
 

「令和３年度 中標津空港ブランディング推進事業」 

企画提案応募要領（企画提案指示書） 

 

１ 目 的 

  中標津空港は世界遺産である知床半島、阿寒・摩周国立公園の摩周湖、阿寒湖、北方四島が間

近にせまる根室納沙布岬、釧路湿原のほぼ中央に位置し、車で１時間から２時間以内に全てのと

ころへと足が伸ばせる絶好の地にあり、観光のほかにも地域経済、地域医療をはじめ、管内発展

への貢献など、公共的な役割が大きい空港である。現在、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る移動自粛により、中標津空港利用者は激減しており、路線維持のため中標津空港発着便搭乗者

数の回復が喫緊の課題となっている。ポストコロナを見据え、多くの方のディスティネーション

となるよう、中標津空港を核とした周辺地域の情報整備、動画やSNS、メディアを活用して発信

することにより、中標津空港の利用者拡大につなげる。 

 

２ 業務実施主体及び事業実施方法 

  中標津空港利用促進期成会（以下「期成会」という。）が主体となり、民間企業等に委託して

実施する。 

 

３ 企画提案応募条件等 

(1) 複数の企業等による連合体（以下「コンソーシアム」という。）又は単独企業等とする。 

(2) コンソーシアムの構成員及び単独企業等は、次の要件を満たしていること。 

  ① 道内に本社又は支店等を有する次の者であること。 

   ア 民間企業 

   イ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人 

   ウ その他の法人、又は法人以外の団体等 

② 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団員の統制下にある法人 

でないこと。 

③  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項に規定する者でないこと。 

④ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定による競争入札への参加を排除されている者 

でないこと。 

⑤ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成4年9月11日付け局総第461号） 

第2第1項の規定による指名停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその 

停止の期間を経過していること。 

⑥ 暴力団員（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6号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配 

する事業者その他同条第 2 号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者

をいう。）に該当しない者であること。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行

う競争入札への参加を除外されていないこと。 

⑦ コンソーシアムの構成員が単独企業、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員と 

して、この企画提案（プロポーザル）に参加する者でないこと。 

(3) コンソーシアムにおいては、(1)、(2)の要件の他、次のいずれの要件も満たすこと。 

① コンソーシアムを構成する企業間に明確な契約が存在すること。 

② 委託を受けた事業が完了した日の属する年度の終了後 5 年間、会計帳簿等の関係書類の 

保存について責任の所在が明確であること。 

 

４ 契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 



 

 

５ 委託事業費（上限額） 

  8,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

６ 委託期間及び業務スケジュール 

(1) 委託期間 契約締結の日～令和４年３月１８日 

(2) 業務スケジュール 

    ７月  日（ ）：公示・事務局（中標津町ＨＰ）に掲載 

    ８月１３日（金）：企画提案参加表明期限 

    ８月２４日（火）：企画提案の受付・受領 

    ８月２６日（木）：審査会の実施 

８月下旬：委託事業者決定、契約締結、業務開始 

 

７ 企画提案事項 

(1) WEBページの制作 

① 業務の範囲 

中標津空港の利便性と、中標津空港周辺自治体の魅力が伝わるようモデルルートを掲載する

など中標津空港利用促進につながるWEBページを制作し、情報発信を行う。 

② 条 件 

 WEBページの制作及び情報発信については、以下の条件で提案すること。 

・ 中標津空港の利用促進につながるよう、空港の利便性や地域の魅力や特色が十分に伝

わるような構成・デザインであること。 

・ 固有名詞は、自治体公式サイト等を参照し、齟齬のないようにすること。 

・ 関連リンクの調整を行うこと。 

・ サーバー契約・ドメイン取得作業を行うこと。 

・ 次年度以降も継続的に使用できるデザインまたは仕組みとすること。 

・ SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）との連携機能を備えること。 

・ ページアクセスの傾向や分析ができる仕組みとすること。 

・ 使用する写真は、期成会のプロモーションに使用できる版権フリー写真が望ましい。 

(2)  動画の制作 

①  内  容 中標津空港の利便性と、中標津空港圏域の「自然」、「食」、「体験」、「イベント」、

「文化」といった魅力が伝わる動画の制作を行うこと（動画は新たに制作するこ

ととし、既存の動画購入配信は原則不可とする。）。また、③の配信対象地域に対

し、中標津空港の利便性と観光資源を効果的に訴求できるものとすること。制作

は、原則委託期間終了までに行うこと。 

②  本  数 ア）メイン動画（３～５分程度） 

イ）ア）の内容を短縮したダイジェスト動画（１分程度） 

③  対  象 中標津空港就航先である新千歳空港圏域及び羽田空港圏域のほか、利用促進に

効果が期待できる地域とし、これらを対象に訴求できるよう動画を工夫すること。

なお、提案の際はテーマ・ターゲット等のコンセプトを明らかにすること。 

④ 計 画 企画提案時に、動画の制作スケジュールを提出すること。 

⑤ 権利関係 動画の版権は、期成会に帰属するものとし、二次利用を可能とすること。 

  ※撮影にかかる一切の費用は当初の契約金額に含むものとする。 

 (3)  WEBプロモーション 

  SNSやSEO対策等を活用し、(1)で制作するWEBページへの流入を促す広告配信を実施す

る。 



 

① 内  容 広告配信の媒体は、本業務の事業効果の最大化を図るため最適と考えられる媒

体（複数の媒体の組み合わせも可）を選定の上、提案すること。 

② 情報発信期間 契約日～契約満了日 

③ 計 画 企画提案時に、広告スケジュールを提出すること。 

※ 閲覧数等KPIを設定すること。 

 (4)  招聘事業 

①  招聘企画 中標津空港の利便性や、中標津空港圏域の観光資源などの魅力を紹介し、SNS 

等により効果的な情報発信が行える内容とすること。また、招聘に係る参加者の

入館料、飲食料、宿泊料、バス借上げ料、旅行保険料、その他必要な費用につい

て全て委託料に含むこと。 

②  時  期 招聘実施後の露出を考慮し、最も効果的な時期に実施すること。 

③ 招聘対象 効果的かつ効率的な情報拡散が期待できるインフルエンサー、パワーブロガー、

メディア関係者等２名以上とする。インフルエンサー、パワーブロガーについて

は原則として個人ＳＮＳページ等を所有し、日常において更新を行っていること。 

④  招聘地域 中標津空港周辺地域 

⑤ 進捗管理 メディアについては掲載媒体名、発行月を示すこと。また、視察記事掲載まで

のフォローを行うこと。 

※ 閲覧数等KPIを設定すること。 

(5) 成果品の提出 

① 事業実施内容の効果測定、報告書の作成（あわせてUSBフラッシュメモリ等で電子データ 

を提出すること） 

   ・再生数、ページビュー数、フォロワー数、リーチ数など、取組内容に応じた成果を把握す

ること。 

・本事業の実績・効果測定・分析状況を踏まえて、本事業に係る今後の空港利用者数の拡大

についての提案を分かりやすく記載した報告書を作成すること。 

  ② 動画データ（USBフラッシュメモリ等） 

(6) 上記以外で更なる宣伝効果や利用促進に効果が期待できる企画の提案・実施 

 

８ 参加表明 

  企画提案を提出する意思がある場合は、期日までに参加表明すること。 

(1) 表明期限：令和３年８月１３日（金） 午後５時 

(2) 表 明 先：中標津空港利用促進期成会事務局（担当：佐々木） 

Email chiiki@nakashibetsu.jp 

(3) 表明方法：メールにて行うこと（様式は任意、メール本文でも可）。 

 

９ 企画提案書等の提出 

  企画提案を行う場合は、次により企画提案書及び別紙「様式１ 参加資格に該当する旨の誓約

書」を提出すること。 

企画提案書作成に当たっては、企画提案事項及びその提案の考え方のほか、下記の項目につい

て企画提案書に記載すること。 

(1) 企画提案事項の総括表 

   各提案事項をＡ４サイズ１枚に簡潔にまとめたものとすること。 

(2) これまでの事業実績 

  会社等の業務内容及び本事業に類似した業務実績について、過去２年分を記載すること。 

(3) 業務実施体制 

  当該業務実施体制について、業務担当者をはじめとする企画提案者の体制、事業運営体制等



 

を明記し、具体的に記載すること。 

  なお、企画提案者の業務担当者名については、提出する企画提案書の１部のみに記載し、残

りについては、「Ａ」、「Ｂ」などといった表現を用いて記載すること。 

(4) 業務スケジュール 

  委託業務開始から終了までのスケジュールを具体的に記載すること。 

  （委託業務開始は８月下旬を予定。） 

(5) 新型コロナウイルス感染対策 

  実施に当たっての予防対策を記載すること。  

(6) 見積書 

  各事業・項目の明細を記載すること。 

  事業受託者職員の人件費を見積書に明記すること。 

※期成会スタッフ旅費は、見積りに含まない。 

(7)  提出部数 

５部（会社名、業務担当者氏名を記載したもの１部、記載しないもの４部） 

(8) 提出場所  

〒086-1197 

標津郡中標津町丸山2丁目22番地 

中標津町役場経済部空港対策室内 

   中標津空港利用促進期成会事務局（担当：佐々木） 

   ＴＥＬ ０１５３－７３－３１１１ 

   ＦＡＸ ０１５３－７３－５３３３ 

(9) 提出期限  

令和３年８月２４日（火） 午後５時 

(10) 提出方法 

提出場所に持参又は郵送（提出期限必着）すること。 

ファクシミリ、メールでの提出は不可。 

 

１０ 企画提案書作成上の留意点 

(1) 様式の規格はＡ４版とする。ただし、全体的なイメージを伝える上で数ページＡ３用紙を折

り込むことは可とする。 

(2) 企画提案は１社１提案とする。 

    例）メディアの選定などでＡ案・Ｂ案と複数のメディアを記載し、事業実施主体側に選択を

委ねている提案は、審査対象外とする。 

(3) 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(4) 提出された企画提案書は返却しない。 

 

１１ 企画提案に関する審査 

(1) 提出いただいた企画提案を基に、WEB会議サービスを用い、オンラインにて提案説明及びヒ

アリング審査を行う。 

(2) 企画提案を提出する事業者が４社以上の場合は、書面審査を行い、原則、上位３社をヒアリ

ングの対象とする。 

(3) ヒアリングの日時及び場所は、別途お知らせする。 

(4) ヒアリングに参加できなかった場合は、棄権とみなす。 

(5) ヒアリング時の追加資料の配付については認めない。 

※なお、参加者の責に帰すべき事由以外による接続不良等のネットワークエラーによって生じ

た時間の損失分は、審査時間に含めない。 



 

 

１２ 企画提案の評価基準 

企画提案は、次の項目を審査し、総合的に判断する。 

(1)  業務遂行能力 

    提案内容を含め、本事業を遂行するに足る能力、組織体制、人員が整っているか 

(2)  企画提案の目的適合性 

指示内容が十分理解されているか 

協力体制など人的ネットワークが確保されているか 

効果的な事業内容となっているか 

(3)  実現性 

    事業の組み立てに具体性があり、実現可能な提案・スケジュールとなっているか 

(4) 経済合理性 

費用対効果が高い提案となっているか 

 

１３ 業務上の留意事項 

(1)  業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、期成会と受託者が協議して決定

する。 

(2)  期成会は受託者に対して、期成会がこれまで取りまとめた資料等について、可能な範囲で提

供する。 

(3) 作成した報告書のデータ等に関して、期成会のウェブサイトやイベントでの二次使用を認め

ることとし、見積金額にはその二次使用料、データ納品費を含めること。 

(4)  著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託事業者において必要な権利

処理を行うこと。 

 

１４ 再委託の禁止 

(1)  本業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務

遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいう。 

(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託

にあたっては、期成会の承諾を必要としない。 

(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、再委託先の事業者名、住

所、金額、再委託する業務範囲を記載すること。 なお 、再委託を行う際には、予め期成会の

承認を得る必要があるので留意すること 。 

 

１５ その他 

(1) 提出された企画提案書は、本事業の受託者選定以外の目的には提出者に無断で使用しない。 

(2) 公正性、透明性、客観性を期するため、企画提案書は公表する場合がある。なお、公表にあ

たっては事前に提案者に通知するものとする。 

(3) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

(4) 受託者選定後の契約行為に関し発生する費用は、受託者において負担するものとする。 

 

以上  



 

 

コンソーシアム協定書 
  

（目 的） 

第１条 本協定は、コンソーシアムを設立して、中標津空港利用促進期成会が発注する「令和３年度 中標

津空港ブランディング推進事業」（以下「本業務」という。）を効率的に営み、優れた成果を達成するこ

とを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、「令和３年度 中標津空港ブランディング推進事業」

受託コンソーシアム（以下、「本コンソーシアム」という。）と称する。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第３条 本コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。 

  （１）        

  （２）        

（３）        

 

（幹事企業及び代表者） 

第４条 本コンソーシアムの幹事企業は、                      とする。 

２ 本コンソーシアムの幹事企業を本コンソーシアムの代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第５条 本コンソーシアムの代表者は、本業務の執行に関し、本コンソーシアムを代表して発注者と折衝す

る権限並びに本コンソーシアムの名義をもって委託料の請求、受領及び本コンソーシアムに属する財産を

管理する権限を有するものとする。 

 

（構成員の連帯責任） 

第６条 本コンソーシアムは、それぞれの分担に係る進捗を図り、本業務の執行に関して連帯して責任を負

うものとする。 

 

（分担受託額） 

第７条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の

変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

２ 前項に規定する分担受託額については、運営委員会が定め発注者に通知する。発注者との間で契約内容

が変更されたときも同様とする。            

 

（運営委員会） 

第８条 本コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の運営にあたるものとする。 

 

（業務処理責任者） 

第９条 本コンソーシアムはその構成員の中から、本業務の処理に関する業務処理責任者を選出し、本業務

に係わる指揮監督権を一任する。 

 

（業務担当責任者及び業務従事者） 

第１０条 本コンソーシアムの各構成員の代表者は、業務処理責任者の下で本業務に従事する業務担当責任者及び業

務従事者を指名する。 

 

（取引金融機関） 

第１１条 本コンソーシアムの取引金融機関は、              とし、本コンソーシアムの



 

代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 

 

（構成員の個別責任） 

第１２条 本コンソーシアムの構成員がその分担に係る本業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき

事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１３条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 

 

（業務途中における構成員の脱退） 

第１４条 構成員は、本コンソーシアムが業務を完了する日までは脱退することができない。 

 

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第１５条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同

連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 

 

（解散後の瑕疵担保責任） 

第１６条 本コンソーシアムが解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同

連帯してその責に任ずるものとする。 

 

（会計帳簿等の保存） 

第１７条 本業務に係る会計帳簿及び雇用関係書類等の関係書類は本業務が完了した日の属する年度の終了

後５年間、                      が保存するものとする。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第１８条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第１９条 本協定の紛争については、札幌地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

 代表者幹事企業                      外  社は、上記のとおり本コンソーシ

アム協定を締結したので、その証として本正本  通及び副本１通を作成し、各構成員が記名押印の上、正

本については構成員が各１通を保有し、副本については委託契約書に添えて発注者に提出する。 

 

令和  年   月   日 

 

                 代表者 （所在地） 

                     （名 称） 

 

                     （代表者）                 ㊞ 

 

                 構成員 （所在地） 

                     （名 称） 

                     （代表者）                 ㊞ 

 

                 構成員 （所在地） 

 

                     （名 称） 

                     （代表者）                 ㊞ 


