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令和 4 年度 海外有力 OTA と連携した和歌山県観光プロモーション 

業務委託に係る公募要領 

 

1 公募事項 

（1）案件名 

令和 4年度 海外有力 OTA と連携した和歌山県観光プロモーション業務 

委託 

（2）事業目的 

別添「令和 4年度 海外有力 OTA と連携した和歌山県観光プロモーショ 

ン業務委託仕様書」のとおり 

（3）業務内容 

別添「令和 4年海外有力 OTA と連携した和歌山県観光プロモーショ 

ン業務委託仕様書」のとおり 

（4）予定契約期間 

本業務の委託契約期間は、契約締結日から令和 5年 3月 31 日までとする。 

（5）見積上限額 

   金 15,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

2 応募資格 

次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項の規定に 

該当しない者であること。 

（2）地方自治法施行令第 167 条の 4第 2項の規定により競争入札への参加を排 

除されていない者であること。 

（3）和歌山県が行う競争入札に関する入札参加資格停止の措置を受けていない 

者であること。 

（4）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立て 

がなされている者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、 

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（5）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押 

又は競売手続の開始決定がなされていないこと。 

（6）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（7）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） 

第2条第2項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行う者でないこ

と。 

（8）国税、県税（県内事業者のみ）について未納がない者であること。 
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3 連絡先及び提出先 

・担当課：和歌山県商工観光労働部観光局観光交流課 

・担当者：成田、前坂 

・住 所：〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目 1番地 

・電 話：073-441-2789 

・F A X：073-427-1523 

・E-mail：e0625001@pref.wakayama.lg.jp 

 

4 スケジュール 

項   目 日   程 

公募開始日 令和 4年 12 月 1 日（木）午前 9時 00 分から 

企画提案書提出期限 令和 4年 12 月 15 日（木）午後 5時 45 分まで 

企画提案書作成に係る質問

受付期限 
令和 4年 12 月 9 日（金）午後 5時 45 分まで 

選定委員会 令和 4年 12 月 16 日（金）～12 月 23 日（金）まで 

審査結果の通知・公表 選定委員会で委託候補者選定後速やかに 

契約締結の予定日 令和 4年 12 月下旬（予定） 

 

6 企画提案書作成に係る質問 

（1）質問期限：令和 4年 12 月 9 日（金）午後 5時 45 分まで 

（2）質問方法：「質問票」（様式 2）を電子メール又は FAX で「3 連絡先及び提 

出先」まで送付すること。 

※質問票が届いたことの確認を県担当者に必ず電話にて行うこと。 

（3）質問回答：随時、和歌山県観光交流課ウェブサイト上において公開する。

なお、提案書類の記載内容及び審査基準に関する質問、他の応

募者からの提案書類・提出状況に関する質問、積算に関する質

問等は、公平性の確保及び公正な選考を妨げるおそれがあるた

め一切受け付けない。 

 

7 応募手続 

（1）提出書類 

①企画提案申請書（様式 3） 

②企画提案書（任意様式） 
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③誓約書（様式 4） 

④見積書（任意様式） 

⑤提案者の概要が分かるもの（会社案内等） 

⑥本事業に関連する実績が分かるもの（契約書の写し等） 

⑦法人登記事項証明書 

⑧印鑑登録証明書 

⑨直前 1事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計 

算書又はこれらに類する書類 

⑩法人税、所得税、消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書 

（提出日において発行の日から 3か月以内のもの） 

   ⑪県内事業者については、和歌山県が徴収するすべての県税に未納がない 

旨の証明書（提出日において発行の日から 3か月以内のもの） 

（2）提出部数 

5 部（正本 1部、副本 4部） 

（3）提出期限 

①提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は書留必着） 

       ただし、（1）②企画提案書及び（1）④見積書は、電子メー 

ルでも提出すること。ファイルサイズが 8MB を超える場合は 

受信できないので、大容量ファイル送受信サービスを利用す 

る際に要する URL の提供を「3 連絡先及び提出先」に電子 

メールで依頼すること。なお、期限を過ぎて提出された企画 

提案書等は一切受け付けない。 

  ②提 出 先：「3 連絡先及び提出先」 

③提出期限：令和 4年 12 月 15 日（木）午後 5時 45 分まで 

     ※企画提案書を提出する場合、「3 連絡先及び提出先」まで連絡する 

こと。 

（4）企画提案書に盛り込む内容 

①業務計画の内容 

  ②業務実施の実行力 

③業務実施体制 

（5）その他 

①企画提案書等の作成及び提出に要する経費は、プロポーザル参加者の負 

担とする。 

②提案のあった企画提案書等は返却しない。 

③一旦提出された提出書類の差替え、追加及び削除は、理由の如何に関わ 

らず一切認めない。 
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8 審査・選定方法・審査基準 

（1）選定方法 

選定は、和歌山県商工観光労働部所管公募型プロポーザル方式等事業者選 

定委員会の委員が行う。なお、契約候補者の選定にあたっては、選定項目に 

基づき、企画提案書の内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮し 

ながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価、採点し、契約候補者を 

選定する。 

（2）選定委員会 

書面審査のみとする。 

（3）評価項目及び評価内容 

企画提案内容については、下記の項目に基づき数値（得点）で評価し、契 

約候補者を選定する。なお、選定委員会において必要と認める選定項目を追 

加する場合がある。 

①業務計画の内容 

（１） 事業目的を踏まえ、和歌山県の認知獲得・興味喚起を図り、和歌山県へ

の旅行予約を促進する効果的な事業計画 となっているか。 

（２） 事業目的を踏まえた適切な成果指標を設定するとともに、 PDCA サイクル

に基づき事業効果を最大化するための スキームが具体的に提案されて

いるか。 

②業務実施の実行力 

（１） OTA サイトに設置する和歌山県特集ページについて、事業目的に沿って、 

観光地としての和歌山県の認知度向上に資するとともに、和歌山県への

旅行予約促進に効果的な内容となっているか。 

（２） オンライン広告の配信について、和歌山県特集ページへの誘導を図るた

め、 対象市場や誘客ターゲット、誘客時期を踏まえ、ユーザーに対して

旅行先としての和歌山県に興味関心を喚起できるような効果的な内容と

なっているか。 

（３） 対象市場から和歌山県への旅行予約を促進する独自提案について、和歌

山県への誘客を促進する効果的な内容となっているか。   

③業務実施体制 

本事業を円滑に実施することができる人員体制となっているか。事業スケジュ 

ールは妥当か 

（4）契約候補者の選定 

各委員の評価点の平均が 60 点以下の提案については不採用とし、61 点以

上である事業提案を行った提案者のうち最高評価点の提案者 1 者を契約候補

者とする。 

（5）提案者が 1者の場合においても、選定委員会における評価の結果、評価点 

の合計が満点の 61 点以上に達している場合、当該提案者を契約候補者に選 

定する。 

（6）評価点が同点の場合の決定方法 
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「②業務実施の実行力」の評価点が高い事業者を選定する。上記において 

も評価点が同点であった場合、審査の合議により契約候補者を選定する。 

（7）その他 

①提出書類を提出後、契約締結までの手続き期間中にプロポーザル参加者 

に入札参加資格停止等の事由が生じた場合は、以後の本件に関する手続 

きの参加資格を失うものとする。また、契約候補者が当該参加資格を失 

った場合は、次順位のプロポーザル参加者と本件に関する手続きを行う。 

②提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに「3 連絡先及び提 

出先」まで連絡するとともに、書面により届け出ること。 

③契約候補者は、本件業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる 

ことはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務 

については、あらかじめ和歌山県の承認を受けた場合に限り、業務の一 

部を委託することができる。 

 

9 失格事由 

以下の条件のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 

（1）「2 応募資格」に掲げる参加資格を満たさない場合 

（2）企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（3）企画提案書作成のための仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（4）企画提案書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合 

（5）提案者に次の行為があった場合 

①委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

②他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

③事業者選定終了までの間に、他の提案者に応募事案の内容を意図的に開 

示すること。 

④応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑤その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

10 審査結果の通知方法 

（1）審査結果の通知 

審査結果は委託候補者を選定後、速やかに参加者に文書にて通知する。 

（2）審査結果の公表方法及び内容 

審査結果は、書面審査期間終了後の翌日以降に和歌山県観光交流課のウェ 

ブサイトにて次の内容を公表する。 

①契約候補者の名称及び評価点 

②次点以下のプロポーザル参加者の評価点（プロポーザル参加者名は公 

表しない） 
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11 契約の締結 

選定した契約候補者と和歌山県は、企画提案の内容に基づき、協議の上で 

仕様書の内容等を確定し、契約を締結する。 

なお、協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場合は、選定 

の結果において、次順位の契約候補者と協議する。 

 

12 その他 

（1）企画提案書に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）契約候補者に選定された場合には和歌山県観光交流課と十分協議を行いな 

がら事業を進めること。 

（3）企画提案書等に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第 

三者権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任の一切は、企画 

提案書提出者が負う。 

（4）提出された企画提案書等は「和歌山県情報公開条例（平成 13 年和歌山県 

条例第 2号）」に基づき、情報公開の対象となる。 

（5）責任の所在を明確にする観点から、共同提案は受け付けないものとする。 

（6）プロポーザル参加者が本件企画提案に要した費用については、全て参加者 

が負担するものとする。 

（7）複数の企画提案書等の提出は認めない。 


