｂ 北関東三県の歴史、自然、グルメ等魅力ある観光素材を効果的に PR すること。
ｃ ブース内には、
「観光 PR ステージ」及び「商談スペース」を設けること。なお、商談ス
ペースは９セット以上とし、できる限りのセット数を設けること。
ｄ ブース運営に必要なスタッフ（MC 含む）を手配すること。
ｅ 「観光 PR ステージ」及び「JAPAN ステージ」では、北関東三県の観光の魅力を訴求でき
る、効果的な演出を施すこと。なお、具体的な出演調整は、北関東三県広域観光推進協議
会（以下「協議会」という。
）と連携しながら行うとともに、その際に発生する謝金等の
経費も委託料に含めること。
ｆ 「試飲試食・物販コーナー」については、提案に含めてもよい。
ｇ 机又はパンフレットラック等を手配し、A4 パンフレットが 150～200 種類程度掲出で
きるスペースを確保すること。
ｈ 滞在性・回遊性の高いレイアウトにし、来場者の動線が円滑になるよう工夫すること。
ｉ ブース内にバックヤードを設けること（物販品の保管等）
。
ｊ ブース内に映像放映設備を設けること（観光 PR 映像等を放映）
。
ｋ 海外の旅行業関係者が来場することも踏まえ、装飾の一部には多言語表記も行うこと。
ｌ インパクトのあるブースにするため、高さ等の空間も有効に活用し、来場者を惹きつけ
る装飾を施すこと。
ｍ その他、観光 PR に有効な企画を提案すること。
ｎ 東日本旅客鉄道株式会社（大宮支社）[２小間]及び東武鉄道株式会社［２小間］が別途
出展予定（一体となって出展）のため、ブース装飾や運営等については、一体感が高めら
れるよう、連携を図ること。
(ｳ) その他
ａ ブース出展申込みは協議会にて実施済
ｂ ブース出展料は、協議会が主催者に直接支払うため、委託料には含めないこと。
ｃ テレビ、モニターやライト等の電気機器を使用する場合は、別途電気工事が必要となる
ため、委託料に含めること。
ｄ ブース設営に必要な観光素材等のデータは受託者で手配すること。
ｅ 最終的なブースレイアウトは、小間割りが確定する出展者説明会（令和元年７月５日）
後、協議会並びに共同出展する東日本旅客鉄道株式会社大宮支社及び東武鉄道株式会社
と協議の上、決定すること。
ウ 観光 PR ブースの設営・撤去、運営等
(ｱ) ブースの設営、備品・物品等の搬入
期日：令和元年 10 月 23 日（水）
(ｲ) ブースの撤去、備品・物品等の搬出
期日：令和元年 10 月 27 日（日）
(ｳ) ブースの運営
ａ ブース運営に必要な人員（MC 含む。
）を配置すること。
ｂ 必要な備品等の手配を行うこと。
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ｃ 別途指定のある宣伝物等の運搬を行うこと（搬入、搬出に係る費用も委託料に含む。
）
。
(ｴ) その他
ａ 主催者や共同出展する東日本旅客鉄道株式会社大宮支社、東武鉄道株式会社、北関東
三県内市町村等と連絡調整を行うこと。
ｂ 出展者説明会等に出席すること。
ｃ 主催者に対する出展内容の報告、許可申請、各種支払（ブース出展料以外）等の手続を
行うこと。
ｄ その他出展に付帯する業務を行うこと。
エ 装飾施工図面及びその他必要書類の作成及び提出
(ｱ) 装飾施工図面の作成及び提出
協議会と協議の上、決定した企画デザイン及び出展内容について、別途定める期日まで
に、装飾施工図面を作成し、別途指定する箇所へ提出すること。
(ｲ) その他必要書類の作成、提出
その他、出展に必要な書類等を別途定める期日までに作成し、別途指定する箇所へ提出
すること。
オ 事業実施報告書の作成、提出
業務完了後、事業実施報告書を作成のうえ、紙及び電子データ（CD-ROM 等のメディアへ収
録する。
）にて提出すること。
＜提出先＞
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1－1－20
北関東三県広域観光推進協議会事務局
（栃木県 産業労働観光部 観光交流課 デスティネーションキャンペーン推進班）
電 話：028-623-3305
F A X：028-623-3306
E-Mail：kanko@pref.tochigi.lg.jp
３ 履行期間
契約締結日から令和元年 11 月 29 日（金）まで
４ 特記事項
当委託業務の契約に関する費用（印紙代を含む。
）は、受託者の負担とする。
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