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 下記の業務について、企画提案に係る手続開始にあたり、参加希望者の募集を行います。 

  平成 28 年８月３日 

「おんな城主 直虎」推進協議会 

（担当：静岡県文化・観光部観光振興課） 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

平成 28年度大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務 

(2) 業務内容 

ＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主 直虎」の放映を好機とした誘客活動を推進するため、井伊直虎や井

伊家をはじめ、ゆかりの深い戦国武将、徳川家康や今川家等、県内及び近隣県のゆかりの事物を観光素

材として活用する誘客ツールを作成する。 

・タイトル、テーマの設定 

・誘客ツールの作成 

・企業広告の掲載 

(3) 委託価格の限度額 

2,000 千円（税込み） 

２ 委託期間 

  契約締結日～平成 28年 11 月 30 日 

なお詳細は、平成 28年度大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託募集要領のとおり。 

【募集要領及び関係様式】 

  別紙のとおり 



平成２８年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託 

企画提案募集に関する要領等 

・募集要領 

・業務仕様書 

・企画提案書作成要領 

・選定基準 
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平成 28 年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託募集要領 

１ 業務の概要 

（１）目的 

   NHK 大河ドラマ「おんな城主 直虎」の放映を好機とした誘客活動を推進するため、井伊

直虎や井伊家をはじめ、ゆかりの深い戦国武将、徳川家康や今川家等、県内及び近隣県のゆ

かりの事物を観光素材として活用する誘客ツールを作成する。 

（２）業務の名称 

平成 28年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務 

（３）実施期間 

平成 28年９月（契約日）～平成 28年 11 月 30 日（水） 

（４）予算額 

2,000 千円（税込） 

２ 業務の内容 

・タイトル、テーマ設定 

・誘客ツールの作成 25,000 部以上 

・企業広告の掲載 

詳細は、別添「大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務仕様書」のとおり。ただし、仕様書

の内容は、契約後、予算の範囲内で変えることができるものとする。 

３ 応募に係る資格要件 

（１）法人であること。 

（２）冊子作成について、次のいずれかの実施実績があること。 

・地方公共団体の観光部門または観光関係団体が委託する同種の事業 

・自社または受託による観光ガイドブックの制作 

（３）次の各号いずれにも該当しないこと。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

②静岡県、浜松市から指名停止措置を受けている者 

③暴力団関係企業等 

４ 応募方法 

（１）スケジュール 

平成 28年８月３日（水） 募集要領をインターネット（「おんな城主 直虎」推進協議会 

（以下、直虎協議会）及び県観光協会ホームページ）にて公告 

平成 28年８月 16日（火） 参加申し込み期限 
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平成 28 年８月 22日（月） 企画提案書の提出期限 

平成 28年８月 24日（水）～８月 30日（火） 選定委員による書類審査 

平成 28年９月１日（木） 選定結果の通知 

（２）参加申し込み 

 企画提案に応募する場合には、別添「参加申込書」を平成 28年８月 16日（火）午後２時まで

に提出してください。 

（３）質問 

質問は、別添「質問用紙」により、ＦＡＸ又はＥメールにて受け付ける。 

受付期間：平成 28 年８月４日（木）午後２時～平成 28 年８月 10 日（水）午後２時 

送付先：ＦＡＸ番号 ０５４－２２１－３６２７ 

     Ｅメール kankou3@pref.shizuoka.lg.jp 

回答方法：質問者に対し、平成 28年８月 16日（火）までに、Ｅメールで回答するほか、イン

ターネット（直虎協議会及び県観光協会ホームページ）にて、掲示する。 

（４）企画提案書の作成 

別添「大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託企画提案書作成要領」のとおり 

（５）企画提案書の提出 

受付期間：平成 28 年８月 17 日（水）午前９時～平成 28 年８月 22 日（月）午後２時 

提出方法：持参又は郵送（書留など発送・配達の確認できる方法によること） 

提出先：静岡県文化・観光部観光交流局観光振興課 

（「おんな城主 直虎」推進協議会担当） 

〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６ 

到着確認：受付期間中に企画提案書が到着した場合、その旨をＥメールにて通知する。 

※受付期間中に全ての必要書類の提出がない場合、失格となる場合があるので、注意すること。 

※企画提案は、１社１提案とする。 

※企画提案書の提出後、追加及び修正は認めない。 

（６）選定委員による書類審査 

実施期間：平成 28 年８月 24 日（水）～８月 30日（火）  

（７）企画提案に要する費用 

企画提案に要する全ての費用は、参加者の負担とする。 

５ 選定及び選定結果 

（１）選定 

提出された企画提案書に基づき、静岡県・浜松市・関係団体の職員で構成される大河ドラマ

を活用した誘客ツール作成業務受託者選定委員会が、随意契約の相手方となる候補者を選定す

る。 

なお、この選定は、委託業務の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約
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するものではなく、選定後、候補者と直虎協議会は、企画提案書の内容をもとにして、業務の

履行に必要な具体の履行条件などの交渉を行い、これが整った場合に、随意契約の手続きを行

うものとする。 

（２）選定基準 

別添「大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務受託者選定基準」のとおり 

（３）選定結果の伝達方法 

選定結果は、平成 28年９月１日（木）に、企画提案提出者に、Ｅメールで通知する。 

６ 選定結果に対する説明 

選定されなかった者は、直虎協議会に対して選定結果について、次に従い、書面（様式は自由）

により説明を求めることができる。 

受付期間：平成 28 年９月５日（月）午前９時～平成 28 年９月８日（木）午後２時 

送付方法：ＦＡＸ又はＥメール 

送付先：静岡県文化・観光部観光交流局観光振興課 

（「おんな城主 直虎」推進協議会担当） 

ＦＡＸ番号 ０５４－２２１－３６２７ 

     Ｅメール kankou3@pref.shizuoka.lg.jp 

回答方法：平成 28 年９月 13 日（火）までに、回答をＥメールで送付する。 

７ その他 

（１）提出された書類の取扱 

提出された書類は返却しない。 

また、直虎協議会及び選定委員会で使用する場合に限り、複写を行う。 

（２）辞退 

企画提案書の提出後、辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式自由）を提出する

こと。 

辞退することによって、今後、直虎協議会との取引が不利になることはありません。 

（３）失格 

次の各号いずれかに該当する場合、失格になる場合がある。 

①提出書類に不足があった場合、若しくは指示した事項に違反した場合 

②審査委員、直虎協議会事務局（静岡県、浜松市）又は本企画提案関係者に対して、本企画提

案に関わる不正な接触の事実が認められる場合 
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平成 28年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務仕様書 

１ 業務の概要 

NHK 大河ドラマ「おんな城主 直虎」の放映を好機とした誘客活動を推進するため、

井伊直虎や井伊家をはじめ、ゆかりの深い戦国武将、徳川家康や今川家等、県内及び近

隣県のゆかりの事物を観光素材として活用する誘客ツールを作成する。

２ 業務の内容 

(1) タイトル、テーマの設定

  ・歴史資源を主に観光誘客と県内及び近隣県の周遊を図るため、主なターゲットを明

確にした上で、関心を引き寄せる冊子タイトルと、冊子編集のテーマを示す。

(2) 誘客ツールの作成

 ・誘客活動に結びつく素材を整理し、冊子を作成する。

  具備すべき内容：

・井伊直虎をはじめ関係人物の紹介

・年表や人物関係の分かる説明

・県内及び近隣県の井伊家等ゆかりの地の紹介

・モデルコース、見どころの紹介

  ・周辺情報や名産・特産物の紹介

  ・地図、交通情報の掲載

仕様：A5 以上、20 ページ以上、カラー、再生コート紙（110kg）以上、

25,000 部以上

  ※仕様は、標準的なものであり、デザイン等により仕様を変更する場合は、委託者と

協議して変更する。

(3) 企業広告の掲載

  ・広告収入を制作費として追加で充当

  ・協議会会員への広告募集は、事務局から周知（協議会会員は別表のとおり）

  ・広告掲載に関する広告主との掲載調整及び広告デザインの作成

(4) 留意事項

・業務の遂行にあたっては、委託者との調整のうえ実施すること。

  ・著作権は、委託者に属する。

  ・成果品として、印刷物と併せ、委託者が電子ブック化を行うため、広告抜きのデー

タを納品すること。

３ 管理業務等 

・業務遂行上必要な進行管理・連絡調整業務

・委託者との協議



「おんな城主 直虎」推進協議会構成員一覧 

観光団体 

（17） 

奥浜名湖観光語り部の会、奥浜名湖観光協会、観光まちづくり推

進会議、舘山寺温泉観光協会、舘山寺温泉旅館組合、（公社）静岡

県観光協会、天竜区観光協会、浜名湖湖北五山連絡会、(公財)浜

松観光コンベンションビューロー、浜松観光ボランティアガイド

の会、浜松市浜北観光協会、浜松市土産品協会、浜松市雄踏町観

光協会、浜松市旅行業協会、浜松ホテル旅館協同組合、舞阪町観

光協会、三ヶ日町観光協会、 

経済団体 

（11） 

遠州中央農業協同組合、奥浜名湖商工会、天竜商工会、とぴあ浜

松農業協同組合、浜北商工会、浜名漁業協同組合、浜名商工会、

浜松商工会議所、（一社）浜松商店界連盟、（公社）浜松青年会議

所、三ヶ日町農業協同組合 

個人・団体

(5) 
德川宗家、井伊家、小和田哲男、磯田道史、川勝平太 

その他 

団体・企業

(48） 

磐田信用金庫、ＡＴＰパートナーズ㈱、㈱ＳＢＳプロモーション、

遠州信用金庫、遠州鉄道㈱、近畿日本ツーリスト㈱浜松支店、国

際観光専門学校、㈱静岡朝日テレビ、静岡エフエム放送㈱、㈱静

岡銀行、（一財）静岡経済研究所、NPO 法人静岡県西部地域しんき

ん経済研究所、（一社）静岡県バス協会、㈱静岡新聞社・静岡放送

㈱、㈱静岡第一テレビ、静岡文化芸術大学、NPO 法人出世の街浜松

プロジェクト、頭陀寺城（松下屋敷跡）を語る会、㈱JTB 中部浜松

支店、東海ビル管理㈱、東海旅客鉄道㈱静岡支社、㈱中日新聞東

海本社、㈱テレビ静岡、天竜浜名湖鉄道㈱、東武トップツアーズ

㈱、中日本高速道路㈱、（一社）日本自動車連盟、日本郵便㈱浜松

地区連絡会、㈱日本旅行浜松支店、浜名湖競艇企業団、浜松うな

ぎ料理専門店振興会、浜松エフエム放送㈱、浜松ケーブルテレビ

㈱、浜松市警察部、浜松市自治会連合会、浜松市タクシー協会、

浜松市中央警察署、（公財）浜松市花みどり振興財団、（公財）浜

松市文化振興財団、浜松信用金庫、浜松ターミナル開発㈱、浜松

まちなかにぎわい協議会、浜松料理協同組合、浜松歴女探検隊、

㈱ファミリーマート浜松営業所、細江警察署、ヤタローグループ、

龍潭寺 

官公庁 

（6） 
国土交通省中部運輸局、静岡県、御前崎市、湖西市、新城市、 

浜松市 
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平成 2８年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託に関する 

企画提案書作成要領 

１ 企画提案書の種類等

企画提案書として、下表の書類を作成してください。

名称 規格 制限ページ数 提出部数

表紙 Ａ４縦 １頁まで 正本１部、副本５部

１ 作成業務企画書 Ａ４縦 １５頁まで 正本１部、副本５部

２ 実施体制表 Ａ４縦 ２頁まで 正本１部、副本５部

３
業務実績報告書 Ａ４縦 ２頁まで 正本１部、副本５部

これまで作成した冊子等 ６部（抜粋、コピー可）

４ 見積書 Ａ４縦 ２頁まで 正本１部、副本５部

５ 宣誓書（別添様式） Ａ４縦 正本１部

６
法人の登記簿謄本

（履歴事項全部証明書）

Ａ４縦 正本１部

※企画提案書はＡ４縦サイズとし、片面を１頁とします。

必要に応じて、Ａ３（縦横問わず。）を使用できますが、Ａ４縦サイズに折って、企

画提案書に綴じてください。また、Ａ３の１頁をＡ４縦２頁に換算します。

※横書き（図表等では自由）、１０．５ポイント以上のフォントで作成してください。

２ 企画提案のポイント

（１）作成業務企画書

ア 冊子作成

 ・タイトルとテーマを記載してください。

 ・冊子の全体構成と主要ページのデザインレイアウトを仮想の事物を用いて作成し

てください。

 ・広告収入の見込み件数と額を記載してください。

イ 業務スケジュール案

・別紙「大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務仕様書」を参考に、全委託期間

中の業務スケジュール案を作成してください。

（２）実施体制表

・本業務を受託するにあたっての体制を記載してください。

・責任者を明示してください。

・再委託を予定している業務や外部スタッフを利用する場合は、その内容も記載して

ください。

（３）業務実績報告書
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・冊子等作成について、実施年度、事業名、契約相手先、実施内容などを記載してく

ださい。なお、業務実績は、応募に係る資格要件の一つとなっていますので、ご注

意ください。

  ・これまでに作成した冊子等を添付のこと（3 件まで）。

（４）経費

・広告収入も含め、全体経費を示してください。

・できるだけ具体的に記載してください。

・項目名等は、各社独自の名前でかまいません。

（５）宣誓書

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない旨

を宣誓するもので、別添様式によることとします。



平成２８年度 大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託選定基準 

１ 審査の方法 

（１）提出された企画提案書に対して審査する。 

（２）各選定委員は、次項に定める審査項目について採点する。 

（３）各委員の採点結果により、採点結果一覧表が作成される。 

（４）選定委員会は、採点結果一覧表により審議し、随意契約の相手方となる候補者を選定する。 

２ 審査の項目、視点及び配点 

審査の項目 審査の視点 配点 

ツール作成 

・タイトル、テーマが事業目的に合致しているか。 ２０ 

・デザインレイアウト等が、効果的な構成となっているか。 ２０ 

・広告収入を有効活用した、制作提案となっているか。 ２０ 

・実施可能なスケジュールとなっているか。 １０ 

実施体制 
・責任者が明確に位置づけられているか。 １０ 

・円滑な業務遂行が期待できる体制が確保されているか。 １０ 

見積書 
・実施内容に対し、十分に費用対効果に配慮した経費が算

定されているか。 
１０ 

合計  １００ 



平成 28年度大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託 

企画提案募集 参加申込書 

                        平成 28 年  月  日 

「おんな城主 直虎」推進協議会長 様

（担当：静岡県文化・観光部観光交流局観光振興課）

                所在地

                名 称

                代表者               印

平成 28 年度大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託企画提案募集に参加します。 



大河ドラマを活用した誘客ツール作成業務委託 質問用紙

平成  年  月  日

法人名

担当者名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅ-mail                      

受付期間：平成 28 年８月４日（木）午後 2 時 ～ 平成 28 年８月 10 日（水）午後 2 時

提 出 先：FAX：054-221-3627 E-mail：kankou3@pref.shizuoka.lg.jp 
担  当：静岡県文化・観光部観光交流局観光振興課国内観光班

（「おんな城主 直虎」推進協議会担当）

質問内容



平成   年   月   日

宣 誓 書

所在地

法人名

代表者名

当法人は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しな
いことを宣誓します。

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）167条の 4 

第百六十七条の四  普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入

札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参

加させることができない。

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参

加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員

の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した

とき。


