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教育旅行魅力発信強化事業「SDGs 探究プログラム造成事業」 

業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業目的 

本事業は、福島県内で教育旅行を実施する県外の学校向けに、新学習指導要領に適応、

かつ、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた探究学習プログラム（以下「プロ

グラム」という。）を新たに造成又は磨き上げをし、本県へ教育旅行を誘致することを目

的とします。 

 

２ 委託事業の概要 

（１） 業務名 

教育旅行魅力発信強化事業「SDGs 探究プログラム造成事業」 

（２） 業務内容 

別紙「業務委託仕様書」のとおり   

（３） 委託業務期間 

委託契約締結の日から令和４年３月４日（金）までの期間 

※本事業については、福島県との契約が成立した日以降で予算の執行が可能とな 

った時に確定する。 

（４） 委託費の上限額 

    １１，０００，０００円（うち消費税及び地方消費税の額１，０００，０００円） 

 

３ プロポーザル参加資格に係る要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしている者とします。 

（１） 事業実施地域内で確実に業務を遂行するための体制が確保されていること。 

（２） 地方公共団体又は国が発注した、本告示に示した業務に技術上類似する業務を実   

施した実績があり、かつ、仕様書に記載されている業務を確実に履行できる者である 

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（一般競争入札参加  

者の資格）の規定に該当する者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申    

立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体又は民事再生法（平成１１ 

年法律第２２５号）第２１条の規定による民事再生法手続きの開始の申立てをして 

いる団体若しくは申立てがなされている団体にあっては、当該手続きの開始の決定 

を受けた直後に入札に参加することに支障がないと認められる団体であること。 

（５） 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。 

（６） 募集開始から企画提案書の受付期間において、福島県から指名停止を受けていな 
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い団体であること。 

（７） 次の各号のいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若 

しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）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）第２条第６号に 

規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくた 

った日から５年を経過しない者。 

イ 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）

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者。 

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者。 

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

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

る者。 

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

れる者。 

（８） 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団体及  

び宗教法人等（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体でないこと。 

（９） 常に福島県観光物産交流協会（以下、協会という。）と連絡調整できるように、体  

制を整えておける者であること。 

（１０）その他、協会との協議に柔軟かつ真摯に対応できること。 

 

４ プロポーザル実施の手続き 

（１） 実施要領等の入手方法 

実施要領及び企画提案書様式等については、協会の「ふくしま教育旅行」ホームペ 

ージの最新情報（ニュース＆トピックス）からダウンロードして入手してください。

なお、協会の窓口又は郵送等での配布は行いません。 

 

（２） 予定される実施スケジュール 

公募開始 令和３年６月２８日（月） 

質問書提出期限 令和３年６月３０日（水）１７時まで 

質問回答 令和３年７月２日（金） 

「ふくしま教育旅行」ホームページに掲載 

プロポーザル参加表明書

提出期限 

令和３年７月５日（月）１７時まで 
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企画提案書提出期限 令和３年７月１４日（水）１７時まで 

業務委託予定者の選定 令和３年７月１５日（木）～７月２０日（火） 

審査結果の通知 令和３年７月２１日（水）予定 

業務委託予定者との協

議、見積書の提出 

令和３年７月下旬以降 

契約締結 令和３年７月下旬以降 

 

（３） 実施内容等に関する質問 

質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書（第１号様式）により、観光部 

   教育旅行推進課羽根田宛に電子メールにて提出してください。件名は「【質問】SDGs 

探究プログラム造成事業」とし、電子メールを送信した旨を必ず電話でお知らせくだ 

さい。なお、電話連絡がない場合の質問にはお答え致しかねますので、あらかじめ 

ご了承ください。また、電話による質問の受付は行いません。 

 

（４） 質問に対する回答 

競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、「ふくしま教育 

   旅行」ホームページに公開します。個別の回答は行いません。 

 

５ プロポーザル参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加する意思のある者は、「SDGs 探究プログラム造成事業プロポー

ザル参加表明書（第２号様式）を提出期限までに「１０ 問い合わせ先及び参加表明書、

企画提案書等の提出先」まで提出してください。この提出がない者の企画提案は受け付け

ません。なお、参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、令和３年７月９日（金）１７

時までに、辞退届（任意様式）を提出してください。 

（１） 提出期限 

令和３年７月５日（月）１７時まで（必着） 

（２） 提出方法 

参加表明書（第２号様式）を電子メールに添付し提出してください。件名は「SDGs 

探究プログラム造成事業プロポーザル参加表明書」とし、電子メール送信後、電話で送

信した旨をお知らせください。 

（３） その他 

参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとみなします。 

 

６ 企画提案書等の提出 

   プロポーザルに参加する意思のある者は、「５ プロポーザル参加表明書の提出」によ

る手続きを行った上で、提出書類（３）を提出期限までに「１０ 問い合わせ先及び参
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加表明書、企画提案書等の提出先」まで提出してください。 

（１） 提出期限 

令和３年７月１４日（水）１７時まで 

（２） 提出方法 

郵送又は持参 

※郵送による提出書類は、郵便書留により提出期限までに到着するように送付し 

てください。 

※持参による提出書類の受付時間は、月曜日から金曜日の９時から１７時 

（３） 提出書類 

ア 参加表明書（第２号様式） １部（正本） 

イ 企画提案書及び事業経費積算書（様式任意） １部（正本）３部（副本） 

ウ 暴力団等反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書（第３号様式） 

１部（正本） 

エ 役員一覧（様式任意） １部（正本） 

 

７ 企画提案について 

  別紙「業務委託仕様書」（以下、仕様書という。）に基づき、プロポーザルの審査のため 

に、以下（１）～（７）の補足説明を参考に企画提案書を作成してください。なお、作成 

にあたり、仕様書に記載されていない活用可能な提案も併せて記載してください。 

 

（１） 勉強会の実施 

ア 参加者の募集にあたり、周知方法と想定される教育旅行関係者、観光施設、企業等先

（地域の観光協会を除く）を３０団体以上提示すること。 

イ 具体的な開催スケジュール案を提示すること。 

ウ 勉強会毎のカリキュラムに盛り込む実施内容、期待される成果等を具体的に示すこ 

と。 

エ 想定される専門家等を提案すること。 

 

（２） プログラム造成 

仕様書５の（２）イ①～⑥を盛り込み、各エリアの指定プログラム（３本）と自由エ

リアの任意プログラム（２本）の合計５本のプログラムを具体的に提案すること。プ

ログラムはすでに県内で実施されている既存のものでも可とします。 

・会津エリア （指定プログラム：歴史学習・伝統文化体験） 

・中通りエリア（指定プログラム：農業体験・農家民泊） 

・浜通りエリア（指定プログラム：防災学習・環境学習） 

・自由エリア （任意プログラム）×２本 
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（３） SDGs 対応学習ノートの製作 

ノートの完成イメージが伝わるように、全体像が分かるコンセプトと実施案を提示す

ること。 

 

（４） コンテンツ調査 

 業務内容を踏まえ、全体像が分かるコンセプトと実施案を具体的に提案すること。 

 

（５） プログラム情報入力フォーマット及びプログラムシートの作成 

 業務内容を踏まえ、全体像が分かるコンセプトと実施案を具体的に提案すること。 

 

（６） 教育旅行誘致活動の PR ツール（リーフレット）のデータ制作 

業務内容を踏まえ、全体像が分かるコンセプトと実施案を具体的に提案すること。 

 

（７） 実施体制及び実施スケジュール 

ア 業務体制（人員体制を含む。但し、必ずしも氏名を明示する必要はない。）並びに 

業務の総括責任者及び各パートの責任者の役職及び実績を示すこと。 

  イ 提案者及び業務体制を構成する事業社の会社概要並びにこれまでの類似業務の実 

施実績を示すこと。 

ウ 円滑に着実に遂行できる業務全体の実施スケジュールを示すこと。 

 

８ 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（１） 失効又は無効 

本プロポーザル参加者が、次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効と 

なる場合があります。 

ア 上記３で定める参加資格要件を満たさない者及び委託契約の締結日までに参加資 

格要件を満たさなくなった者による提案 

イ 上記６で定める提出期限を過ぎて提出された提案 

ウ 上記２で定める委託費の上限額を超える提案 

エ 提出したプロポーザル参加表明書及び企画提案が、民法（明治２９年法律第８９号） 

第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯 

誤）に該当する提案 

オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

カ 本プロポーザルの公平性に影響を与える行為があった場合 

キ その他本実施要領に違反すると認められる行為があった場合 

（２） 複数提案の禁止 

本プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできません。 
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（３） 提出書類の変更及び返却 

提出期限後の企画提案書の変更、差し替え又は再提出はできません。なお、提出書 

類は返却しません。 

（４） 費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、プロポーザル参加者の負担とします。 

 

９ 業務委託予定者の選定方法等 

（１） 選定方法 

プロポーザル方式（ふくしま教育旅行ホームページでの公表と協会会員へ案内） 

（２） 審査方法 

各審査員が提出された企画提案書等について書面審査を行い、審査員毎に事業者 

の順位付けし、その平均順位の最も高かった者を業務委託予定者（随意契約予定者） 

として選定します。なお、プロポーザル参加者が１者の場合、全審査員の合計評価点 

の平均が６０点以上であることを条件とします。 

（３） 審査基準等 

別記「審査基準等」のとおり。 

（４） 評価方法 

別記「評価方法」のとおり。 

（５） 通知等 

審査の結果は、プロポーザル参加者全員に通知します。 

（６） 契約の締結等 

ア 仕様書の協議等 

業務委託予定者と協会が協議し、委託契約に係る仕様を確定したうえで契約を締 

結します。仕様書の内容は業務委託予定者が提案した内容を基本としますが、提案 

内容のとおりに反映されない場合があります。 

イ 契約金額の決定 

契約金額は、協議結果に基づき仕様書を作成し、改めて見積書を徴収し決定します。 

なお、見積金額は委託費の上限額を超えないものとします。 

ウ その他 

業務委託予定者と協会の間で協議が整わない場合、又は業務委託予定者が契約を 

辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった参加者と協議します。 

 

１０ 問い合わせ先及び参加表明書、企画提案書等の提出先 

〒９６０－８０５３ 福島県福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま７階 

公益財団法人 福島県観光物産交流協会 観光部 教育旅行推進課（担当：羽根田） 

電話：０２４－５２５－４０２４  
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FAX：０２４－５２５－４０８７ 

E-mail：tabiiku@tif.ne.jp  

ふくしま教育旅行ホームページ：https://www.tif.ne.jp/kyoiku/index.html 
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【別記 審査基準等】 

 

審査項目 評価の視点 評価点 加点率 

業

務

遂

行

能

力

等 

業務体制 ・業務を実施する上で十分な体制である

か。 

1・2・3・4・5 ×２ 

スケジュー

ル 

・業務を円滑に実施できる計画であるか。 

・進行管理体制は適切か。 

1・2・3・4・5 ×２ 

業務実績 ・本事業と類似した業務の受注実績があ

るか、若しくは教育旅行に関して特筆す

べき業務成果はあるか。 

1・2・3・4・5 ×２ 

企

画

提

案

内

容 

実施方針 

（業務理解） 

・本事業の目的や業務内容を正しく理解

しているか。 

・仕様書に記載されていない活用可能な

提案があり、またそれは効果的か。 

1・2・3・4・5 ×２ 

企画提案① 

（勉強会） 

・勉強会は、仕様書５の（１）ア～ウの各

内容を盛り込み、効果的なプログラム造

成につながる提案となっているか。 

1・2・3・4・5 ×３ 

企画提案② 

（プログラム

造成） 

・プログラムは、アクティブ・ラーニング

の視点で造成され、SDGs を効果的に学ぶ

ことができる内容が想定されているか。 

1・2・3・4・5 ×３ 

企画提案③ 

（学習ノート） 

・学習ノートのコンセプトと実施案は、探

究的な学びを促進させる内容になってい

るか。 

1・2・3・4・5 ×2 

企画提案➃ 

（コンテンツ

調査） 

・調査の手法、調査内容、調査先等は、具

体的でプログラム造成につながる効果的

な内容となっているか。 

1・2・3・4・5 ×2 

企画提案 

（教育旅行誘

致用ツール） 

・プログラムを旅行会社及び学校等へセ

ールスするにあたり、誘致用ツールとし

て魅力的な内容となっているか。 

1・2・3・4・5 ×1 

業務経費 ・業務経費は適正であるか。 1・2・3・4・5 ×１ 

  合 計 100 
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【別記 評価方法】 

審査項目毎に以下の評価点を付します。評価点の算出は、評価する審査員の評価点の合計点

数となります。 

 

 

 

 

 

点数 評価 

５ 非常に優れている 

４ 優れている 

３ 普通 

２ やや劣る 

１ 劣る 
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教育旅行魅力発信強化事業「SDGs 探究プログラム造成事業」業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

教育旅行魅力発信強化事業「SDGs 探究プログラム造成事業」 

（以下「本業務」という。）とする。 

 

２ 発注者 

公益財団法人福島県観光物産交流協会（以下「協会」という。） 

 

３ 委託業務期間 

委託業務契約締結の日から令和４年３月４日（金）までの期間 

 

４ 業務目的 

本事業は、福島県内で教育旅行を実施する県外の学校向けに、新学習指導要領に適応、

かつ、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた探究学習プログラム（以下「プロ

グラム」という。）を新たに造成又は磨き上げをし、本県へ教育旅行を誘致することを目

的とする。 

 

５ 委託業務の内容 

（１） 勉強会の実施 

ア 県内教育旅行関係者又は教育旅行受入を検討している関係者等に対し、勉強会を

３回程度開催する。勉強会の内容は、新学習指導要領に適応したプログラム造成又は 

既存プログラムの磨き上げ、かつ、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた 

内容にする方法等を計画的に段階を踏んで勉強するものとする。また、新型コロナウ

ィルス感染症（COVID-19）の感染状況を鑑み、オンライン開催も可とする。 

 

  イ 勉強会の案内は協会と調整のうえ多くの団体に周知し、参加者を募ること。なお、 

勉強会を欠席した団体に対しては、適宜フォローアップを行い、プログラム造成に繋

げること。 

 

ウ 勉強会には、専門家等が参加・支援する仕組みを用意する。なお、専門家等につい 

ては、教育旅行関係者等のニーズを的確に把握し、円滑な遂行に資するよう、専門家 

等の能力・実績等を考慮し、協会と協議のうえ適切な人材を選定すること。専門家等 

には報酬を支払うものとし、当該経費は委託料に含まれるものとする。 
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（２） プログラム造成 

県内で教育旅行を実施する学校（ターゲット：県外の中学校・高等学校）向けに、 

プログラムを造成又は既存プログラムの磨き上げをすること。 

 

ア プログラム造成本数 

３０本以上のプログラムを造成（既存プログラムの磨き上げを含む）すること。 

 

イ プログラムの内容 

① 主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング） 

新学習指導要領に適応した、主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニ 

ング）の視点で、プログラムを造成すること。 

② SDGs の視点 

１つのプログラムで、１７のゴールのうち１つ以上のゴールについて学べるプ 

ログラムとすること。造成したプログラムで実際に受け入れを行う県内教育旅 

行関係者は、SDGs を理解したうえで、児童生徒に対し SDGs の視点に基づいた

プログラムの話（対話）ができること。 

③ 造成したプログラム毎に、想定される事前学習・現地学習・事後学習（振り返 

り）の学びの内容を考えること。なお、事前学習・事後学習については、現地に 

限らず、教育旅行実施前・後に各学校で学習する内容とすることも可とする。 

④ 他県の SDGs プログラムと差別化するために、福島県ならでは（地域の課題等） 

を意識したプログラムを造成すること。 

⑤ 造成したプログラム毎に、受入人数、料金、体験時間、問い合わせ先等を明確 

にし、受け入れができる仕組みを構築すること。 

⑥ プログラムを造成するにあたり、「ホープツーリズム」のプログラムと重複し 

ないように調整すること。 

 

（３） SDGs 対応学習ノートのデータ制作                                                                                                                                                                                                      

児童生徒が旅行前（事前学習）・旅行中（情報整理）・旅行後（事後学習）の各場面 

で使用できる、全プログラム共通の学習ノートのデータを制作（立案、取材・撮影等、

原稿作成、編集、校正作業等をすべて含む）すること。なお、児童生徒が地元に戻っ

てからも福島での学びが身近な問題として考え続けられるような構成すること。 

 

ア 仕様 

ノートは A４（縦）カラーとする。 

イ 掲載内容 

専門家の意見を取り入れながら、協会と協議のうえ制作すること。 
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ウ 納品データ 

以下のデータが保存されたメディア（CD－R 又は DVD―R）を３枚納品する

こと。 

① 完全版下データ（Adobe Illustrator 等） 

② PDF データ 

③ 写真又はイラストデータ（ノートに掲載されるものすべて） 

 

（４） コンテンツ調査 

    新たなプログラムを造成するために、県内全域（ホープツーリズム実施エリアとは 

協会と協議のこと。）の教育旅行関係者、観光施設、企業等の SDGs の取り組みにつ

いて、通年を通してコンテンツの調査を実施し、調査結果の分析・整理・提示するこ

と。また、教育旅行を受け入れる検討の余地があるかも併せて調査すること。 

 

（５） プログラム情報入力フォーマット及びプログラムシートの作成 

造成したプログラムで実際に受け入れを行う県内教育旅行関係者が、プログラム

を旅行会社及び学校等へセールスするため、プログラム毎に使用できる共通の情報

入力フォーマット及びプログラムシートを作成すること。 

 

（６） 教育旅行誘致活動の PR ツール（リーフレット）のデータ制作 

上記（５）プログラム情報入力フォーマット及びプログラムシートを基に、教育旅

行誘致活動の PR ツールとして活用できるリーフレットを制作すること。 

 

ア 仕様 

様式任意。 

イ 掲載内容 

    協会と協議のうえ制作すること。 

ウ 納品データ 

以下のデータが保存されたメディア（CD－R 又は DVD―R）を３枚納品 

すること。 

① 完全版下データ（Adobe Illustrator 等） 

② PDF データ 

③ 写真又はイラストデータ（ノートに掲載されるものすべて） 

 

６ 総括責任者 

委託先事業者は、本業務にあたり、十分な経験を有する者を総括責任者として定めなけ

ればならない。 
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７ 実施結果等の報告 

委託期間終了までに、実績報告書（様式任意）により報告すること。 

（１） ５の委託業務の内容（１）～（６）の各概要、事業実施に関する経過及び成果 

（２） 造成したプログラム等の販路についての分析 

 

８ 成果品 

本事業において作成した事業報告書等成果品は業務終了後提出すること。 

（１） 提出期限 令和４年３月４日（金） 

（２） 実績報告書 ３部 

（３） 各事業を実施するうえで制作した印刷物や電子データがある場合、その一式 

（４） 各事業を実施するうえで撮影した写真・動画に係る電子データがある場合、その一  

 式 

 

９ 委託業務の内容に関する留意事項 

（１） 受託者は、業務着手に先立ち、協会と協議・調整のうえ実施工程表を提出すること。 

（２） 業務の詳細については、協会と協議のうえ決定し、進捗状況を綿密に報告すること。 

（３） 成果品一式の著作権及び所有権は、正当な手続きにより使用又は借用した第三者 

のものを除き、協会に帰属するものとする。 

（４） 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託事業者が当該既存著 

作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うもの 

とする。 

（５） 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が 

生じた場合は、当該紛争の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、委託先事業 

者の責任、負担において一切を処理することとする。 

（６） 本業務の遂行にあたり、委託先業者は、業務上知り得た事項を第三者に漏洩しない  

 ように十分注意することとする。 

（７） 業務の一部を第三者へ再委託する場合には、再委託先、金額、業務体制などを協会 

へ申告し、了承を得ること。なお、再委託先への指示、業務管理を徹底すること。 

（８） 本仕様書において明示なき事項で疑義が生じた場合は、その都度協会と協議する  

  ものとする。その他、本仕様書に記載のない細部については、担当者と協議のうえ 

その指示に従うものとする。 

（９） 業務の実施にあたっては、福島県の教育旅行全体の振興に資するよう、可能な限 

 り公平かつ専門的な視点で運営すること。 

（１０）委託業務一切の経費（交通費、宿泊費、車両費、通信費、コーディネート費、監修 

費、備品購入費等）は、すべて事業費に含むこと。 
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１０ 提出書類 

受託者は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければな 

らない。 

（１） 契約締結後に速やかに提出するもの 

ア 着手届 

イ 統括責任者通知書 

ウ 実施工程表 

エ その他、協会が業務の確認に必要と認める書類 

（２） 業務完了後に速やかに提出するもの 

ア 完了届 

イ 収支決算書 

ウ 成果品 

エ その他、協会が業務の確認に必要と認める書類 

 

１１ その他 

（１） 明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本事 

業に含まれるものとする。 

（２） 契約については、公募型企画競争により選定された契約候補者と協会の間で詳細  

   を交渉のうえ、協議が整った場合に、随意契約により当該業務の契約を締結する。協 

議の中で企画提案内容の一部を変更することがある。 

（３） 受託者は、協会と連携を保ち本事業の有効かつ適正な執行を図るものとする。ま  

た、事業の実施時期及び回数等その他詳細について、事業の相手方の事情などによ 

り変更する可能性があるため、必要に応じた協議をすることとする。 

（４） 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）等の影響を注視しながら、随時、協会と 

情報共有を図りながら事業を進めること。委託業務の実施が困難な場合は、協会と協 

議のうえ、対応策や代替案を提案すること。なお、その場合は、本仕様書に定める委 

託契約内容は、協議のうえ、変更を行うこととする。 
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