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令和 4年 2月 22日 

 

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 

会長 村木 昭一郎 

（押印省略） 

 

「ポストコロナにおける早期回復及び西九州新幹線開業効果の最大化に向けた 

国内観光誘客プロモーション事業」に係る業務委託について（募集） 

 

当協会は、長崎市の観光地域づくり法人（DMO）として、『長崎市観光・MICE 戦略（2021-2025）』の基

本方針である「選ばれる 21 世紀の交流都市」を実現するため、訪問客の満足度向上・消費拡大、事業者

のビジネスチャンス拡大・収益向上、市民の満足度向上を使命に、データに基づく各種事業を推進してお

ります。 

この度、コロナ禍の影響を大きく受けている長崎市の観光消費を本年春から早急に回復させていくと

ともに、「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン」と「西九州新幹線」の開業効果の最大化に向け

た企画について、公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を行います。 

 

記 

 

1. 件 名 ： 

「ポストコロナにおける早期回復及び西九州新幹線開業効果の最大化に向けた国内観光誘客プロモー

ション事業」に係る業務委託 

 

2. 内 容 ： 

別紙仕様書のとおり 

 

3. 参加資格： 

  （1）当協会会員であること 

（2）観光プロモーションに専門的な知識と豊富な実践経験を有すること 

（3）次に該当しないこと 

ア 役員等が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「暴力団対策法」という。)第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下において「暴

力団員」という。）であると認められる。 

イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
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接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れる。 

オ 役員等が暴力団又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と認め

られる。 

カ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定

がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。） 、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加

資格の再認定を受けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされ

ている者 または 会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交

換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると

認められる者。 

 

4. 契約期間： 

  契約締結日（令和 4年 4月予定）～令和 5年 2月 28日（火）まで 

 

5. 提案上限金額： 

  34,581,000円（消費税及び地方消費税含む） 

 

6. 募集期間等 

項目 日程 

公募開始 令和 4年 2月 22日（火） 

仕様書等に関する質問期限 令和 4年 2月 28日（月）正午まで（必着） 

質問に対する回答 令和 4年 3月 1日（火） 

参加意思表明書提出期限 令和 4年 3月 4日（金）正午まで（必着） 

応募書類の提出締切 令和 4年 3月 22日（火）正午まで（必着） 

審査（プレゼンテーション）の実施 令和 4年 3月 24日（木）～3月 25日（金）予定 

審査結果通知 令和 4年 3月 29日（火）予定 

契約締結予定 令和 4年 4月上旬 

 

7.  応募書類の提出期日： 

  令和 4年 3月 22日（火）正午まで（必着） 

  ※令和 4年 3月 4日（金）正午までに参加意思表明書を提出された事業者のみの受付。 

  ※参加意思表明書は「様式 1 参加意思表明書」に必要事項を記入し提出すること。 

  ※質問がある場合は、「様式 2 仕様書等に関する質問書」に記入し提出すること。 

 

8. 応募書類の提出： 

下記（1）と（2）の 2点とする。 

（1）企画提案書（任意様式） 
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ア 別紙仕様書に記載する業務内容及び独自に提案する内容について、企画コンセプト、

全体イメージ、プロモーション手法、内容、実施スケジュール等を具体的に記載する

こと。また、本事業における KGI、KPI等についても詳細に記載すること。 

イ 企画におけるコンセプトイメージ、プロモーションにおけるクリエイティブのイメー

ジを提示すること。ただし、実際に制作する際は、令和 3年度事業において構築中で

ある「長崎市観光マスターブランド」と連動したコンセプト、デザインとし、当協会

が指定する誘客プロモーションワードを使用すること。 

ウ 予定する体制、人員、役割分担及び各分担間の連携について具体的に記載すること。

また、予定する責任者（統括責任者含む）及び担当者を明確に記載することとし、そ

れぞれの者の実施業務について記載すること。 

エ 本業務と類似業務の受注実績について、実施主体（クライアント）、実施年次、事業費、

事業内容、成果等の実績に関しての主な受賞歴までを纏めたポートフォリオを提出す

ること。 

 

（2）見積書（任意様式） 

見積書には必要事項を記載し、契約権限のある者が記名・押印の上、提出すること。また、内訳

がわかるように記載すること。内訳については、総事業費の積算内訳を可能な限り詳細に記載

し、消費税額及び合計金額がわかるように記載すること。 

    

9.  応募書類に記載する事項と注意点： 

   ・提出日 

   ・宛名（一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 会長 村木 昭一郎） 

   ・事業者名（代表者肩書及び代表者名含む） 

   ・事業者の代表印の押印 

・件名「ポストコロナにおける早期回復及び西九州新幹線開業効果の最大化に向けた国内観光誘客

プロモーション事業」に係る業務委託 

   ・見積書には消費税額及び合計金額がわかるように記載し、契約権限のある者が記名・押印の上、

提出すること 

 

10.  応募書類の提出方法と提出先 ： 

 （1）A4版で正本 1部及び副本 5部並びに電子データを提出するものとする 

 （2）提出先   

〒850-0862 長崎市出島町 1-1出島ワーフ 2階 

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 DMO推進本部 企画部 坂井 宛 

電子データ提出先：dmo@nagasaki-visit.com 

 

11. プレゼンテーション審査： 

  企画提案書を基づき、事業者毎に、次の通りプレゼンテーションを実施する。 
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  実施予定日時：令和 4年 3月 24日（木）～3月 25日（金）のいずれかの日程で別途通知 

  方  法 ：現地開催（長崎市内）を基本とし、新型コロナウィルス感染拡大の状況によりオンライ

ン（ZOOM）での実施を検討する。 

  説明時間 ：40分程度（説明 25分、質疑 15分） 

  注意事項 ：プレゼンテーションは提出した提案書をもとに行うこととし、追加提案や追加資料の

配布は行わない。また、審査は個別に行い、非公開とする。 

 

12. 事業者選定の評価基準： 

次の内容から総合的に評価する。ただし、見積価格が提案上限額を超えている事業者については、 

受託候補者としない 

 

 

 

13. 審査結果の通知 

  郵送により参加申込者全員に対して通知する。   

非常に
優秀

優秀 普通
やや
劣る

劣る

①企画コンセプト

・本事業を本質的な部分から理解しているか

・観光消費の早期回復を期待できるか

・ありたい姿からのバックキャスティングで描かれている
か

②企画設計

・目的と手法は明確になっているか

・本事業におけるKGI・KPIは明確になっているか

・誘客促進向上に繋がる工夫はあるか

・滞在消費向上に繋がる工夫はあるか

③クリエイティブ

・ターゲットの興味関心を惹きつけるクリエイティブと
なっているか

・長崎市を旅する価値を感じることができるクリエイティ
ブとなっているか

④独自性

・今までにない独自性や地域性があるか

①見積価格

・見積価格は適正か

・予算内で効果を期待できる設計となっているか

②運営体制

・運営体制は万全か

③実施スケジュール

・実施スケジュールは計画性があるものになっているか

④過去の関連業務の実績

・過去の関連業務の実績は評価できるか

合計 100点

企画提案力
（80点）

企画実現性
（20点）

1

2

採点
評価項目 評価基準

5 4 3 2 0

5 4 3 2 0

0

5 4 3 2 0

5 4 3 2

20 12 9 6 0

10 8 6 4 0

30 24 18 12 0

20 20 15 10 0
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14. その他 

  ・提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

  ・提出書類は本審査のみに使用し、返却はしない。 

・提出書類は非公開とし、採用された提出書類、団体名等については応募者の承諾を得た上で公開

する場合がある。 

  ・審査結果に対する意義申し立ては受け付けない。 

・委託予定者が決定した場合は、改めて業務内容等について詳細協議を行い、業務内容を決定した

上で委託契約を締結する。その場合に、契約前に詳細協議を行い、企画の一部を変更する場合が

ある。 

  ・今後の社会情勢やその他不可抗力等により本事業を中止する場合がある。 

   ・本業務を受託した事業者は、委託業務の整合性の観点から、本業務と合わせて、令和 4年 4月 1

日以降で別途公募予定の「令和 4年度 長崎市国内観光誘客プロモーション」に係る委託業務の契

約予定事業者として選定する。 

以上 

 

【お問合せ先】             

（一社）長崎国際観光コンベンション協会 

DMO推進本部 企画部 

TEL：095-823-7423 

Email：dmo@nagasaki-visit.com 

担当：坂井（西原、小林） 


