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「レンタカーを活用した中部エリアへの FIT誘致促進事業」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 

レンタカーを活用した中部エリアへのFIT誘致促進事業 

 

２．事業の概要 

（１）事業の目的 

近年、訪日外国人旅行者によるレンタカー利用件数が全国的に急増する中、中部国際

空港のレンタカー事業所においても同様の傾向が見られ、訪日外国人旅行者向けの高速

道路乗り放題パス(CEP)の利用は、中部国際空港にLCC が就航した平成26年以降、10倍

以上と大きく伸びている。一方、東アジア・東南アジアからの新規就航・増便をはじめ

とする中部国際空港の国際線ネットワークの拡大やアクセスの向上による訪日リピータ

ー・FIT 層の増加に伴い来訪目的が多様化する中、観光地へのアクセス方法等を含めた

情報発信や受入対応が喫緊の課題となっている。 

本事業では、香港、台湾、韓国及びタイ（以下「対象市場」という。）の訪日リピー

ター・FIT層をターゲットとし、「レンタカーでしか『行けない』『見られない』『体

験できない』日常の体験・原風景・文化」をテーマに、まだ知られていない中部エリア

の魅力を臨場感のある映像で訴求するとともに、高速道路を始めとした道路ネットワー

クやモデルルートを網羅したWebコンテンツを制作することで中部エリアの認知度向上

を図り、訪日外国人旅行者の誘客促進を目的とする。 

 

（２）事業の内容 

以下の①～⑤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防止に十分留意し、必

要な対策を講じること。 

 

① プロモーション映像制作 

「レンタカーでしか『行けない』『見られない』『体験できない』日常の体験・原風

景・文化」をテーマに、実際にレンタカーを使った臨場感あるプロモーション映像を制

作する。制作においては、対象市場の訪日リピーター・FIT層に影響力のある国内在住

YouTuberを起用することとし、提案にあたっては、YouTuberの概要（投稿している動画

の内容、動画再生回数、チャンネル登録者数等）を記載すること。 

 

ア 取材・撮影概要 

・対象エリア 

中央道エリア（岐阜県：多治見市、恵那市、中津川市） 

東海北陸道エリア（愛知県：犬山市 岐阜県：関市、岐阜市、下呂市、郡上市） 

・対象エリアにおいて、対象市場及びテーマに適した観光資源等を選定するとともに、



 

適切な撮影時期及び日程を提案すること。 

・撮影等にあたり、安全の確保及び円滑な撮影が実施できる体制を整えること。 

 

イ 編集・制作 

・制作本数：２本（中央道エリア編、東海北陸道エリア編）×４言語（英語、繁体字中国

語、韓国語、タイ語） 

・上述のとおり制作本数を指定しているが、より多くのパターンを制作することも可とす

る。 

・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分析をすること。

なお、YouTuberの投稿動画内で使用している言語（字幕含む）の映像については、YouTuber

が所有するチャンネルに格納し効果的な情報発信を図ること。 

・制作する映像は、②Webコンテンツ制作の素材を兼ねるものとする。 

 

② Webコンテンツ制作 

中央道エリア及び東海北陸道エリアを軸とした対象エリアの道路ネットワークをわか

りやすく紹介するとともに、対象エリアの魅力的な観光資源、レンタカー利用者の人数・

構成・趣味嗜好に合わせたモデルルートなど、レンタカーを利用した旅行ならではの魅力

を訴求する Webコンテンツを制作する。 

 

・公開期間：令和２年１１月から概ね４ヶ月とする。 

・言語は、英語、繁体字中国語、韓国語、タイ語とする。 

・レンタカーでしか「行けない」「見られない」「体験できない」観光資源等やレンタ

カー旅行に必要な情報等を対象市場に具体的に紹介するものとする。 

・対象エリアの主要道路網や紹介する観光資源等へのアクセスを分かりやすく明記する

こと。 

・①プロモーション映像制作における取材・撮影時の写真やYouTuberの意見を活かした

内容とすることとし、映像についても完成次第活用すること。 

・Webコンテンツは、事業期間中はレンタルサーバーを活用することを想定している

が、制作するコンテンツも含め、効果的な情報発信を行うための方策を提案すること。 

・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の閲覧も考

慮すること（レスポンシブWeb デザインの採用等）。 

・Web コンテンツには、アクセスログ計測タグを設置しアクセス解析するとともに、セ

キュリティー対策等についても十分留意すること。 

 

③ インターネット広告 

対象市場の訪日FIT・リピーター層をターゲティングして、インターネット上のクリ

ック課金型の広告により②で制作するWebコンテンツへ誘導する。 

・対象市場：香港・台湾・韓国・タイ 

・広告期間は、②で制作するWebコンテンツ公開後、令和３年２月までの４ヶ月を目安



 

とし、市場毎の費用配分、掲示テキスト・バナー等、効果的かつ効率的な運用を行うた

めの提案をすること。 

・国籍×性別×年代ごとのインプレッション、リーチ数、クリック率、単価等のアクセ

ス解析を実施すること。 

 

④ 事業の成果把握 

中部運輸局、中部国際空港（株）、（一社）犬山市観光協会、岐阜・下呂・郡上観光

宣伝協議会、関市観光協会、（一社）ジバスクラム恵那、中津川市、（一社）中津川観

光協会、馬籠観光協会、（株）付知町観光協会、（一社）多治見市観光協会（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。成果指標

（KPI）は以下のとおりとし、成果指標（KPI）の目標値、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、対象市場における対象エリアの認知度が向上

したか、具体的に対象エリアへの旅行を検討した人が何人いたか、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、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 

・映像制作：制作本数、再生回数 

・インターネット（Web）：制作・更新したページ数、媒体接触者数(UU) 

・純広告（オンライン）：掲載本数、媒体接触者数(UU)、広告表示回数、 

クリック数、１クリックあたり経費 

 

⑤ 事業の分析・考察 

本事業を通じた分析・考察を行い、対象市場における今後のレンタカーを活用した誘

客促進のための効果的な方策があれば提案すること。 

 

⑥ 予算の目安 

①、②は合わせて５８４万円程度、③は４１６万円程度とし、④、⑤は各々に含むもの

とする。 

 

（３）その他 

上記に限らず、対象市場における対象エリアの認知度向上、当該地域への更なる誘客に

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。 



 

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。なお、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上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、必要に応じて事業実施状況について

報告を求めることができる。 

 

４．履行期限 

令和３年３月１９日（金） 

 

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） １４部 

・電子データ（CD 又はDVD） １２枚 

 

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 年・33年度又は令和 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（共同して提案を行う者についても提出

のこと） 

（７）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関すること 

下記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１０月６日（火）１７時００分 必着 

（２）提出部数 紙媒体 ７部 電子データ媒体（CD 又はDVD） 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：今井・坂本） 

〒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事業の目的・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事業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、１，０００万円（消費税を含む）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。 

・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 

・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、発注者の業務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 】 

 

 


