
 
 

平成 30年度「新しい東北」交流拡大モデル事業（広域型） 公募要項 

 
平成 30年１月 19日 

復 興 庁 
 
１．事業の趣旨 

復興・創生期間に入り、今後は産業・生業の再生を重点的に進めていくことが必要

であるところ、特に観光は地域産業全体に影響を与える裾野の広い産業であり、観光

復興は東北の産業・生業再生の柱となる重要なテーマである。しかしながら、東北地

方は全国的なインバウンド急増の流れから大きく遅れるなど観光復興は道半ばとなっ

ており、正確な情報発信だけではなく、個々の外国人が実際に体験した東北の情報を

拡散させ、外国人交流人口（国内在住者を含む。以下同じ。）を拡大させる必要がある。 
本事業は、「東北観光アドバイザー会議提言」（平成 28 年４月）を踏まえ、東北にお

ける外国人交流人口拡大に係る課題の解決に資する、旅行商品や学生交流、企業向け

研修プログラムなど国内外の外国人が東北６県に訪れるプログラムを造成し、実際に

プログラムを販売することで市場の評価を通した実証を行い、持続的な東北６県への

外国人交流人口の拡大を図るものである。 
 
２．応募資格 

(1)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被 

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、 

特別の理由がある場合に該当する。 

(2)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(3)平成 28・29・30年度全省庁統一競争参加資格審査の「役務の提供等」において、「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされた競争参加資格を有する者、又は、当該競争参加

資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参

加資格者名簿に登載された者であること。 

(4)復興庁における物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約に係る指名停止等措

置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(5)暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。  

(6)事業等の実施の方法等の事業の実施に関する計画が、事業の適確な実施のために適切

なものであること。 

(7)事業を適確に遂行する技術的能力及び知見を有し、かつ、事業の遂行に必要な組織、

人員を有していること。 

(8)公正な実施に支障を及ぼすおそれがない者であること。 

(9)知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。 

(10)事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有すること。 



 
 

 
３．募集する提案 

   本事業は、公募により広く企画の提出を求める「企画競争」として提案を募集する

ものである。所要の選定手続を経て、対象事業を選定した後、当該事業の提案団体と

契約を締結し、国による調査として実施することとしている。 
   また、外部協力者への再委託又は共同実施の提案を行う場合、事業の総合的な判断

並びに業務遂行管理部分を外部に再委託等することはできない。 
   以下の事項に留意の上、提案を行うこと。 

※ なお、選定結果の通知後も、会計法令に基づく契約手続が完了するまでの間

は、何ら復興庁と契約関係が生ずるものではない。 

 
(1)募集する提案の内容 

本事業では、東北における外国人交流人口拡大に係る課題の解決に資する、旅行商

品や学生交流、企業向け研修プログラムなど国内外の外国人が東北６県に訪れるプロ

グラムを造成し、実際にプログラムを販売することで市場の評価を通した実証を行う

取組であって、以下の要件を満たす取組を募集する。 
※ 取組は、必ずしも東北６県全域での交流人口拡大につながる必要はない。東北

６県の一部に限定した取組も対象に含まれる。 
※ 本事業で造成するプログラムは、東北６県以外の地域を含めたプログラムも認

められるが、各プログラムに東北６県のどこかが含まれる必要がある。    
 
  【選定に係る要件】 

① 取組の過程において、東北における外国人交流人口拡大に係る課題を解決する提

案であること。特に今年度は、復興五輪とも位置づけられている東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会が開催される「2020 年を見据えたモデル」又はリ

ピーター獲得等「東北のコアなファンを獲得するモデル」のいずれかとする。 
② 本事業が終了した後も、持続的に実施することを想定した取組であること。 
③ 既存の商品やサービスの普及ではなく、民間事業者だけでは着手が難しい、外国

人交流人口を拡大させる新たな付加価値やサービスを盛り込んだ新たなビジネ

スモデルの提案であること。 
 

【提案の具体例】 
・ 外国人観光客向け旅行商品の造成及び販売 
・ 留学、合宿、ホームステイ等の学生交流プログラムの造成及び販売 
・ 国内企業向け研修プログラムの造成及び販売 

※ 上記に挙げたのは一例である。外国人交流人口の拡大に資するものであれば、観

光客の誘客に関する提案に限定されるものではない。 
 



 
 

(2)事業の選定基準 

   事業の選定は、提案内容を踏まえ、次のような観点から選定する。    
① 設定した課題の解決が、東北６県への外国人交流人口拡大にどの程度貢献するか。

（課題設定の意義・合理性） 
※ 民間で実施できない事情等、国が採択すべき合理性・意義等を説明すること。 

② 提案事業実施の結果、どの程度効果をもたらすことができるか。（インパクト） 
※ 課題の困難さを踏まえ判断できるよう、成果指標の説明等を工夫すること。 

③ 提案事業の実現可能性はどのように担保されているか。（実現可能性） 
※ 特に、海外における販路が確保できる見込みがあるかどうか留意すること。 

④ 造成したプログラム販売等の一連の取組を事業終了後も継続できるか。（持続性） 
⑤ 提案事業の内容に、新たな試みとして実施する要素が含まれているか。（新規性） 

※ 既存商品を販売するプロモーションを実施するだけ等の事業は認められない。 
※ なお、平成 28・29年度に実施された「新しい東北」交流拡大モデル事業にお

いて実施した事業と類似した提案については、それらに加えてモデル事業と

して採択すべき新たな要素が含まれているか明示した上で提案すること。 
    
 

(3)本事業で支出する経費の範囲 

   本事業で支出する経費は、各種プログラムの造成・販売段階におけるソフト面の取

組に係る経費である。（セミナーの開催、人件費、旅費、商品のプロモーション費用等）。 
※ なお、１提案につき最大 3,000万円程度を想定している（複数件の選定を予定）。 
※ プログラム参加に支払う対価等を割り引くための経費の支出は認めない。 

 
 【支出対象とならない経費の例】 
    例えば、以下に掲げる経費は支出対象とはならない。 

・ 施設・車両・設備の購入や整備、用地の取得等に係る経費（いわゆるハード事業、

ただし、消耗品の購入やリースは可） 
・ イベント等の実施だけを目的とした経費 
・ 策定だけで終わってしまう地域ビジョンの取りまとめに係る経費 
・ 提案のあったプロジェクトの実施に直接必要とならない経費（提案団体において

従前から実施している活動の運営経費等） 
・ 実施期間外の活動に係る経費 
・ 国等により別途、補助金、委託費等が支給されている経費（他事業と重複補助に

ならぬよう、負担区分が明確になるよう注意すること） 等 
 

(4)実施期間 

   本事業の実施期間は、契約の締結日から平成 31年３月 29日までとする。 

 ※なお、契約締結日は平成 30年度予算成立後とする。 



 
 

 
４．本事業で実施する内容 

事業期間内に以下の項目を実施する。ただし、①及び②は、提案段階において相当

程度完成していることを前提としており、⑥は事業年度終了後も対応するものとする。 
① 定量的な成果目標の設定 

旅行商品、プログラム等の造成・販売を通じて、交流人口拡大にどの程度貢献

できたのかを検証するため、測定可能な（事業の成果として合理的に推定可能な

ものを含む。）定量的な成果目標（例：送客人数、宿泊日数等）を設定すること。 
※ 努力目標であり、未達成により単純に契約金額が減少するものではないが、

契約解除等の判断要素となることを踏まえつつ、３．(2)②との関係も留意し

ながら実現可能な数値を設定すること。 
② 仮説の設定 

東北における外国人交流人口拡大の妨げとなっている課題を認識し、その課題

を解決した上で交流人口の拡大につながるビジネスモデルの仮説を立てる。 
③ プログラムの造成・販売 

②の仮説に基づき、東北６県の外国人交流人口拡大につながるプログラムを

造成・販売すること。プログラムの造成・販売は東北６県全体で実施する必要

はないが、広い範囲で多くの商品を造成・販売し、東北における外国人交流人

口拡大により大きな効果を得られるものが望ましい。 
④ プロモーションの実施 

プログラムの販売にあたっては、設定したターゲットに応じて目標を立てて、

国内外でプロモーションを実施すること。 
⑤ プログラムの内容の改善 

  ③で造成したプログラム等の販売成果を踏まえ、更なる東北６県の外国人交

流人口拡大につながるよう、プログラムの改善等を事業期間内に実施すること。 
⑥ 情報発信への協力 

本事業での取組内容、状況、結果等について、復興庁等が国内外に情報発信

するために必要な資料の提供、ヒアリングや取材対応等に協力すること。 
⑦ 報告会での発表 

年度末までに、復興庁が東京都内で開催する報告会（関係省庁、地方公共団

体、メディア、外国人等の出席を想定）に参加し、本事業での取組内容、成果等

について報告すること。報告会の詳細は、後日復興庁が提示する内容に従うこと。 
⑧ 報告書の作成 

① ～⑦を踏まえ、取組の成果検証等含んだ報告書を作成すること。 
※ なお、復興庁は、報告書及び報告会における発表の一部又は全部をホームペー

ジ等で公表することができるものとする。 
⑨ 進捗状況の報告 

本事業の実施にあたっては、進捗状況を定期的に報告等、復興庁と緊密に連絡



 
 

を取ること。（事業期間中、少なくとも月１回以上は進捗状況を報告すること。） 
 
５．応募に際しての必要書類 

    様式１から様式５（Ａ４判）に、提案内容について具体的かつ明確に記載すること。

（詳細な説明資料等、様式以外の資料を添付しても構わないが、いずれにしても、提

案者名を記載する箇所以外の記載内容から提案者名が判別可能な場合には、失格とす

る場合があるので十分に注意すること。） 
なお、様式については、復興庁ホームページ（以下のリンク先）から提案書様式ファ

イルをダウンロードすること。 
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-19/20160119130009.html 
 
①様式１（Excel 形式）：提案書 
  次の事項について記載すること。 
  ア 提案名 
  イ 提案者についての情報 
  ウ 主な実施地域 

※選定後、記載しなかった地域での取組を制限するものではない 
   エ 事業の内容（「2020 年を見据えたモデル」又は「東北のコアなファンを獲得す

るモデル」の内容を含む。） 
   オ 本事業を提案するに至った経緯・問題意識 
   カ 本事業を実施した結果、どのようなプロセスを経て交流人口拡大に貢献するか 
   キ 交流人口拡大に向けた取組を事業終了後にどのように継続させていくか 
   ク 事業の中で新たな試みとして実施する要素 
   ケ 定量的な成果目標 
   コ 連携して取組を進める関係者／役割分担／担当者名、連絡先 
   サ 個々の関係者における類似取組の実績 
   シ 再委託先（再委託が必要な場合） 
②様式２（Excel 形式）：費用積算書 

事業の実施に必要な経費を、取組毎に記入すること。 
③様式３（Excel 形式）：スケジュール表 

   事業実施に係る各取組の実施スケジュールについて、取組毎に分けて記載すること。 
  その際、想定する成果指標等の達成状況についてもあわせて記載すること。 
④様式４（PowerPoint 形式）：提案の概要図 
  様式１で記載した内容について、要点のみを簡潔に、１枚にまとめて記入すること。  

  （文字のフォントサイズは12ポイント以上とすること。） 

⑤様式５（Word 形式）：誓約書 
   暴力団等に該当しない旨の誓約書（提案団体の中に複数の構成団体が含まれる場合

は、提案団体の代表団体の誓約書のみ）を、記名・押印の上、提出すること。 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-19/20160119130009.html


 
 

 
６．公募期間・提案書類提出方法 

(1)公募期間 

○ 公募期間 

平成 30年１月 19日（金）～平成 30年３月 16日（金） 

○ 公募締切 

平成 30年３月 16日（金）12:00 

 

(2)提案書類提出方法 

   以下の提出物について、下記送付先に原則郵送（宅急便も可）で提出すること。 

   ファイルには綴じず、提出物をそのまま封筒に入れて提出すること。 

※ 郵送は書留郵便に限る。 

  郵送の場合、封筒の表に「平成 30年度「新しい東北」交流拡大モデル事業（広

域型）提案書在中」と記載し、１提案ごとに送付すること。 

平成 30年３月 16日（金）12:00必着 

 
(3)提出物 

○ 紙媒体 13部（原紙１セット、コピー12セット） 

  原紙１セットの内訳： 
・ ５．①様式１～５．④様式４をクリップ止め、 
・ ５．⑤様式５ 
コピー１セットの内訳： 
・ ５．①様式１～５．④様式４をクリップ止め 

  ※提出書類はホチキス止めをしないこと。 
○ 電子媒体１部（光ディスク（CD-R 又は DVD-R ディスク）） 

内訳： 
・ ５．①様式１～５．④様式４ 
（各々の様式について、５．に記載のデータ形式にて提出） 
各ファイルのタイトルは、提案名にすること。 

  ○ 全省庁統一競争参加資格審査結果通知書の写し１部 
  ○ 「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（えるぼし認定）」、

「次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業）」、

「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定）」に関する

認定書がある場合は、当該認定書の写し１部 
 
(4)提出先 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎４号館 



 
 

復興庁 観光班 岩田、松浦 宛 

地図  http://www.reconstruction.go.jp/topics/j_honcyo.html 

 なお、電子媒体の使用可能なソフトは、「Microsoft Word2013」「Microsoft 

Excel2013」「Microsoft PowerPoint2013」以前の形式に限る。 

 
７．企画競争説明会の開催 

   以下のとおり、企画競争に関する説明会を開催する。（参加は任意とする。） 
(1)日時 

平成 30年２月６日（火）13時 30分～ 

(2)場所 

復興庁 12階 第Ⅰ会議室（東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎４号館） 

 
８．問い合わせ先 

   事業内容や応募様式の記入方法に関する不明点については、以下の連絡先に問い合

わせること。 
【連絡先】 
〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎４号館 
復興庁 観光班 （担当）岩田、松浦 

E-Mail  noriaki.iwata.x4k@cas.go.jp 

        ryohei.matsura.i5y@cas.go.jp 

問い合わせは E-mailで行うこと。なお、問い合わせの際は、件名（題名）

を『平成 30年度「新しい東北」交流拡大モデル事業（広域型）』として、回

答送付先の組織名、担当部署名、担当者の氏名、連絡先（E-mail）を明記す

ること。   

【問い合わせの受付期間】 
平成 30年１月 19日（金）9:30～平成 30年３月 16日（金）12:00 

 
９．その他 

① 手続において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 応募に必要な資格のない者の提出した書類、また、提出した書類に虚偽の記載

を行った場合は、当該書類を無効とする。 
③ 必要書類の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。 
④ 提出された書類は、原則返却しないこととする。 
⑤ 提出された書類は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 
⑥ 採用された書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11

年法律第 42号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者か

らの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するお

http://www.reconstruction.go.jp/topics/j_honcyo.html


 
 

それがないものについては、開示対象となる場合がある。 

⑦ 本業務に関連して受注者が知り得た情報については、守秘義務が生じる。ただ

し、提出される成果物に含まれる情報についてはこの限りではない。 
 

以上 


