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「ユダヤ系民族旅行者誘客促進事業」事業発注に係る企画書の提出を招請します。 

応募される方は、以下の事項に留意のうえ応募してください。 

 

１．事業名 

ユダヤ系民族旅行者誘客促進事業 

 

２． 事業の概要 

（１）事業の目的 

第二次世界大戦中のリトアニアにおいて、ナチスドイツの迫害から逃れようとしたユダヤ系

民族に対して日本通過ビザを発給し、数千人もの命を救ったとされる在リトアニア日本国領事

館元領事代理杉原千畝氏に縁のある地域である、岐阜県八百津町、福井県敦賀市、愛知県名古

屋市及びその周辺地域である石川県金沢市、岐阜県高山市、白川村を訪問するユダヤ系民族旅

行者が近年増加している。 

平成２８年７月に、杉原千畝氏に縁のある場所や周辺地域への誘客を図ることなどを目的に

「杉原千畝ルート推進協議会」が発足（構成自治体は、八百津町、敦賀市、名古屋市、金沢市、

高山市、白川村）し、構成自治体を結ぶルートを「杉原千畝ルート」と命名し、ユダヤ系民族

旅行者の誘致及び受入に向けた取組を進めている。 

本事業では、ユダヤ系民族が多く居住するイスラエル及び北米を対象に、上述の杉原千畝ル

ートへの誘致活動を行うことを目的とする。 

 

（２）事業の内容 

   以下の①～⑦の業務を行う。 

   なお、事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大予防に十分留意し、必要な対

策を講じること。 

 

① 動画制作事業 

杉原千畝ルートの魅力を訴求する観光 PR 動画を制作するとともに、ダイジェスト版を制作

する。提案にあたっては、映像制作者、これまでの動画制作の実績、作品等（インターネット

上で公開されている場合はその URL）を記載すること。 

 

ア 撮影時期: 令和２年１０月～令和２年１１月 

イ 言語：英語、ヘブライ語 

ウ 映像本数:本編１本、ダイジェスト版１本、計２本以上 

本編５分、ダイジェスト版２分程度 

（ナレーション：英語、字幕：ヘブライ語） 

エ ユダヤ系民族目線を加味した上で、杉原千畝ルート推進協議会の各構成自治体における

動画素材の撮影や編集を行うこと。 

オ 制作する全ての動画に同一のキービジュアルを使用し、統一感を図ること。 

カ 制作した映像は、YouTube に格納し、国籍×性別×年代ごとのアクセス解析をすること。 

キ 保存形式：各種電子媒体による配信及び SNS 等オンライン上での配信を行うことを想定

しているため、これらの使途に配慮した保存形式とする。 



ク 納品形式：動画配信用データを BD 又は DVD で納品する。 

 

② Web ページ制作・運営事業 

杉原千畝ルートを PR し、当ルートへの興味・関心を喚起するため、③純広告における誘導

先となる Web ページを制作・運営する。 

 

ア 言 語 英語、ヘブライ語 

イ 内 容 ①動画制作事業により制作された動画の掲載、杉原千畝氏・杉原千畝ルート・杉

原千畝ルート推進協議会の各構成自治体の紹介、各自治体 HP へのリンク等 

ウ 納品期限 令和２年１２月１８日 

エ その他 

・杉原千畝ルートのパンフレット等の情報を元に、構成・企画・編集は受注者で行うこと。 

・パソコンだけでなく、スマートフォン、タブレットなどのモバイル端末でも閲覧できる

ようにすること（レスポンシブ Web デザインの採用）。 

・アクセスログ計測タグを設置するなどし、国籍×性別×年代ごとのアクセス解析をする

とともに、セキュリティ対策等についても十分留意すること。 

・納品後は、概ね３ヶ月程度、毎月の１回程度の時点修正や新たな情報の掲載等の更新作

業を含めた保守管理を行うこと。 

・提案時にサイトマップ等、構成が分かるものを示すこと。 

 

③ 純広告 

①及び②のアクセス数増加を目的として主にユダヤ系民族に向けたオンライン広告を出稿

する。提案にあたっては、出稿地域における具体的な配信先と内容を提案すること。 

 

ア 広告媒体 オンライン広告（ディスプレイ広告、SNS 広告、動画広告等） 

イ 出稿地域 イスラエル、北米（ユダヤ系民族が多く居住する地域） 

ウ 実施時期 令和２年１２月中旬～令和３年２月下旬 

エ その他 

・オンライン広告の実績についてアクセス解析をすること。 

・アクセスログを設置するなど、国×性別×年代ごとのアクセス解析結果を把握できるも

のとする。 

 

④  海外旅行博出展 

イスラエルで行われるイスラエル国際旅行博「ＩＭＴＭ２０２１」へ出展し、杉原千畝

ルートをＰＲする。提案にあたっては、以下に留意すること。 

 

ア.ＩＭＴＭ２０２１概要 

時期：令和３年２月９日～１０日 

場所：イスラエル テルアビブコンベンションセンター 

 



イ.ＩＭＴＭ２０２１出展に係る留意事項 

・JNTO が管理運営するジャパンブース内に１ブースを確保し、出展する。 

・ブースは、杉原千畝ルートを効果的にＰＲできる出展内容とする。 

・旅行博で必要なパンフレット等の資料及びノベルティグッズ等の配布物等の搬送、通訳（１

名）、日本との連絡調整に必要な通信機器等、一切の手配を行う。 

・在イスラエル日本国大使館と連携するなど、現地での運営体制を構築する。 

・イベントの出展に必要な発注側の参加者２名分の渡航手続き、現地での移動手段や宿泊先の

確保等の一切を手配し、渡航費、移動費、宿泊費を事業費に含める。 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止等のための措置として、日本からの渡航が不可能又は困

難な場合でも現地スタッフ等による出展が可能な体制をとること。 

 

ウ.セミナー 

・「ＩＭＴＭ２０２１」期間中に、杉原千畝ルートをＰＲできるセミナー枠を確保する。 

・セミナーに必要となる申込み手続き、プレゼンテーション資料の翻訳、資料の搬送、広報周

知等、出展に必要となる一切を手配する。 

 

エ．アンケートの実施 

・ブース及びセミナー来訪者に対して、出展内容、杉原千畝ルートの認知度、来訪意向等に係

るアンケートを実施し、「ＩＭＴＭ２０２１」出展評価、改善点の把握等の分析を行う。 

・アンケートは英語、ヘブライ語で作成し、回答及び分析結果を日本語で取りまとめること。

なお、アンケート項目は、発注者と調整すること。 

・アンケート記入を呼びかけるために配布するノベルティグッズ５０個の作成についても提

案すること。 

 

オ．「ＩＭＴＭ２０２１」が中止となった場合の対応について 

・「ＩＭＴＭ２０２１」が新型コロナウイルスの影響により中止又は延期となった場合に備え、

イスラエルにおいて、現地旅行会社等を対象とした杉原千畝ルートの紹介を行う代替案の

提案を併せて行うこと。なお、代替案の実施においても、⑤で作成したパンフレットは現地

で活用するものとする。 

・代替案の提案に関しては代替イベント等の概要及び出展が本事業趣旨に照らして適切であ 

る理由を企画書に記載すること。 

・必要経費の積算は、「ＩＭＴＭ２０２１」に出展した場合と、代替案を実施した場合の２通

りを作成することを要するので留意すること。 

・なお、代替案への変更については、中部運輸局、杉原千畝ルート推進協議会（以下「発注者」

という。）と協議の上、進めること。 

 

 

⑤ パンフレット作成 

  杉原千畝ルートを PR するためのパンフレットについて、以下のポイントを考慮のうえ作成

する。 



 

ア．部数 

 英語 ３，０００部     ヘブライ語 ３，０００部 

 

イ.  仕様 

 ・仕上げ Ａ３判２つ折り仕上げ（仕上がりＡ４） 

 ・頁 数 １６頁 

 ・紙 質 コート１１０ｋｇ 

 ・印 刷 全頁４色 

 

 ウ. パンフレット作成に係る留意事項 

・令和元年度に杉原千畝ルート推進協議会事業にて作成した既存のパンフレットデータ（英

語版、ヘブライ語版）を参考にし、パンフレットを作成する。既存パンフレットについて

は中部運輸局に問い合わせすること。 

・各地域の情報について、最新の情報に更新すること。 

・翻訳者の選定については、杉原千畝ルート推進協議会と協議の上決定すること。 

 

  エ. 納期 

・④の旅行博出展を実施する前までに納品すること。 

 

⑥ 事業の成果把握 

発注者が設定する本事業における成果指標（KPI）に対する成果把握をする。成果指標

（KPI）は以下のとおりとし、成果指標（KPI）を把握するための手法を提案すること。 

また、以下に限らず、本事業によって、イスラエル、北米における杉原千畝ルートの認知度

が向上したか、具体的に杉原千畝ルートへの旅行を検討した人数が何人いたか、実際に旅行

につながったか、旅行後に旅行者からSNSへの投稿が行われたかなど、訪日客のカスタマージ

ャーニーの各段階において事業がどのように成果を上げたかにつき、効率的・効果的に把握

できる成果指標（KPI）について、その把握手法も含めて提案すること。 

 事業を通じて得られたデータや観光資源にかかる写真・動画については事業類型に応じデ

ータを還元すること。還元方法については、下記中部運輸局URLを参照のこと。 

URL: https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kankou/chiiki/detakangen.html 

   ・動画制作事業：映像本数    

・Webページ制作・運営事業：動画再生回数、媒体接触者数、自治体HPへの遷移数 

   ・イベント・旅行博出展：ブース来場者数（業者・プレス、一般客） 

   ・純広告：媒体接触者数 

   ・印刷物：部数 

 

⑦ 分析・考察 

事業を通じた分析・考察を行い、今後のイスラエル及び北米からのユダヤ系民族旅行者の更

なる誘客促進に関する方策を取りまとめること。 



  

⑧ 予算の目安 

   ①から③で計３７０万円程度、④は１８０万円程度、⑤は６０万円を目安とし、⑥～⑦は各々

に含むものとする。 

 

（３）その他 

上記に限らず、ユダヤ系民族旅行者における杉原千畝ルートの認知度向上や更なる誘客に向けた

効果的な方策があれば提案すること。 

「令和元年度訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業」において運輸局が造

成した体験型コンテンツの事業への活用について考慮すること。造成コンテンツについては下記中

部運輸局URLを参照のこと。なお、金沢市の造成コンテンツについては、中部運輸局に問い合わせ

ること。 

URL: https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kankou/chiiki/glocon/190925_R1gurokyan2.htm 

 

３．その他 

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つつ作業を進めるも

のとする。作業の方針、内容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

議のうえ対応するものとする。また、発注者の監督職員は、本事業の実施期間中、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。 

 

４．履行期限 

令和３年３月２４日（水） 

 

５．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すること。  

事業実施報告書は、PowerPoint、Word 若しくはExcel 形式など中部運輸局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）：１０部 

・電子データ（ＣＤ－Ｒ等）：４部 

 

６．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。 

 

７．企画書に盛り込む内容 

（１）業務内容に関する具体的な企画案（項目、方法等） 

（２）業務実施体制、作業工程 

（３）企画競争参加者の概要等 

・企画競争参加者の概要 



・担当者の氏名及び連絡先 

（４）参考見積（概算・消費税１０％含む） 

（５）再委託等の有無及び予定（ただし、発注者の承諾を要するものに限る） 

（６）平成３１・３２・３３年度および令和０１・０２・０３年度国土交通省競争参加資格（全省 

庁統一資格）に係る資格審査結果通知書の複写 

（７）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関すること 

以下の各法律に基づく認定を受け、又は計画を策定している場合は、別紙１の適合状況を記

載するとともに、該当する認定通知書の写し又は一般事業行動主行動計画策定・変更届（都

道府県労働局の受領印付）の写しを添付すること。 

・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 

・次世代育成支援対策推進法第13 条の認定 

・青少年の雇用の促進に関する法律第15 条の認定 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8 条に基づく一般事業主行動計画（計

画期間が満了していないものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働者の数が300

人以下のものに限る。） 

 

８．企画書の提出 

（１）提出期限 令和２年９月３０日（水）１７時 必着 

（２）提出部数 紙媒体６部、電子データ媒体（ＣＤ－Ｒ等）１枚 

（３）提出方法 持参又は郵送（書留郵便により上記時間までに必着のこと） 

（４）提 出 先 中部運輸局観光部国際観光課（担当：下平、吉田） 

〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸２－２－１ 

名古屋合同庁舎１号館１０階 

電話：052-952-8005 

※企画書を提出する場合、事前に上記担当まで連絡すること。 

 

 

９．企画競争実施に際しての留意事項 

（１）評価は、以下の基準により行います。なお、評価基準の配点等の質問は、一切受け付けませ

ん。 

①業務の目的・内容について十分に理解しているか。 

②提案内容に独創性がみられ、かつ、説得力を有しているか。 

③提案内容が具体性、妥当性を伴っているか。 

④作業工程や内外での体制等が業務を確実に遂行できるものとなっているか。 

⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関すること。 

（２）書類等の作成に用いる言語、通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（３）本事業の参考規模は、６１０万円（消費税１０％を含む）を上限とします。 

（４）提出期限までに企画書が到達しなかった場合は、いかなる理由をもっても企画競争に参加で

きません。 

（５）企画書の差し替え及び再提出は、原則認めません。なお、特定後においても企画書の記載内



容の変更は、原則認めません。 

（６）提出された企画書の内容について、ヒアリングを実施することがあります。 

（７）企画書の作成及び提出等に要する経費は、企画競争参加者の負担とします。 

（８）特定した企画書は、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します。 

（９）特定しなかった企画書は、原則返却します。（なお、返却を希望しない企画競争参加者は、

その旨、企画書を実施部局に提出する際に申し出てください。） 

（10）適当な企画案がない場合は、中止又はその他の方法によることがあります。 

（11）特定した企画書を提出した企画競争参加者に対して、当該企画書を特定した旨書面で通知す

るとともに、企画書を特定しなかった企画競争参加者に対して、当該企画書を特定しなかっ

た旨及び特定しなかった理由を書面により通知します。なお、本非特定通知は、別途行う契

約手続きの執行を妨げるものではありません。 

（12）企画競争の実施結果として、以下の項目について、特定通知後速やかに公表し少なくとも契

約締結日までの間は公表します。 

①特定した企画書を提出した企業等の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

②企業毎、評価項目毎の評価得点及び合計点 

（13）特定された場合には、発注者の事業担当職員と十分協議を行いながら事業を進めることとし

ます。 

（14）本契約により制作された制作物の著作権は発注者に帰属することとします。 

（15）提案が特定された者は、企画競争実施の結果、唯一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きの完了までは、国との契約関係を生じるものではありません。 

（16）受注者は、業務の主たる部分（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。）について、再委託することはできないものとする。 

（17）受注者は、業務の主たる部分以外の部分を再委託しようとする場合、あらかじめ、発注者の

承諾を得なければなりません。 

（18）（17）は軽微な業務（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理及び計算処理等

の業務をいう。）には適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行

政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではありません。 

（19）事業者特定後、特定事業者には情報を適切に管理するために「情報管理体制図」及び「情報

取扱者名簿」の提出を求めます。その際、特定事業者には情報管理責任者・情報管理取扱

者・情報従事者・再委託先等について所属部署・役職指名等の情報を求めることとします。

書式や詳細については事業者特定後に伝達します。 

 



（別紙１） 

 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

 

※ １～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

※ それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・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）の写し）を添付すること。 

※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第２条に規定する同要

綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参

画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定等 

○ １段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満たしている。                       

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ ２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満たしている。                       

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ ３段階目の認定を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしており、かつ、常

時雇用する労働者が 300 人以下である。                      【 該当 ・ 該当しない 】 

 

２．次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定 

○ 「くるみん認定」（旧基準）を取得している。                    【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ 「くるみん認定」（新基準）を取得している。                       【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○ 「プラチナくるみん（特例）認定」を取得している。                 【 該当 ・ 該当しない 】 

 

３．青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

○ 「ユースエール認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

 


