
「日本遺産パンフレット作成事業」業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会（以下「推進協議会」という。）が実施す

る「日本遺産パンフレット作成事業」（以下「本事業」という。）に係る委託候補者の選

定にあたり、このプロポーザル実施要領（以下「要領」という。）に基づき、企画提案公

募（以下「コンペ」という。）を実施する。 

 

１ 事業の概要 

（１）事業名 

   日本遺産パンフレット作成事業 

 

（２）事業目的 

平成２７年度に認定を受けた日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺

産」は、認定から３年目にあたる平成２９年度に、日本遺産を核とした観光キャンペー

ン「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博（以下、「ぐるっと博」という。）」を開

催した。 

日本遺産を構成する地域を中心に、「ぐるっと博」の開催期間中に日本遺産を活用した

まちあるきプログラムや体験プログラムが展開された。 

こうした取り組みの成果を活かし、地域の旅行関連事業者等による主体的な日本遺産

の活用に繋げることで、今後も日本遺産を核に継続して旅行者の誘客に繋げることを目

的に、各種プログラムやモデルコース等を掲載したパンフレットを作成する。 

さらに、平成２７年度の認定以降、構成地域および構成文化財が追加されたことで日

本遺産としてより一層深みが増した本ストーリーを紹介し、旅行者の誘客に繋げる。 

 

（３）事業内容 

仕様書のとおり 

 

（４）履行期間 

契約締結の日から平成３０年１０月３１日まで 

 

（５）契約形態 

委託契約とする。 

 

２ 予定価格 

１，９９８，０００円（消費税および地方消費税を含む） 

 

○支払方法 

業務委託料の支払いは精算払とする。 

 

３ コンペ担当窓口 

  日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会事務局（担当：岡田、木村、高田） 

  ・所在地：〒520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号「コラボしが２１」６階 

   （公益社団法人びわこビジターズビューロー内） 

  ・TEL：077-511-1532 ・FAX：077-523-4393 ・E-mail:kokunai@biwako-visitors.jp 



４ 参加資格 

参加は公募によるものとし、本業務の実施に必要な能力を有する者で、次に掲げるす

べての要件を満たす者を対象とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であること。 

（２）次のいずれかに該当しないものであること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号。以下、

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。） 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。） 

ウ 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者 

エ 役員等（コンペに参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から本業務

の取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団または暴力団員と密

接な関係を有する者がいる法人 

オ コンペに参加する個人から推進協議会との取引上の一切の権限を委任された代理

人が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合

における個人 

カ 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実

質的に関与している個人または法人 

（３）過去５年以内に、県域または市町単位（複数市町も含む）での観光パンフレットの

作成実績を有していること。 

 

５ 説明会および質問の受付 

説明会は開催しない。なお、質問は以下の期間で電子メールのみ受付を行う。この場

合には、送信後、必ず電話にて到達の確認を行うこと。 

（１）質問の受付期間 

平成30年9月6日(木)から平成30年9月13日(木)12時まで（必着） 

 

（２）質問の提出方法 

電子メールによりコンペ担当窓口に送付すること。 

また、質問がない場合であっても、回答内容の送付を希望する場合は、電子メール

により、社名、担当者名、連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス）を記載

し送付すること。 

 

（３）質問の回答 

質問要旨および回答は平成30年9月18日(火)までに、質問のあった者全員および希望

者に電子メールにより回答する。 

 

６ プロポーザル実施の日時、場所等 

（１）実施要領・仕様書の交付および応募書類等の受付 

ア 交付期間 

平成30年9月6日(木)から平成30年9月25日(火)まで（土曜、日曜、祝日を除く。９

時から１７時まで） 

イ 交付場所および受付場所 

コンペ担当窓口に同じ 

ウ 交付方法 



上記「イ 交付場所および受付場所」で交付するほか、以下のホームページ上から

ダウンロードできるものとする。なお、郵送による配付は行わない。 

〇日本遺産 滋賀・びわ湖のホームページ

（https://ja.biwako-visitors.jp/japan-heritage/） 

〇びわこビジターズビューローのホームページ

(https://www.biwako-visitors.jp/corp/company/） 

 

（２）企画提案書等の提出 

ア 受付期間 

平成30年9月6日(木)から平成30年9月25日(火)まで 

（土曜、日曜、祝日を除く。９時から１７時まで） 

イ 提出書類 

①企画提案書（様式１および別紙（様式任意）：【原本】１部【写し】７部） 

     ※別紙については、様式は自由とする。ただし、Ａ４版サイズとし、Ａ３版を

用いる場合は、Ａ４版サイズに折り込むこと。 

※また、仕様書に記載する業務ごとに、実施方法や実現方法など、具体的な提

案内容を記載すること。 

※類似事業の実績一覧（「４ 参加資格」要件を確認することができるもの）

も提案書別紙に記載すること。 

②企画提案書別紙の電子データ（形式：ＰＤＦ） 

③誓約書（様式２：【原本】１部） 

④事業費見積書（様式任意：【原本】１部【写し】７部および電子データ） 

※内訳書は任意様式（Ａ４版）にて作成し添付すること。 

 電子データ（ＰＤＦ）を必ず送付すること。 

⑤会社概要および最近の事業活動を説明したパンフレット等の資料 

（様式任意：【原本】１部【写し】７部） 

ウ 提出方法 

書類は受付場所への持参もしくは簡易書留郵便による郵送にて提出すること。 

（電子メールまたはファックスによる提出は認めない。また、郵送による場合は

提出期限までに到着したものに限り受け付ける。） 

※電子データは、ＣＤもしくはＤＶＤに保存して提出すること。 

エ 費用の負担 

企画提案に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

 

（３）その他 

ア 提案書類の返却 

提案書類は理由の如何を問わず、返却は行わない。 

イ 提案書類の不備 

提案書類に不備があった場合には、審査対象とならない場合がある。また、書類

提出後の差し替えは認めない。 

ウ 提案数 

１者１提案とする。 

エ プレゼンテーションの方法 

実施しない。 



７ 審査概要 

（１）審査方法 

審査は、提出された応募書類により行い、予定価格の制限の範囲内において評価の

総合点が最も高い参加者を契約候補者に選定する。但し、総合点において満点の６割

未満の場合は、契約予定者としない。 

 

（２）審査結果 

契約候補者が決定した後、審査結果は採択に関わらず、応募いただいた全応募者に

郵送で通知する。 

 

（３）評価基準 

項   目 配点 

全体・総括  

 

事業の趣旨および意図を十分に理解し、目的を達成する提案内容となって

いるか。 
１５ 

実施体制・スケジュールは明確で、期間内で円滑に確実な遂行ができる提

案となっているか。 
１０ 

実績は十分に有しているか。 ５ 

日本遺産パンフレットの作成  

 

パンフレットの構成およびデザインは、本事業の目的を踏まえ、よく考え

られたものとなっているか。（構成・デザインの根拠は明確か。） 
１５ 

平成２９年度に開催した「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博」

を踏まえた内容となっており、誘客に繋がるパンフレットとなっている

か。 

２０ 

地域が主体的となり、日本遺産を活用した取り組みに繋がる内容となって

いるか。 
２０ 

日本遺産を滋賀県の重要な観光コンテンツとして、今後も活用できる内容

となっているか。 
１０ 

業務内容に見合った経費が適切に見積もられているか。また、費用対効果は

どうか。 
５ 

合   計 １００ 

 

８ 契約の締結 

（１）推進協議会は、滋賀県財務規則（昭和５１年１１月１３日滋賀県規則第５６号）に

準じた随意契約の手続により、契約候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内で

あることを確認して契約を締結する。 

 

（２）委託業務の内容は、受託者からの提案に基づき協議を行ったうえで決定するため、

企画提案書の内容から一部変更になる場合がある。 

 

 

 



様式１ 

 

平成  年  月  日 

 

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会 

会長  佐藤 良治 様 

 

所在地 

 

法人名 

 

代表者氏名                ㊞ 

 

 

「日本遺産パンフレット作成事業」の業務委託に関する 

公募型プロポーザル企画提案書 

 

 

 標記事業の業務委託に関する公募型プロポーザルについて、別紙のとおり企画提案し

ます。 

 

 

  



様式２ 

誓   約   書 

 

日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会 会長 宛 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、推進協議会または県が必要な場合には、滋賀県警察本部に照会することについて

承諾します。 

 

記 

 

１ 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではありま

せん。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的

をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 

(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的

もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に

利用するなどしている者 

 

２ １の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または

個人ではありません。 

 

平成  年  月  日 

 

〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

 

住   所                              

〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕 

 

(ふりがな) 

氏   名                            ㊞ 

〔代表者の生年月日・性別〕 

 

生 年 月 日（明治・大正・昭和・平成） 年  月  日  性別（男・女） 

 

 

 

 



「日本遺産パンフレット作成事業」業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

  日本遺産パンフレット作成事業 

 

２ 業務の目的 

平成２７年度に認定を受けた日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺

産」は、認定から３年目にあたる平成２９年度に、日本遺産を核とした観光キャンペー

ン「日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博（以下、「ぐるっと博」という。）」を開

催した。 

日本遺産を構成する地域を中心に、「ぐるっと博」の開催期間中に日本遺産を活用した

まちあるきプログラムや体験プログラムが展開された。 

こうした取り組みの成果を活かし、地域の旅行関連事業者等による主体的な日本遺産

の活用に繋げることで、今後も日本遺産を核に継続して旅行者の誘客に繋げることを目

的に、各種プログラムやモデルコース等を掲載したパンフレットを作成する。 

さらに、平成２７年度の認定以降、構成地域および構成文化財が追加されたことで日

本遺産としてより一層深みが増した本ストーリーを紹介し、旅行者の誘客に繋げる。 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から平成３０年１０月３１日まで 

 

４ 業務内容 

  本業務では、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」の構成文化

財の情報や日本遺産を中心とした地域の各種プログラムやモデルコース等を掲載し、日

本遺産を観光地として紹介し、滋賀県への誘客に繋がるパンフレットを作成する。具体

的な業務内容は以下のとおりとする。 

 

  ア）作成仕様 

①体   裁：Ａ４判、中綴じを基本の体裁とすること。 

②構成ページ：２０～２８ページ程度を想定している。 

③用   紙：再生コート紙７３ｋｇ程度（グリーン購入法に適合のこと） 

④色   数：両面カラー４Ｃ 

⑤言   語：日本語 

⑥部   数：２０，０００部 

       ※最低作成部数とする。 

イ）想定する掲載内容 

別添資料（日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」）を踏まえ、

パンフレットに掲載する情報は以下の情報とし、ページ構成・デザイン等は提案す

ること。 

   ○日本遺産概説・ストーリー 

    ・日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」を概説やストーリ

ー（サブテーマ：「水と暮らしの文化」、「水と祈りの文化」、「水と食文化」）を

説明する。 

   ○県域ＭＡＰ 



    ・構成文化財の位置関係が分かるものとし、県域の概略地図にマッピングしたも

の。また、構成文化財以外に本パンフレットに掲載する情報についても同様に

マッピングすること。 

    ・位置関係が明確になるよう、主要な交通情報（鉄道路線・駅や道路路線・ＩＣ

など）も必要に応じて掲載すること。 

   ○構成文化財およびプログラム情報 

    ・全ての構成文化財の情報を掲載し、地域（10 市）別に分類して掲載する。 

・日本遺産に関連する地域のまちあるきプログラムや体験プログラムを掲載する。

掲載するプログラムは「ぐるっと博」の開催期間中に展開され、今後も継続的

に展開されるプログラムを基本とするが、新たに造成されたプログラムがあれ

ば、積極的に掲載する。 

・複数の地域間で展開される周遊プログラムやモデルコースなども積極的に掲載

する。 

・掲載内容は基本的には日本遺産に関連するものとするが、日本遺産への誘客に

繋がる情報であれば、日本遺産に直接的な関連性がなくとも掲載して差し支え

ない。 

    ・各地域（10 市）のページ数は、同一とする必要はなく、構成文化財の数やプロ

グラムの内容に応じて、増減しても構わない。 

    ・観光として訪問するのに必要な基本情報（アクセス情報、拝観時間など）も必

要に応じて掲載すること。 

    ※「ぐるっと博」で展開されたプログラムについては、「日本遺産 滋賀・びわ湖 水

の文化ぐるっと博」の公式ウェブサイトを参照。 

   公式ウェブサイト（https://nijitabi.biwako-visitors.jp/） 

   ○食文化情報 

    ・「水と食文化」の情報として、伝統漁法（ヤナ漁、オイサデ漁、エリ漁）や湖魚

を用いた伝統的な郷土食（湖魚料理等）を紹介する。 

     ※ここでいう湖魚とは、琵琶湖八珍（ビワマス、ホンモロコ、コアユ、イサザ、

ニゴロブナ、ウロリ、ハス、スジエビ）とする。 

    ・食に関連するプログラムを掲載する。 

   ○その他 

    ・上記の情報以外に、本事業の目的の達成および日本遺産のＰＲに繋がる情報等

があり、掲載する場合は、提案すること。 

ウ）注意事項等について 

   ○デザイン・レイアウトについて 

・日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」がイメージできる

デザインとすること。 

・各ページが統一性のとれたものとし、構成文化財や各種プログラムをＰＲし、

旅行者の誘客に繋がるようなデザインとする。 

・パンフレットラックへの配架を意識したデザインとすること。 

・パンフレットには、日本遺産のロゴマーク（文化庁・琵琶湖版併記）を掲載す

ること。ロゴマークの使用にあたっては、「使用マニュアル」に準拠すること。 

 

   ○その他について 

・推進協議会、滋賀県、公益社団法人びわこビジターズビューローおよび関係自

https://nijitabi.biwako-visitors.jp/


治体（関係市観光協会）等が、内容の変更を伴わない範囲で成果物に掲載され

る情報等を使用することについて、無償かつ制限を受けずに使用できること。  

 

５ 業務の進め方 

（１）実施体制 

・受託者は、あらかじめ実施体制を本推進協議会に提出するものとし、本推進協議

会および各市等に協力を求める事項がある場合または地域協議会が実施する事項

等を整理したうえで、役割分担を明示すること。 

・各種プログラムについては、各市（地域協議会）および観光協会等と調整し、掲

載内容を検討し、推進協議会に確認すること。 

・本業務の実施あたっては、推進協議会および各市（地域協議会）・観光協会等と

調整しながら進めること。 

 

（２）進捗管理 

・受託者は事業計画（実施スケジュール）を提出し、本推進協議会の承認を得るこ

と。 

・事業計画に基づき適切に進捗管理を行い、定期的に報告すること。 

   ・事業計画に変更が生じた場合、事業の進捗に遅れが生じた場合等は、遅滞なく本

推進協議会に報告・協議すること。 

   ・本推進協議会が、事業の進捗状況等への報告を求めた場合は、遅滞なくこれに応

じること。 

 

（３）掲載内容の確認 

 ・掲載内容については、地域協議会および観光協会等が提案するプログラムから選

択し、推進協議会と調整のうえ掲載内容を決定すること。 

 ・校正に関しては、適切な回数を行うものとし、必ず色校正も行うこと。 

 

６ 成果物 

（１）納入物・納品先 

  ア）パンフレット 

    ・作成部数 ２０，０００部 

 

  イ）パンフレットの電子データ 

    ・パンフレットの全ての電子データ（ＰＤＦおよびイラストレータ） 

 

（２）納入先・納入期限 

  ア）納入先 

・日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会事務局 

大津市打出浜２－１ 「コラボしが２１」６階 

      （公社）びわこビジターズビューロー内 

        

  イ）納入期限 

    ・平成３０年１０月３１日（水） 

     



７ その他 

ア 受託者は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならない。業務終了後

においても同様とする。 

イ 成果物の所有権、著作権、利用権は本推進協議会に帰属するものとし、著作者人

格権は、本推進協議会に対し行使しないものとする。なお、成果物等に含まれる第

三者の著作権、肖像権その他すべての権利についての交渉、処理は受託者が行うこ

ととし、その経費は委託料に含むものとする。第三者からの異議申し立て、紛争の

提起については、すべて受託者の責任と費用負担で対応するものとする。（成果物

の権利にあたって、第三者が保有し、本推進協議会に帰属することができない権利

がある場合は、あらかじめ本推進協議会に報告すること。） 

ウ 本業務により得られた成果物および資料、情報等は、本推進協議会の許可なく他

に公表、貸与、使用、複写、漏洩をしてはならない。 

エ 業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場

合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うとともに、これに対する

経費は受託者の負担とする。 

オ この仕様書について、疑義が生じたときまたは定めのない事項や細部の業務内容

については、その都度、本推進協議会と協議するなど、綿密な連絡を保ちながら事

業を遂行すること。 

カ 受託者は、事前に本推進協議会の承認を得た場合は、本業務の一部を第三者に再

委託することができる。 

キ 業務委託料の支払いは精算払とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

《推進協議会・１０市の問合せ先／調整先》 

日本遺産「水の文化」 

ツーリズム推進協議会 

大津市打出浜 2-1「コラボしが 21」6 階 

（（公社）びわこビジターズビューロー内） 
077-511-1532 

大津市 観光振興課 大津市御陵町３－１ 077-528-2756 

彦根市 観光企画課 彦根市元町４－２ 0749-30-6120 

近江八幡市 文化観光課 近江八幡市桜宮町２３６ 0748-36-5573 

高島市 観光振興課 高島市新旭町北畑５６５ 0740-25-8040 

東近江市 観光物産課 東近江市八日市緑町１０－５ 0748-24-5662 

米原市 商工観光課 米原市春照４９０－１ 0749-58-2227 

長浜市 観光振興課 長浜市八幡東町６３２ 0749-65-6521 

草津市 

 

商工観光労政課 草津市草津３－１３－３０ 077-561-2351 

守山市 商工観光課 守山市吉身２－５－２２ 077-582-1131 

野洲市 商工観光課 野洲市小篠原２１００－１ 077-587-6008 

 

《観光協会等の問合せ先／調整先》 

（公社）びわ湖大津観光協会 大津市御陵町２－３ 市民文化会館内 077-528-2772 

（公社）彦根観光協会 
彦根市本町１－１２－５ 

ひこね街なかプラザ内 
0749-23-0001 

（一社）近江八幡観光物産協会 近江八幡市為心町元９ 白雲館内 0748-32-7003 

（公社）びわ湖高島観光協会 
高島市新旭町旭１－１０－１ 

高島市観光物産プラザ１階 
0740-33-7101 

（一社）東近江市観光協会 
東近江市八日市緑町２５－４ 

東近江市役所東庁舎内 
0748-29-3920 

米原観光協会 

（市商工観光課内） 
米原市春照４９０－１ 0749-58-2227 

（公社）長浜市観光協会 

（市観光振興課内） 
長浜市八幡東６３２ 0749-65-6521 

草津市観光物産協会 

（市商工観光労政課内） 
草津市草津３－１３－３０ 077-566-3219 

守山市観光物産協会 守山市吉身３－１１－４３ 077-582-1266 

野洲市観光物産協会 

（市商工観光課内） 
野洲市小篠原２１００－１ 077-587-3710 

 

 


