
 

企画競争実施の公示 
 

平成 29 年 9 月 19 日 

中国運輸局観光部長 木嶋 淳 

 

次のとおり、企画提案書の提出をお願いします。 

 

１．業務概要 

（１）業務名及び概要 

平成 29 年度広域観光周遊ルート形成促進事業 

「富裕層向け滞在コンテンツ開発事業（せとうち・海の道）」 

（２）業務内容等 

【業務の目的】 

  現在、国では訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人、訪日外国人旅行消費額

2020 年 8 兆円等の新たな目標を掲げ、戦略的に取り組んでいるところであり、

テーマ性・ストーリー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、

訪日外国人旅行者の滞在日数にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪

日外国人旅行者の周遊を促進し、もって地域の活性化を図ることとしている。 

 本事業では、中国・四国地方での訪日外国人旅行者の周遊環境の充実、滞在を

促進するため、受入環境整備を図る。 

そこで、豊富な観光資源が点在している中、富裕層向けの滞在コンテンツとし

ての旅行商品化に向けた課題を整理し、商品開発を促進していくことが重要であり、

中国運輸局では、（一社）せとうち観光推進機構と連携し、外国人観光客の「せとう

ち・海の道」地域への誘客と宿泊日数・滞在時間の延長を促進する。 

【業務の内容】 

別紙、説明書による。 

【成果物の提出方法】 

別紙、説明書による。 

（３）履行期限 

平成 30 年 3 月 23 日（金） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当しない者であること。 

（２）平成 28・29・30 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」のうち「A」～「D」の等級に格付けされ、中国地域の参加資格を有

する者であること。 

（３）国土交通省中国運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 



 

３．手続等 

（１）担当部局 

中国運輸局観光部観光企画課 

〒730-8544 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号 

E-mail：cgt-tourism_planning_section@ml.mlit.go.jp 

TEL：082-228-8701 / FAX：082-228-9412 

（２）企画提案書の作成様式及び記載上の留意点 

業務の実施方針、手法等を記載した企画提案書（A4 判 15 枚程度）に併せて、次

の事項を記載した書面を提出して下さい。 

・事業の定性的・定量的な目標値 

・業務の実施体制、実施工程 

・緊急時の連絡体制 

・苦情等相談に係る処理体制 

・配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況 

・業務項目別の経費概算 

・再委託等の有無及び予定（ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。） 

・平成 28・29・30 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）

に係る資格審査結果通知書の写 

（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：平成 29 年 10 月 11 日（水）17 時 00 分（必着） 

場  所：（１）に同じ。 

方  法：電子データによる提出の場合は 1 つのファイルに統合し、その容量は

原則 5ＭＢ以下とすること。また、持参もしくは郵送による提出の場

合は原則 8 部用意することとし、電子データも併せて提出願います。 

なお、電子データによる提出の場合には事前に電話により申出るこ

と。 

（４）ヒアリング実施の有無  無 

（５）契約の相手方として最適なものを特定（以下「特定」という）するための企画

提案書の評価基準 

①業務内容の理解度：調査目的、業務内容について十分に理解していること。 

②提案内容の優良性：提案内容に具体性、妥当性、実現可能性を伴い、優れてい

ること。 

③提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 

④業務遂行の安定性：実施体制、実施スケジュール等の業務環境が、委託業務を

安定的に遂行できるものであること。 

⑤業務成果の中立性：適正公平な業務成果を示すことができること。 

⑥必要経費：業務内容に見合った適切な経費であること。 

⑦専門的知識：業務を遂行するために必要十分な専門的知識を有すること。 

⑧ワーク・ライフ・バランス（WLB）等推進の状況： 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 9 条の認定【えるぼし】 

但し、認定段階 1 及び 2 においては、「労働時間の働き方に係る基準」を満



たすことが必要 

・次世代育成支援対策推進法第 13 条の認定【くるみん・プラチナくるみん】 

・青少年の雇用の促進等に関する法律第 15 条の認定【ユースエール】 

を受けた企業であれば所定の評価点を加点する。よって、該当する者は企画提

案書の提出に併せて、以下の書類を提出すること。 

ⅰ）「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」 

  URL：https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/jyoseikatsuyaku.html 

ⅱ）該当する「認定通知書」の写し 

ⅲ）該当する「一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付き）」

の写し 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否  要 

（３）本業務の支払条件及び概算予算額 

・支払条件：完了検査終了後、適法な請求書を受理して 30 日以内。  

・概算予算額：2,500 万円を上限とする。（消費税及び地方消費税を含む）  

（４）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

（５）提出期限までに到達しなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定し

ないものとする。 

（６）提出された企画提案書の差替え及び再提出は、原則認めない。 

（７）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

（８）特定されなかった企画提案書は、原則返却する。ただし、返却を希望しない提

案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 

（９）原則として、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的

企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。 

（10）提出された企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効に

するとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 

（11）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請

求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（12）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもの

であるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるも

のではない。 

（13）提出期限までに成果物を提出する見込みがないことが明らかな場合は、契約の

全部又は一部を解除する。 

(14) 企画競争の結果は、原則として提案書の提出期限の翌日から 14 日以内に、企画提

案者に対して書面で通知するとともに、中国運輸局ホームページで次の事項を公表

する。 

・特定した企画提案書を提出した者の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

・企画提案者ごと、評価項目ごとの評価得点及び合計点 

（15）契約履行過程で生じた成果物の著作権は中国運輸局に帰属する。 



（16）不明な点等の問い合せ先等 

・問い合せ先：３．（１）に同じ（担当：貞本、石郡、蔦） 

・問い合せ方法：電話又は来訪 

・問い合せ期間：公示の日から、３．（３）に記載の提出期限まで 

なお、評価基準の配点は、質問の対象外とする。 
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説 明 書 

 

１． 業務名 

平成２９年度広域観光周遊ルート形成促進事業 

「富裕層向け滞在コンテンツ開発事業(せとうち・海の道)」 

 

２．実施時期 

契約締結の日～平成３０年３月２３日 

 

３．業務の目的  

現在、国では訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人、訪日外国人旅行消費額 2020 年 8

兆円等の新たな目標を掲げ、戦略的に取り組んでいるところであり、テーマ性・ストーリ

ー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、訪日外国人旅行者の滞在日数

にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪日外国人旅行者の周遊を促進し、地域の

活性化を図ることとしている。その中でも、高い観光消費や長期滞在が見込める富裕層の

取込は急務となっている。 

そこで、瀬戸内には海上交通の要路であった歴史に由来する豊富な歴史資産や伝統工

芸、さらには現代アートなど、本物を求める富裕層に訴求しうる個別の資源は数多く存在

している。これらの資源について調査し、富裕層向けの滞在コンテンツとしての旅行商品

化に向けた課題を整理し、商品開発を促進していくことが重要であり、中国運輸局では、

（一社）せとうち観光推進機構と連携し、外国人観光客の「せとうち・海の道」地域への

誘客と宿泊日数・滞在時間の延長を促進する。 

 

４．業務の内容 

  「せとうち・海の道」ルートにおいて対象とすべき富裕層のターゲット及びそれに訴求

可能な瀬戸内エリアでのコンテンツを明らかにし、それらコンテンツをもとにして富裕

層向けの周遊滞在型の旅行モデルプランとしてまとめるとともに、モニターツアー等の

テストマーケティングを通じて、訴求力や市場化に向けた課題を整理したうえで、以下の

とおり具体的な手法について提案すること。 

なお、実施にあたっては、提案内容をもとに中国運輸局、（一社）せとうち観光推進機

構との協議のうえ、最終的な実施内容を決定するものとする。 

  

（１）富裕層向け滞在コンテンツ検討のためのニーズ、コンテンツ調査  

瀬戸内エリアに富裕層の呼び込みを図るため、欧米豪（アメリカ、イギリス、ドイツ、

フランス、オーストラリア）を中心とする海外富裕層の海外旅行に関するマーケット調査
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を行い、ターゲットの検討を行うとともに、瀬戸内エリアが有する富裕層に訴求しうるコ

ンテンツ（アクティビティ、体験メニュー、宿など）に関する調査を行うこととし、以下

の業務を実施すること。 

① 海外富裕層に関するマーケット調査、ターゲット検討 

有識者（富裕層を顧客に持つ有力旅行社、ランドオペレーター、メディア、通訳案

内士等）へのヒアリング等を実施し、欧米豪の富裕層旅行市場の調査分析（マーケッ

トの規模、商品価格、富裕層の属性、業界の構造や富裕層の旅行手配の仕方など）を

行ったうえで、今後、「せとうち・海の道」において誘客に取り組むべきターゲット

を検討することとし、その手法を提案すること。 

② 富裕層に訴求するコンテンツに関する調査等 

①の調査結果を踏まえ、瀬戸内エリアで有する観光資源のうち、ターゲットの富裕

層に訴求する可能性が高く、若しくは、海外の富裕層の受入に意欲的な事業者により

供給されているコンテンツの抽出を行うこと。抽出コンテンツについては体験メニ

ュー、アクティビティ、宿などのテーマで計 20コンテンツ以上の商品化を想定して

おり、抽出にあたっての手法を提案すること。 

   また、抽出したコンテンツについて、各コンテンツ供給事業者に海外の富裕層の 

受入に向け、多言語対応や接遇など改善する必要があれば助言を行い、ブラッシュ 

アップを促すこととする。 

  ③ 機運醸成セミナー(JNTO との共同開催)の実施 

    コンテンツ供給事業者等の意識を啓発し、富裕層の取り組みに向けた機運を醸成 

するために次のとおりセミナー等を実施することとし、その管理運営を行うととも

に、必要な経費を計上すること。 

（ａ） 日時  

平成 29 年 12 月 21 日（午後から半日程度）の予定 

 （ｂ） 場所 

     グランドプリンスホテル広島(仮予約済） 

 （ｃ） 実施内容 

    ・セミナー（基調講演、講師陣によるトークセッション、 

質疑応答等、3時間 30分程度を予定）   

    ・ネットワーキングのための交流会（1時間程度を予定） 

 （ｄ）参加人数 

    ・セミナー 200 名程度（講師、関係者等、民間事業者等）  

      ・交流会   100 名程度（講師、関係者等、民間事業者等） 

（ｅ）業務内容 

[会場、必要機材等手配] 
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・会場（講師控室を含む）を選定、確保するとともに、案内看板、横断幕、演

台、音響設備、テーブル、椅子、電源コンセント、プロジェクター、スクリー

ン等、説明会の開催に必要な機材等の調達と提供を行うこと。 

      [管理運営業務] 

・当日の会場設営、誘導案内、受付、資料配布、司会等の会場運営一式を行う 

こと。 

・説明会はスクール形式又はシアター形式、交流会は立食形式を基本とする。 

なお、交流会での飲食にかかる経費は、本事業費には含めないこと。 

[周知・申込受付] 

・民間事業者等への募集案内は中国運輸局、（一社）せとうち観光推進機構に 

て行うが、参加申込の受付、集約、参加者名簿の作成等は行うこと。 

    [その他] 

・講師は別途指定するものとする。また、講師に対する旅費、謝金の支出の必 

要はないが、必要に応じて会場までのアクセスや当日の講演内容の確認など連 

絡調整を行うこと。 

・本セミナーは必要に応じて、中国運輸局、（一社）せとうち観光推進機構以 

外の者との共催等とする場合がある。 

④ 富裕層向け周遊・滞在型のモデルプラン検討 

②で抽出したコンテンツをもとに、ターゲットの富裕層に対する具体的な周遊・滞

在型の旅行モデルプラン（以下、「モデルプラン」とする）をテーマ別、滞在日数別

などで合計 5 本以上検討することとし、具体的なモデルプランのイメージや盛り込

む予定のコンテンツについて提案すること。 

なお、モデルプランの検討にあたってはランドオペレーターやコンテンツ供給事

業者等と連携し、訴求力や市場性のあるものとなるよう留意すること。 

    

(２) テストマーケティングツール製作等 

モデルプランを効果的に説明、紹介できるテストマーケティングツールとして、動画、

パンフレットを製作することとし、動画については、想定する撮影内容、制作本数を、

パンフレットについてはデザインイメージ、ページの割付（ページネーション）、製部

数等について、提案すること。 

本事業で制作された成果品は、原則として、インターネット、印刷物、DVD、講演、 

放送番組等のあらゆる媒体、手段、方法により、公表（公開、配布、放送等）するこ 

とができるよう、著作権等の権利関係に関する許諾手続きを行うこととし、著作権、肖 

像権等法律上保護される権利（二次利用等の場合を含める）及び必要な手続き、並びに 

どのように対応するか等について企画提案書に明記すること。また、かかる手続きに必 
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要な経費は、全て本事業費に含むものとする。 

なお、最終的な製作内容は、中国運輸局、（一社）せとうち観光推進機構との協議の 

うえ決定する。動画については、後記の仕様を原則とするが、海外のユーチューバーや 

ビデオブロガーを活用して撮影することも可能とし、その場合も同程度のクオリティ 

を確保するとともに、活用する予定のユーチューバーやビデオブロガーも含めて提案 

書に記載すること。  

① 動画 

 （ａ）既存のシナリオフォーマットの転用によらず、ハイエンドな顧客を持つエー 

ジェント・ランドオペレーター、メディアに効果的に訴求するために必要な動画 

の企画、構成及びそれに伴う動画のシナリオ制作並びに絵コンテ作成を行うこと。  

（ｂ）動画により訴求する内容を的確に表現したタイトルデザイン及び制作した動画 

上への配置を行うこと。 

(ｃ）業務用ハンディカメラではなく、業務用ＥＮＧカメラやデジタルシネマカメラ 

等を使用し、シーンに合わせて複数種類のレンズを使い分けるなど、高いクオリ 

ティを確保した動画を撮影すること。 

(ｄ）撮影場所での撮影許可の取得等の調整を行うこと。また、既存コンテンツを使 

用する場合、所有者への申請等事務手続き、連絡調整等を行うとともに本事業の 

経費に含めること。 

(ｅ）専門家による動画及び音声編集を行うこと。 

(ｆ）動画に人物を使用する場合は、出演モデルやレポーターの調整・手配を行うこ 

と。 

(ｇ）動画コンテンツに込められた訴求すべき情報の認知度を向上させるため、効果的 

な音楽や効果音の挿入を行うこと。 

(ｈ）海外に動画を配信するために必要な字幕の挿入もしくはナレーションをつけ 

ること。 

(ｉ）制作した動画コンテンツのオーサリングを行うこと。 

(ｊ）制作した動画コンテンツは YouTube 等に掲載できる編集方法とすること

（YouTube・HD 利用等、Web 向け映像エンコード作業） 

 (ｋ） 動画のフォーマット 

・画面アスペクト比：16：9 の近似値 

   ・撮影画質：フルＨＤ方式以上を基本とし、映像圧縮は最低限にとどめ、高画質 

な映像を確保すること 

   ・映像方式：中国運輸局及び(一社)せとうち観光推進機構のＷＥＢサイト、 

YouTube 等に掲載できるよう YouTube・HD 利用等、WEB 向け映像エンコード作 

業を行うこと。 
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（ｌ）時間・本数 

動画１本あたり 2～3分程度で 2本以上 

（ｍ）製作時期  

   平成 30年 2月上旬の完成を目処とする。 

（ｎ）原則として新規撮影を前提とする。ただし、実施時期や実施期間により撮影困難 

なシーン（季節感のある動画やイベント関連動画等）を活用する必要がある場合は、 

既存の動画データ等を取得することを認めるものとする。 

（Ｏ）上記動画制作にあたり必要となる経費は全て当初の契約金額に含むものとする。 

② パンフレット 

（ａ）仕様等 

・サイズ：A4フルカラー  16 ページ以上(表表紙、裏表紙を含む) 

・綴じ方：提案による。 

・用紙（紙質）：提案によるが、高級感のあるものとなるよう留意すること。 

・製作言語・部数：英語版 1600 部以上、ドイツ語版 400 部以上とする。 

※日本語版については、電子データのみ作製 

  ・製作時期：英語版は平成 29年１月上旬、ドイツ語版は１月下旬の完成を目処と 

する。 

（ｂ）内容等 

・（１）の②で抽出したコンテンツ、モデルプランをハイエンドな顧客を持つエー

ジェント・ランドオペレーター、メディアに効果的に提案できるよう、必要な情報

（モデルプランの魅力、コンテンツの情報、主要観光地の紹介、アクセス、交通手

段など）や画像を掲載するとともに、送客意欲を惹起させることのできる、訴求力

のあるデザイン、レイアウトとなるよう心掛けること。 

・地図を作成する場合にあたっては、下記の中国運輸局ＨＰ掲載の「マップ等の表

記の統一基準（素案）」を参考にすること。 

URL:http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/kankou/shijyouchousasenryakusakuteig

youmumap.pdf 

・翻訳にあたっては、対象言語を母国語とする翻訳者と日本語を母国語とする翻訳 

者の複数体制で行うなど、日本独特の表現に対しても適正なものとなるよう考慮 

すること。 

・校正の回数及び時期については提案によるが、中国運輸局及び（一社）せとうち 

観光推進機構と協議のうえ、決定する。 

・製作するパンフレットの掲載情報については、受託者の責任において収集すると 

ともに、掲載許可等を取得すること。ただし、必要に応じて（一社）せとうち観光 

推進機構が協力することを妨げるものではない。 
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・パンフレット製作に掲載する写真等について、既存の写真を使用する場合は、必 

要な権利関係等を含む許諾等の手続き等について受託者の責任において行うこと。 

・写真、画像等の掲載等にあたっては、肖像権等を侵害しないように十分調整等を 

行うこと。 

・上記の他、パンフレット製作にあたって必要とされる手続き等については、すべ 

て受託者の責任において行うこと。 

 (留意事項) 

 ・英語版パンフレットについては、（一社）せとうち観光推進機構の指定する米国内

2箇所の旅行業界関係会社にも 800 部送付することとし、その経費を見込むこと。 

 

（３）モニターツアーの実施等  

（１）の④で検討したモデルプランについて、市場性や訴求力の検討を行うため、ター

ゲットの富裕層を顧客や購読者に持つ有力旅行社、メディア等を選定し、モデルプラン

を中心に視察するモニターツアーを企画実施することとし、具体的な実施時期及び招請

予定の事業者（人数を含む）を提案すること。 

なお、最終的な実施内容は、中国運輸局、（一社）せとうち観光推進機構との協議のう 

え決定する。 

（ａ）実施時期 

   平成 30年 1 月～3月頃とする。 

（ｂ）行程・視察地 

   モデルプランを無理なく視察できる行程・視察地とすること。 

（ｃ）招請人数 

   有力旅行社、メディア等を対象に、合計 5社 5名程度で提案すること。 

（ｄ）宿泊地 

   宿泊について、旅館の場合は 1部屋 1名の夕朝食付き、ホテルの場合は１部屋１ 

名の朝食付きを原則とする。 

（ｅ）利用航路 

   利用航路は定期航空路線を利用し、航空機はエコノミークラスの利用を原則とす 

る。 

（ｆ）移動手段 

   移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。 

（ｇ）通訳・案内等 

   被招請者と十分な意思疎通が可能な言語による通訳案内士を手配し、モニター 

ツアーに同行させ、通訳ガイド業務を行なわせること。 

（ｈ）説明資料 
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   被招請者と十分に意思疎通が可能な言語により、モデルプラン、視察コンテンツ 

について、被招請者に説明できる資料を用意すること。 

（ｉ）アンケート調査等の実施 

   被招請者に対し、視察したモデルプランに対し、訴求力や市場性に関するアン 

ケート調査等を実施し、課題をとりまとめること。 

（ｊ）その他 

   招請及び連絡調整に要する費用、専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に要する費 

用及び有料道路等利用料・駐車料金、視察施設等の入場料や参考資料の購入・翻訳 

等、招請ツアーの円滑な実施に必要なすべての費用を経費に含めること。 

   また、モニターツアーの実施前に、コンテンツ供給事業者、通訳案内士など関係 

事業者と綿密に打ち合わせを実施し、十分に事前調整を行うとともに、受入に向け 

必要な資材（メニューや解説の翻訳等）があれば、適宜対応すること。 

なお、招請ツアー中の万一の事態や第３者に対する損害を補償すべき責に対し、 

対応可能な備えを事前に行なうこと。 

   その他、メディアを招請する場合は原則、メディア毎に個別に対応すること。 

 

（４）ILTM(International Luxury Travel Market) JAPAN 2018 出展 

モデルプランについて、富裕層を顧客や購読者に持つ有力旅行社・ランドオペレー 

ター、メディア等に効果的に訴求力や市場性について確認することのできる場（テス 

トマーケティング）として、「ILTM Japan 2018」に出展することとし、１テーブル分 

設営し、出展期間中の管理及び運営方法について提案すること。 

・期間 

平成 30 年 2 月 26 日（月）～2月 28 日（水）3日間 （予定） 

・場所 

    コンラッド東京の予定 

※テーブル使用料、出展バッジ等、出展に要する費用についても所要経費として算

入すること。 

・出展バッジ 

出展する（一社）せとうち観光推進機構の出展バッジ３名分（交代要員を含む）を 

確保すること。 

・説明資料等 

  ブースでの説明資料として、（２）で製作するテストマーケティングツール（動画、 

パンフレットを想定）を別途提供する USB メモリ（150 個程度）に格納するととも 

に、製作したパンフレットを商談に必要となる部数用意すること。 

・その他必要機材等 
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出展者名表示板、パラペット、サイド・バックパネル、商談用テーブル、椅子、カ  

   タログホルダー、追加照明、電源コンセント、無線ＬＡＮ環境等、出展に必要な機材

等について企画提案し、調達と提供を行うこと。 

・資材運送等 

関係資材等を梱包した荷物（重量 20 ㎏×2梱包程度）の日本国内から会場まで  

   の運送手配、収受、開封、ブースへの運搬、配置等、事業の円滑な実施に必要な経費

について所要経費に算入すること。 

・その他 

主催者等との連絡調整を行うとともに、出展者ＩＤの発給申請等、出展に必要な諸 

手続の代行を行うこと。 

また、ブースでの商談相手に対し、後日アンケート等を行うなど、モデルプランに

対する訴求力や市場性に関して、意見、課題等を徴してとりまとめることとし、その

手法については、中国運輸局及び（一社）せとうち観光推進機構と協議し決定するこ

と。 

本出展業務の実施に当たっては、中国運輸局及び（一社）せとうち観光推進機構へ 

事前確認を行うこと。 

 

 

（５）検討・実施結果のとりまとめ、今後の取組に関する提言等 

（１）～（４）の実施結果、明らかになった課題及びその対応案等について、分析し取

りまとめるとともに、今後、「せとうち・海の道」において、富裕層向けの滞在コンテン

ツを充実化させていくのにあたっての取組に関して提言を行い、報告書に盛り込むこと。 

 

５．留意事項 

（１）公共交通機関（鉄道）、宿泊施設の手配 

 （４）ILTM Japan 2018 に参加する（一社）せとうち観光推進機構 2名分の公共交通機

関(新幹線往復) 、宿泊施設(シングルルーム 2 日分)を以下のとおり手配するととも

に、経費に含めること。 

なお、手配にあたっては、宿泊料と鉄道賃をセットにしたパック商品を利用するも

のとし、パック商品を利用して手配する場合の宿泊料と鉄道賃の合計額は、通常の鉄

道賃に国で定める宿泊料定額を加算した額を超えることができないものとする。 

 

６．報告書の提出 

（１）提出物 事業実施報告書（Ａ４判） 9 部 

       事業実施報告シート      1 部 
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       パンフレット 英語 1600 部以上（ただし、米国への送付分を含む） 

ドイツ語 400 部以上 

パンフレットの版下データ、PDF データを格納した DVD-R 等 2 枚 

動画コンテンツを格納した DVD-R 等 2 枚 

Web 掲載用の動画コンテンツを格納した DVD-R 等 2 枚 

（２）提出場所 中国運輸局観光部観光企画課 

（３）提出期限 平成３０年３月２３日（金） 

なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意のこと。 

① 事前に監督職員の承認を受けること。 

② 事業実施状況等をわかり易く編集すること。 

③ 事業実施による効果を調査し、取りまとめること。 

 

７．その他 

（１）中国運輸局及び（一社）せとうち観光推進機構と十分協議しながら事業を進める 

こと。 

（２）事業の実施にあたっては、「Japan.Endless Discovery.」のロゴマークを使用す 

る等、国の進める広域観光周遊ルート形成促進事業の趣旨に沿って行うこと。 

（３）広域観光周遊ルート「せとうち・海の道」のキャッチコピーである（主題）「The 

Inland Sea，SETOUCHI」（副題）Discover the Hidden Charms of West Japan  

及びロゴマークを使用すること。 


