
 

 

欧米豪の高所得者層向けゴルフ訪日旅行創出事業（紀伊半島周遊事業） 

仕様書 

 

1．事業の名称 

「欧米豪の高所得者層向けゴルフ訪日旅行創出事業」（紀伊半島周遊事業） 

 

2．事業の目的 

昨年、日本初開催となる IAGTO※1第一回日本ゴルフツーリズムコンベンション（以下、「JGTC」と

いう。）を三重県にて開催し、ゴルフ旅行先としての日本や三重の認知度は高まったところであり、

JGTC の開催で注目が集まった機会を捉え、ゴルフ旅行先としての新たな魅力を世界に向けて発信し

ていく必要がある。 

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」のイメージに代表される紀伊半島エリアにおいても、三重県

のゴルフ及び観光資源と、和歌山県を中心とする関西エリアの歴史や伝統文化を組み合わせること

により、新たな切り口である「Golf in Spiritual Japan」としての PRが可能となる。 

当該事業は、観光庁の「地域の観光資源を活用したプロモーション事業（以下、「プロモーション

事業」という。）」の一環として、中部運輸局（以下、「当局」という。）、一般社団法人みえゴルフツ

ーリズム推進機構及び公益社団法人和歌山県観光連盟が連携して実施するもので、世界に対し、ゴ

ルフ旅行先としての紀伊半島エリアの魅力を PRするとともに、当該地域を目的地とするゴルフツア

ーの造成、催行の促進を目的とする。 

※1 IAGTO…国際ゴルフツアーオペレーター協会 

 

3．事業の概要 

欧米豪を中心とするゴルフツアーを取り扱うツアーオペレーターを対象にファムトリップ（紀伊

半島周遊）を実施する。 

被招請者の選定については、一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構が行う。 

 

4．事業の内容 

①日程：令和元年 11月 10 日（日）～令和元年 11 月 20 日（水） 

②被招請人数：10 社 10 名 

③実施行程： 

日時 行程 所在地 

11 月 10 日（日） 来日、中部国際空港到着（空港内視察） 

チェックイン（コンフォートホテル中部国際空港） 

愛知県 

11 月 11 日（月） 7:00 朝食 

9:45 チェックアウト、集合 

10:00 中部国際空港出発、三重県菰野町へ移動 

11:30 御在所ロープウェイ（昼食） 

愛知県 

 

 

三重県 



13:30 ゴルフプレー①（三重カンツリークラブ 9H） 

17:00 鳥羽へ出発 

19:00 チェックイン（鳥羽シーサイドホテル） 

（夕食・ホテル） 

 

11 月 12 日（火） 7:45 朝食、チェックアウト、三重県津市へ移動 

9:30 ゴルフプレー②、昼食（エクセレントゴルフクラ

ブ伊勢大鷲コース） 

16:30 三重県志摩市へ移動 

18:00 チェックイン（都リゾート志摩） 

（夕食・ホテル） 

三重県 

11 月 13 日（水） 9:00 朝食、ホテル出発 

観光地視察（横山展望台、伊勢神宮、海女小屋（昼食）、

ミキモト真珠島） 

17:30 ホテル戻り（都リゾート志摩） 

（タクシーにて夕食・長太屋） 

三重県 

11 月 14 日（木） 7:00 朝食、チェックアウト 

9:00 昼食、ゴルフプレー③（NEMU GOLF CLUB） 

17:00 チェックイン（HOTEL NEMU） 

（夕食・ホテル） 

三重県 

 

 

 

11 月 15 日（金） 8:30 朝食、チェックアウト 和歌山県へ移動 

12:00 那智勝浦町 着 昼食 

13:30 観光地視察（熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝、

大門坂） 

17:30 チェックイン（ホテル浦島） 

（夕食・ホテル） 

三重県 

和歌山県 

11 月 16 日（土） 7:00 那智漁協まぐろ競り見学 

9:00 朝食、チェックアウト 

観光地視察（熊野速玉大社、神倉大社、昼食、新宮市） 

14:00 熊野古道トレッキング（伏拝-発心門） 

熊野本宮大社、大斎原 

17:30 チェックイン（川湯みどりや） 

（夕食・ホテル） 

和歌山県 

11 月 17 日（日） 7:00 朝食、チェックアウト後 白浜へ移動 

10:00 ゴルフプレイ④、昼食（南紀白浜ゴルフ倶楽部） 

17:30 チェックイン（むさし） 

（夕食・ホテル） 

和歌山県 

11 月 18 日（月） 9:00 朝食、チェックアウト  

10:00 白浜観光地視察（白良浜、千畳敷、三段壁） 

11:00 ホテル視察（ホテルシーモア、マリオット白浜） 

12:00 昼食（白浜町内） 

和歌山県 

 

 

 



13:30 とれとれ市場視察 

14:00 京都へ出発 

17:30 チェックイン（三交イン京都八条口） 

18:30 京都市内視察（フリータイム） 

（夕食・被招請者自己負担） 

 

 

京都府 

11 月 19 日（火） 8:00 朝食 

終日 京都観光（フリータイム） 

（昼食及び夕食・被招請者自己負担） 

京都府 

11 月 20 日（水） 9:00 朝食、チェックアウト、関西国際空港へ移動 

11:30 関西国際空港着 

京都府 

大阪府 

 

5．手配関係 

被招請者が来日後、円滑にファムトリップに参加できるよう、上記行程表に基づき次の手配をす

ること。 

宿泊施設、ゴルフ場及び食事会場については、一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構、公益

社団法人和歌山県観光連盟（以下、「連携先」という。）が料金を含めて仮予約をしているため、連携

先の担当に詳細を問い合わせること。仮予約をしている施設と受注者の間に締結された協定契約に

基づく送客手数料は、当該事業には適用しないこと。 

なお、手配手続きに必要な被招請者名簿や喫煙の有無、レンタルクラブセットの要否等のデータ

は、受注者決定後、速やかに連携先から提供する。 

また、以下の指定する集合場所までの旅行及び解散場所から帰国までの旅行については、被招請

者の自己負担において行うため、その手配及び費用については当該事業の対象外とする（前泊にか

かる宿泊費は対象とする）。 

 

集合場所 

令和元年 11 月 11 日（月） コンフォートホテル中部国際空港ロビー 9：45 

 

解散場所 

令和元年 11 月 20 日（水） 関西国際空港 11：30 

 

（1）通訳兼コーディネーターの手配 

下記行程表について、連携先が当該事業の趣旨を理解し、英語による訪日旅行の同行経験が豊

富で、事前の情報収集が日本語で支障なくできる者として指定する通訳兼コーディネーターを 1

名手配すること。 

なお、この仕様書に特別の記載がある場合を除き、下記行程表に基づき、必要となる通訳兼コー

ディネーターの食事、交通手当、宿泊等の費用についても入札価格に含めること。 

最終日は空港送迎だけとなるため、連携先による同行で対応するものとする。 

 

 



・行程表 

日時 行程 食事等の有無 

11 月 10 日（日） 来日、中部国際空港到着（空港内視察） 夕食× 

前泊〇 

11 月 11 日（月） 9:45 チェックアウト、集合 

10:00 中部国際空港出発、三重県菰野町へ移動 

11:30 御在所ロープウェイ（昼食） 

13:30 ゴルフプレー①（三重カンツリークラブ 9H） 

17:00 鳥羽へ出発 

19:00 チェックイン（鳥羽シーサイドホテル） 

（夕食・ホテル） 

朝食〇 

昼食〇 

 

 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 12 日（火） 7:45 朝食、チェックアウト、三重県津市へ移動 

9:30 ゴルフプレー②、昼食（エクセレントゴルフクラ

ブ伊勢大鷲コース） 

18:00 チェックイン（都リゾート志摩） 

（夕食・ホテル） 

朝食〇 

昼食〇 

 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 13 日（水） 9:00 朝食、ホテル出発 

観光地視察（横山展望台、伊勢神宮、海女小屋（昼食）、

ミキモト真珠島） 

17:30 ホテル戻り 

（タクシーにて夕食・長太屋） 

朝食〇 

昼食〇 

 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 14 日（木） 7:00 朝食、チェックアウト 

9:00 ゴルフプレー③（NEMU GOLF CLUB） 

17:00 チェックイン（HOTEL NEMU） 

（夕食・ホテル） 

朝食〇 

昼食〇 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 15 日（金） 8:30 朝食、チェックアウト 和歌山へ移動 

12:00 那智勝浦町 着 昼食 

13:30 観光地視察（熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝、

大門坂） 

17:30 チェックイン（ホテル浦島） 

（夕食・ホテル） 

朝食〇 

昼食〇 

 

 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 16 日（土） 7:00 那智漁協まぐろ競り見学 

9:00 朝食、チェックアウト 

観光地視察（熊野速玉大社、神倉大社、昼食、新宮市） 

14:00 熊野古道トレッキング（伏拝-発心門） 

熊野本宮大社、大斎原 

17:30 チェックイン（川湯みどりや） 

（夕食・ホテル） 

 

朝食〇 

昼食〇 

 

 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 17 日（日） 7:00 朝食、チェックアウト後 白浜へ移動 

10:00 ゴルフプレイ④、昼食（南紀白浜ゴルフ倶楽部） 

朝食〇 

昼食〇 



17:30 ホテルチェックイン（むさし） 

（夕食・ホテル） 

夕食〇 

宿泊〇 

11 月 18 日（月） 9:00 朝食、チェックアウト  

10:00 白浜観光地視察（白良浜、千畳敷、三段壁） 

11:00 ホテル視察（ホテルシーモア、マリオット白浜） 

12:00 昼食（白浜町内） 

13:30 とれとれ市場視察 

14:00 京都へ出発 

17:30 チェックイン（三交イン京都八条口） 

朝食〇 

 

 

昼食〇 

 

 

夕食× 

 

（2）宿泊施設の手配 

上記行程表に基づき、以下の宿泊施設を手配すること。完全禁煙の客室を確保できない場合は

消臭対応の客室も可とする。 

 

【愛知】 

コンフォートホテル（シングル） 

11 月 10 日（日）チェックイン、11 月 11 日（月）チェックアウト 

シングル利用一泊朝食 11 室（うち被招請者 10室） 

 

【三重】 

鳥羽シーサイドホテル（汀館禁煙ツイン） 

11 月 11 日（月）チェックイン、11 月 12 日（火）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 10 室（うち被招請者 10室） 

鳥羽シーサイドホテル（望館禁煙和室） 

11 月 11 日（月）チェックイン、11 月 12 日（火）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 1 室（うち被招請者 0室） 

都リゾート志摩（禁煙ツイン） 

11 月 12 日（火）チェックイン、11 月 14 日（木）チェックアウト 

シングル利用一泊朝食 10 名（うち被招請者 10室） 

HOTEL NEMU（洋室、和室混在） 

11 月 14 日（木）チェックイン、11 月 15 日（金）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 10 室（うち被招請者 10室） 

クインテッサ伊勢志摩（シングル） 

11 月 12 日（火）チェックイン、11 月 15 日（金）チェックアウト 

シングル利用一泊朝食 1 室（うち被招請者 0室） 

 

【和歌山】 

ホテル浦島（山側洋室） 

11 月 15 日（金）チェックイン、11 月 16 日（土）チェックアウト 



シングル利用一泊二食 11 室（うち被招請者 10室） 

川湯みどりや（窓側和室） 

11 月 16 日（土）チェックイン、11 月 17 日（日）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 10 室（うち被招請者 10室） 

川湯みどりや（指定なし） 

11 月 16 日（土）チェックイン、11 月 17 日（日）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 1 室（うち被招請者 0室） 

むさし（13 階和室） 

11 月 17 日（土）チェックイン、11 月 18 日（日）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 10 室（うち被招請者 10室） 

むさし（指定なし） 

11 月 17 日（土）チェックイン、11 月 18 日（日）チェックアウト 

シングル利用一泊二食 1 室（うち被招請者 0室） 

 

【京都】 

三交イン京都八条口（ツインルーム） 

11 月 18 日（日）チェックイン、11 月 20 日（水）チェックアウト 

シングル利用一泊朝食 10 室（うち被招請者 10室） 

 

（3）交通車両の手配 

上記行程表に基づき、以下のとおり手配すること。 

被招請者のスーツケース及びゴルフバッグを積載するとともに、被招請者の乗降時にはこれら

荷物の積み下ろしを行うこと。 

また、有料道路通行料金、空港の駐車代金、行程上必要となる乗務員用の食費、宿泊費等、必要

経費については、受注者において選択し、付帯費用として入札価格に含めるとともに、上記空港を

除く駐車代金については、連携先にて減免の手続きを行うため、入札価格には含めないこと。 

 

①バスの手配 

日時 配車地 最終目的地 乗車人数 使用時間の目安 

11 月 11 日（月） コンフォートホテル

中部国際空港 

鳥羽シーサイドホテ

ル 

12 名 10:00～19:30 

11 月 12 日（火） 鳥羽シーサイドホテ

ル 

都リゾート志摩 12 名 7:30～18:30 

11 月 13 日（水） 都リゾート志摩 都リゾート志摩 12 名 9:00～17:30 

11 月 15 日（金） HOTEL NEMU ホテル浦島 12 名 8:30～17:30 

11 月 16 日（土） ホテル浦島 川湯みどりや 12 名 7:00～17:30 

11 月 17 日（日） 川湯みどりや むさし 12 名 7:00～17:30 

11 月 18 日（月） むさし 三交イン京都八条口 12 名 9:00～17:30 



11 月 20 日（水） 三交イン京都八条口 関西国際空港 12 名 9:00～11:30 

※乗車人数には、被招請者、通訳兼コーディネーター、連携先関係者を含み、乗務員は含んでいな

い。 

※使用時間には車庫から配車地まで、またその逆に要する時間は含んでいない。 

 

（4）ゴルフ場視察の手配 

行程表に基づき、以下の条件によりゴルフ場を手配すること。 

 

【三重】 

11 月 11 日（月） 三重カンツリークラブ （セルフ、カート、9ホール）10 名 

11 月 12 日（火） エクセレントゴルフ倶楽部伊勢大鷲コース（昼食付き、セルフ、カート、18

ホール）10 名 

11 月 14 日（木） NEMU GOLF CLUB（昼食付き、セルフ、カート、18 ホール）10名 

 

【和歌山】 

11 月 17 日（日） 南紀白浜ゴルフ倶楽部（昼食付き、セルフ、カート、18 ホール）10 名 

 

（5）食事の手配 

上記行程表に基づき、以下の食事を手配すること。 

 

【三重】 

11 月 11 日（月） 

昼食 御在所ロープウェイ展望レストラン 11 名（手配はテーブルのみとし、一人あたり昼

食セット＋ドリンク相当の費用を見積もること。） 

11 月 12 日（火） 

昼食 エクセレントゴルフ倶楽部伊勢大鷲コースレストラン 10 名（被招請者分）（手配はテ

ーブルのみとし、一人あたり昼食メニューにおけるゴルフ料金に含まれる昼食費を上回る分

の費用を見積もること。） 

昼食 エクセレントゴルフ倶楽部伊勢大鷲コースレストラン 1 名（通訳分）（手配はテーブ

ルのみとし、昼食メニュー相当の費用を見積もること。） 

夕食 都リゾート志摩 ベイサイドテラス 10 名（被招請者分）（手配はテーブルのみとし、一

人あたり宿泊費に含まれる夕食にアラカルト 2品＋ドリンク相当の追加費用を見積もること。） 

夕食 都リゾート志摩 ベイサイドテラス 1名（通訳分）（手配はテーブルのみとし、同ホテ

ルに宿泊しない場合において被招請者と同等の夕食をとることができる費用を見積もるこ

と。） 

11 月 13 日（水） 

昼食 海女小屋はちまんかまど 伊勢海老付き昼食 10 名（被招請者分）の費用を見積もるこ

と。 



昼食 海女小屋はちまんかまど 乗務員食 1名（通訳分）の費用を見積もること。 

夕食 長太屋 松阪牛（上選牛）コース相当の 11 名分の費用を見積もること。（手配はテーブ

ルのみとする。） 

11 月 14 日（木） 

昼食 NEMU GOLF CLUB 10 名（被招請者分）（手配はテーブルのみとし、一人あたり昼食メニ

ューにおけるゴルフ料金に含まれる昼食費を上回る分の費用を見積もること。） 

昼食 NEMU GOLF CLUB 1 名（通訳分）（手配はテーブルのみとし、昼食メニュー相当の費用

を見積もること。） 

夕食 HOTEL NEMU 1 名（通訳分）（手配はテーブルのみとし、同ホテルに宿泊しない場合にお

いて被招請者と同等の夕食を取ることができる費用を見積もること。） 

 

【和歌山】 

11 月 15 日（金） 

昼食 桂城 まぐろづくし定食 11名分の費用を見積もること。 

11 月 16 日（土） 

昼食 焼肉ひげ 熊野牛スペシャル定食 11 名分の費用を見積もること。 

11 月 17 日（日） 

昼食 南紀白浜ゴルフ倶楽部レストラン 1 名（手配はテーブルのみとし、昼食メニュー相当

の費用を見積もること。） 

11 月 18 日（日） 

昼食 インフィニートホテル＆スパ南紀レストラン 11 名（一人あたりパスタ昼食＋ドリン

ク相当の費用を見積もること。） 

 

（6）観光地等視察の手配 

上記行程表に基づき、連携先が行った観光施設等の予約・手配を引き継ぐこと。 

11 月 15 日（金）平安衣装体験 10 名（被招請者分）の費用を見積もること。 

11 月 16 日（土）那智勝浦漁協 まぐろの競り見学 11 名の費用を見積もること。 

熊野古道トレッキング語り部手配 （1日分の費用を見積もること。） 

 

（7）連携先関係者 

別添実施行程表の期間中、行程管理や関係各所との調整、必要な立て替え払い等を行うため、連

携先職員や各関係者等が同行するが、連携先関係者にかかる手配及び費用の支払いは連携先が各

施設等に直接行うものとする。 

 

(8) 事業の成果把握 

中部運輸局、一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構、公益社団法人和歌山県観光連盟（以

下、「発注者」という。）が設定する成果指標（KPI）に対する成果把握をすること。成果指標（KPI）

は以下のとおりとする。 



〇旅行会社招請：招請人数、造成ツアー総客数、造成ツアー本数 

 

6.安全の確保 

招請にあたり、被招請者の安全の確保に配慮した体制を整えること。 

 

7．その他 

アンケート及び写真撮影については連携先が実施し、受注者に提供する。受注者はアンケートを

集計・分析し、結果は日本語に翻訳して報告書に取りまとめること。 

当該事業においては、連携先職員が同行するため、受注者による同行は不要とする。 

 

 

8．履行期限 

令和 2年 1月 31 日（金） 

 

9．成果物の提出 

実施した事業の内容について、事業に対する評価・考察（成果のまとめ、課題、解決策、今後の展

開等）を盛り込んだ事業実施報告書を以下のとおり作成し、発注者に提出すること。 

事業実施報告書は、PowerPoint、Word 若しくは Excel 形式など発注者において二次利用可能な形

式にて作成するものとする。 

・日本工業規格 A4 判（簡易製本、カラー） 9部 

・電子データ（CD 又は DVD） 3 部 

 また、提出先は以下のとおりとする。 

・中部運輸局 報告書 3部 電子データ 1部 

・一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構 報告書 3部 電子データ 1部 

・公益社団法人和歌山県観光連盟 報告書 3部 電子データ 1部 

 

10．事業評価に関すること 

 中部運輸局が指示する成果システムに、目標値と成果を迅速に入力すること。詳細については、中

部運輸局観光部国際観光課に確認すること。 

 

11．著作権等について 

（1）当該事業により制作された制作物の著作権は、発注者に帰属するものとする。 

（2）ただし、受注者が従前より保有している著作物の著作権に関しては、受注者に帰属するもの

とするが、発注者が当該事業において、その使用権及び翻訳権を有するものとする。 

 

12．瑕疵担保責任 

 当該事業における瑕疵担保期間は、契約終了の日から 1 年間とする。この間に瑕疵が発見された

場合は、受注者の責任において補修するものとする。 



 

13. 情報管理体制 

（1）受注者は、当該事業で知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約相手方が収

集、整理、作成等した情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の情

報をいう。以下同様。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に

対し「情報管理体制図及び情報取扱者名簿」（別紙様式例）を提出し、監督職員の同意を得る

こと。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め発注者の同意を得ること。 

（確保すべき履行体制） 

・当該事業で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該事業の遂行のために最低限必要な範囲

の者とすること。 

・当該事業で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩

されないことを保証する履行体制を有していること。 

・発注者が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセ

ンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務

支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されな

いことを保証する履行体制を有していること。 

（2）当該事業で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはな

らない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 

（3）当該事業で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い

（返却・削除等）については、発注者の指示に従うこと。 

（4）当該事業で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れ

が判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注

者へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合に

は、国土交通省が行う報告徴収や調査に応じること。 

 

14．事業管理及び疑義等 

（1）事業を円滑かつ効率的に進めるため発注者の監督職員と密接な連携を保ち作業を進めること。

作業の方針、内容、本仕様に定めのない事項等につき疑義が生じた場合は、その都度発注者

の監督職員と十分に協議のうえ対応すること。 

（2）発注者の監督職員は、当該事業の実施期間中、必要に応じて業務実施状況について報告を求

めることができる。 

（3）受注者は、当該事業実施にあたっては関係法令を遵守すること。 

 

 

15．監督職員 

中部運輸局 観光部 国際観光課 課長補佐 

 

16．問い合わせ先 



当該事業における当局との連携先は、次の者である。 

（全体管理及びファム行程） 

「一般社団法人 みえゴルフツーリズム推進機構」 

所在地 〒514－8570 三重県津市広明町 13 

所 属 三重県観光局海外誘客課 担当者 鈴木志づほ 

連絡先 TEL 059-224-2847 FAX 059-224-2801 E-mail inbound@pref.mie.lg.jp 

 

「公益社団法人 和歌山県観光連盟」 

所在地 〒640-8585 和歌山市小松原通 1-1 

所 属 和歌山県商工観光労働部観光局観光交流課海外誘客班 担当者 服部克彦 

連絡先 TEL 073-441-2788  FAX 073-427-1523 E-mail: hattori_k0004@pref.wakayama.lg.jp 

 



  

（別紙） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①  情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 

 氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 

情報管理責

任者（※１） 

Ａ      

情報取扱管

理者（※２） 

Ｂ      

Ｃ      

業務従事者

（※３） 

Ｄ      

Ｅ      

再委託先 Ｆ      

（※１）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。 

（※２）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。 

 

②  情報管理体制図 
（例） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先も含む）。 

 

③ その他 

・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当該資料

で代用することができる。 

・情報管理規則等の内規を別途添付すること。 

・必要に応じ、本別紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。 

情報取扱者 

情報管理責任者 

情報取扱管理者 

業務従事者 

再委託先 

Ａ 

Ｂ（進捗状況管理） 

Ｄ Ｅ 

Ｆ 

Ｃ（経費情報管理） 


