
 
 

企画競争実施の公示 

令和元年１１月１１日 

                                近畿運輸局 交通政策部 交通企画課長 原 辰幸    

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

1.  業務概要 

 (1)業務名 

「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」の開催地における二次交通のあり方に関する調査業務 

 (2)業務内容 

別紙、事業説明書による 

 (3)履行期限 

令和２年３月２７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)令和１・２・３年度、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において、近畿地域の競争参加資格を

有するものであること（但し、地方自治体を除く）。 

 (3)近畿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 

〒540-8558 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4号館 12階 近畿運輸局交通政策部交通企画課 

      TEL 06-6949-6409 FAX 06-6949-6169 

(2)説明書の交付期間、場所及び方法 

令和元年１１月１２日から令和元年１２月２日まで、場所は上記(1)に同じ。 

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法 

令和元年１２月２日１７時００分 提出先は上記(1) に同じ。  

持参もしくは郵送（書留郵便に限る）にて、8部提出のこと。 

(4)説明会の日時及び場所等 

当該企画提案募集にあっては、説明会の実施はしない。 

(5)企画提案に関するヒアリングの有無 

ヒアリングは実施しない。 

 

4.  その他 

 (1)手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る 

 (2)関連情報を入手するための照会窓口：上記 3.(1）に同じ 

 (3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

 (4)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

 (5)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効とするとともに、虚偽の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。 

 (6)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。 

 (7)提案が特定された者は、企画競争の実施結果、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きの完

了までは、国との契約関係を生じるものではない。 

 (8)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す

ることとする。 

①特定した企画書を提出した企画競争参加者の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

②企画競争参加者毎の評価項目毎の評価得点及び合計点 

 (9)事業の詳細は事業説明書による。 



 
 

「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」の開催地における 

二次交通のあり方に関する調査業務事業説明書 

 

 

 

１．事業の名称 

「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」の開催地における二次交通のあり方に関する調査

業務 

 

 

２．事業の目的・概要 

 近年インバウンドが急激に増加している中、公共交通機関の多言語による案内表示やホームペ

ージ等による情報発信など、国、自治体、交通事業者等の関係者が総力をあげて取り組んでいる

ところであるが、観光庁が実施した公共交通機関における多言語表記の現状調査（平成 31 年 2 月

～3 月実施）においては、各者において表記方法に違いがあるなど、インバウンド等の利用者にと

って必要な情報を分かりやすく発信できていない状況が見受けられた。 
 そのような中、2021 年には生涯スポーツの国際総合競技大会である「ワールドマスターズゲー

ムズ」（以下、「WMG」）が関西で開催されることが決定し、国際スポーツイベントの開催により、

関西の注目度が高まり、インバウンドのさらなる促進につながるものと期待されているが、WMG
は関西及び近隣府県の地方部など広域で開催されるため、開催地等へのアクセスに係る案内表示

や情報発信について、より一層の改善・強化を推進する必要がある。 
 また、取組を進めるにあたっては、地域公共交通の生活交通としての役割にも留意しながら、

観光客及び地域住民双方にとって利便性が向上するものとする必要がある。 
 WMG 開催地へのアクセスに係る交通結節点や交通機関、会場を中心に、案内表示や案内パン

フレット、ホームページ等による情報発信状況の調査や、インバウンドや留学生等を中心とした

アンケート調査、自治体や交通事業者等へのヒアリング・アンケート調査等をもとに、二次交通

や生活交通に対するニーズや課題、問題点を把握し、改善に向けた方向性を検証することにより、

WMG 開催地の地元自治体や交通事業者等の案内表示や情報発信等の取組への効率的な支援に生

かし、効果的な案内表示等により地方部への誘客や広域周遊等観光施策に資するとともに、地域

住民の利便性も向上させ、地域公共交通の確保・維持へ繋げることを目的とする。 
 

 

３．事業の内容 

 (1) WMG 開催地域における二次交通の案内表示等に係る実態調査 

① 調査対象地域は、近畿２府４県の WMG 開催地のうち、自治体規模や主要な観光地の有

無、国際空港からのアクセス方法など、地域の特性を考慮の上、府県間のバランスにも

留意しながら、様々なケースが検討できるように調査対象候補地域を選定すること。な

お、具体的調査対象地域は監督職員と協議の上決定（１０～１５地域を想定）。 

② ①の調査対象地域における、交通結節点（最寄り駅）から WMG 会場へのアクセス及び周

辺観光地へのアクセスを含む地域内交通を調査範囲とし、案内表示、洋式トイレ、キャ

ッシュレス対応、無料 Wi-Fi、等の整備状況などの実態を調査 

  ③ ①の調査対象地域の自治体、交通事業者のホームページや SNS を活用した、情報発信状

況の調査 

 

（2）実態調査結果のガイドライン基準対応状況の精査 



 
 

① (1)の調査結果の各種ガイドライン（「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化の

ためのガイドライン（平成 26 年 3 月観光庁）」、「公共交通機関における外国人観光旅客

利便増進措置ガイドライン（平成 30 年 10 月観光庁）」等）に基づく対応状況の精査・整

理 

 

（3）ヒアリング・アンケート調査 

① 関西国際空港でのインバウンド等へのアンケート調査（サンプル 500 件程度を想定） 

（国籍、旅行先、利用した交通手段、情報発信や案内表示、設備に関する不満や要望等） 

② (1)①の調査対象地域の自治体、交通事業者、DMO に対しての、以下の項目など具体的

な取組内容や課題に関するヒアリング・アンケート調査 

・(2)①のガイドラインを活用しているか 

・WMG に向けた今後の具体的な取組予定の内容 

・WMG 対応における課題の具体的な内容及び理由、解決に向けた具体的取組状況 

（財政面、技術面、ノウハウ面など） 

・インバウンドに向けた多言語案内や情報発信の現状及び具体的な課題 

・インバウンド対応への今後の取組の方向性 

・生活交通としての課題や今後の取組の方向性 

   ③ ①②のヒアリング・アンケートの詳細な項目については監督職員と協議の上決定 

 

（4）全国の事例収集 

① (3)②のヒアリング・アンケート結果における課題の解決に向けた、有識者会議での議

論に適した以下の項目などの参考事例の収集 

 ・財政難を解決するための低コスト対策 

 ・技術的に困難な課題への簡易方策 

 ・ノウハウ不足なケースでの有識者や専門家の有効な活用 

 ・国際的イベント会場へのアクセスに有効な対策（ラグビーワールドカップ等） 

 

（5）有識者会議運営業務 

   上記(1)～(4)を踏まえ、以下の内容を目的とした有識者会議を運営する 

・調査対象地域の自治体及び交通事業者の、二次交通における案内表示や情報発信等の

取組においてのボトルネックや課題を整理 

・調査対象地域での課題解決に向けた方策の検討 

・WMG 開催までに取り組むべき事項の優先順位（場所、対策内容）の検討 

① 有識者会議開催における、配付資料・議事録の作成、会場設営・受付・進行、学識経験

者・関係者との連絡調整 

② 有識者会議は学識経験者１名以上を含む数名程度で構成 

（謝金・交通費は経費に含む） 

③ 有識者会議の開催回数は、３回程度で以下のスケジュールを想定（１回２時間程度） 

・令和元年 年内 ：調査地域、調査範囲、調査内容、アンケート・ヒアリング調査内

容の確認等 

・令和２年２月中旬：調査結果中間取りまとめ 

第 3 回会議における検討方法・内容の確認等 

     ・令和２年３月下旬：課題解決に向けた方策の検討等 

 

（6）改善策の提案 



 
 

   調査対象地域を地域の特性（インバウンド数、観光名所の有無、交通利便性、都市部・地

方、等）ごとに分類し、調査結果や有識者会議での議論を踏まえ、地域の特性ごとの二次

交通に係る課題の抽出及びその解決に向けた改善策を、監督職員、有識者等と協議の上、

以下の項目などにより具体的に提案すること。 

・財政面の課題に対して、具体的コスト削減の方策や対応する補助メニューの提案 

    ・技術面の課題に対して、具体的代替案や簡素化の方法の提案 

    ・ノウハウ面の課題に対して、具体的な情報収集や有識者会議運営方法の提案 

    ・WMG 開催までの取組の優先順位の提案（重要度や簡易さなどの理由も含む） 

 

（7）報告書の作成 

調査結果及び有識者会議について、報告書（冊子）を作成するとともに、関連資料につい

ては別途ファイルを作成する。 

また、課題解決に向けた優良事例や、ニーズのある具体的事例に対して活用可能な支援制

度等を紹介したパンフレットを作成する。 

 

(8) その他 

   本調査を円滑かつ効率的に進めるため、監督職員との密接な打合せを行うよう努めるも

のとする。 

   打合せは、監督職員の指示に従い、必要に応じて行うものとする。 

 

 

４．監督職員との協議 

内容に疑義が生じた場合には、監督職員と十分協議するものとする。 

前述した項目の条件等に変更が生じた場合や、検討状況に応じて、調査内容を追加する必要

性が生じた場合は別途協議するものとする。 

監督職員は本調査の実施期間中、適宜調査実施状況の報告を求めることができるものとする。 

 

 

５．期間 

契約締結日から令和２年３月２７日(金)までに、本業務に係わる全ての業務を終了すること。 

 

 

６．提出物件 

(1)本事業の内容をとりまとめた事業実施報告書及びパンフレットを提出する。なお、提出物

件に使用する用紙等はグリーン購入法に適合したものとする。 

(2)報告書は上記３．の１分冊とする。 

(3)提出部数 

・報告書 

２０部（Ａ４判、１００ページ程度、カラー印刷）、電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ２

枚） 

・パンフレット 

３００部（Ａ４判、８ページ程度、カラー印刷）、電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ２枚） 

 

 

７．本事業の予算額は８００万円（消費税含む）を上限とする。 



 
 

 

 

８．企画提案書の提出等 

企画提案書を提出する場合は、上記「２．事業の目的・概要」、「３．事業の内容」及び次に

掲げる項目に基づき、行うものとする。 

(1)事業の基本的考え方やねらいを提示すること。 

(2)事業項目を設定の上、事業項目毎に、内容、手法、対象、アウトプットイメージ等を提 

 示すること。 

(3)本事業に関して、独創的なアイデアがあれば企画提案書に盛り込むこと。 

(4)本事業にかかる社内の事業実施体制、担当予定者（人員・経験等）については、明確に盛

り込むこと。 

(5)事業全体のスケジュールを提示すること。 

(6)最終の事業報告書等成果物のイメージを提示すること。 

(7)本事業に関連する実績及び当局（国土交通省）との受託実績については、別葉とするか既

存資料にて提出すること。 

(8)企画提案書の書式は、Ａ４縦（必要に応じてＡ３）、横書き、左綴じとすること。（様式

自由） 

(9)企画提案書には提案する事業にかかる経費概算（内訳を含む）を添付すること。 

・経費概算の内訳については、人件費、直接経費、一般管理費等の項目毎に記載。 

・事業報告書等成果物は、直接経費に仮置きすること。 

(10)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（別紙）及びそれぞれ、

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。 

(11)申出により平成 30 年度の関連調査報告書の写しを貸与する。 

 

 

９．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かなど 

(2)提案内容の具体性：提案内容が具体性、妥当性、説得力が伴っているかなど 

(3)提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案が含まれるかなど 

(4)業務実施の確実性：実施体制等について事業遂行上問題ないかなど 

(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標：ワーク・ライフ・バランスを推進する企

業として法令に基づく認定を受けた企業、その他これに準ずる企業であるか。 

 

 

１０．選定 

近畿運輸局企画競争実施委員会の評価により本事業の実施事業者を選定する。 

 

 

１１．その他 

(1)企画提案書の採否については、応募者あて文書で通知する。 

(2)採用されなかった提案については、応募者に対して採用しなかった理由を書面により通知

する。 

(3)採用されなかった企画提案書は原則として返却する。なお、返却を希望しない場合はその

旨を提出時に申し出ること。 



 
 

(4)提出期限までに担当部局に到達しなかった企画提案書は、いかなる場合をもっても採用さ

れない。 

(5)提出された企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

(6)事業内容の詳細については、提案書の特定後においても、協議により内容を変更すること

がある。 

(7)本事業により制作された成果物の著作権は近畿運輸局に帰属するものとする。 

(8)特定者は、当局と十分協議を行いながら事業を進めること。 

(9)受託業者は、本事業の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委託又は請け負わせるこ

とはできない。ただし、主たる部分を除き業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合

には、書面により近畿運輸局へ申請をし、承認を得なければならない。 

なお、印刷・正本・消耗品購入・会場借上等の軽微な業務は再委託に該当しない。 



 
 

                                   （別紙） 

 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況 

 

事業者名（              ） 

 

 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

※該当する場合は証明する書類（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。 

 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 
 

○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 】 

 

○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．青少年雇用促進法に基づく認定 
 

○青少年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 】 

 

 

 


