
 

 

 

2019年度 六甲・摩耶情報発信強化事業 

募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 3月 

（一財）神戸観光局 



2019年度 六甲・摩耶情報発信強化事業 実施要領 

Ⅰ．趣旨・目的 

2019年９月～11月にかけて、日本においてラグビーワールドカップが開催されます。 

ラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ観客数を誇

る世界三大スポーツイベントのひとつであり、９回目の開催となる今大会は、アジアで初

めて日本において開催されます。今大会の日本に与える経済効果は、4300億円とも言われ

ており、日本全体が大会を盛り上げていく機運が高まっています。 

神戸市のノエビアスタジアム神戸ではラグビー発祥国のイギリスから３チームを含む全

４試合が行われることから、世界中からたくさんのラグビーファンが来神されることが予

想されています。 

スポーツ庁が平成29年に行った調査によると、訪日観光客が日本で「やってみたい」ス

ポーツは、野球やサッカーといったスポーツよりも、「登山」「ハイキング」「トレッキン

グ」となっています。神戸には、こうした傾向に合致した「六甲山」「摩耶山」があり、

ラグビーワールドカップ観戦客のように、比較的長い期間を日本で過ごす海外からの観光

客に対して、他都市には無い大きな魅力となり得ます。 

しかし、六甲・摩耶の通信環境は脆弱で、登山道ではスマホ等により情報収集しようと

しても困難な場所が多いことも事実です。 

そこで、オフライン環境下で有効なアプリを活用して、トレッキングルートをはじめ六

甲・摩耶に関する様々な情報を発信することで、特に訪日観光客が安全に六甲・摩耶を楽

しむことができる環境を整え、満足度向上、リピーター確保につなげることを目的に本事

業を行う事業者を募集します。 

 

Ⅱ．委託予定期間 

契約締結日から 2020年３月 31日 

 

Ⅲ．委託費用 

上限 4,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

※上記金額に委託業務の実施に必要な費用を含む。事業実施後の神戸観光局への報告に

基づき支払う。 

※本事業は 2019年度予算の成立を前提として行うものである。このため、2019年度の

予算が成立した場合には、事業者と契約のうえ本事業を実施するが、予算が成立しな

かった場合には契約を行うことができないため、十分に留意のうえ応募すること。 

 

Ⅳ．業務の内容 

別添「2019年度六甲・摩耶情報発信強化事業仕様書」のとおり。 

ただし、仕様書の内容は、契約後、予算の範囲内で変えることができるものとする。 

 

Ⅴ．応募資格 

本公募の対象者は、下記要件を全て満たすこととします。 

・日本国内においてすでにトレッキングルートをスマートフォンやタブレット等で確

認できる登山アプリの開発を行っており、運用の実績とノウハウを有していること。 



・国内外の雑誌等のメディアに繋がりをもち、効果的なプロモーションを行う手法を有

していること。 

・代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

・会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）等

による手続き中の団体でないこと。 

・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が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与して  

いる団体、その他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団

体など、暴力団等排除要綱第５条各号に該当する団体でないこと。 

・団体、代表者が国税（法人税、所得税、消費税（地方消費税を含む）又は神戸市税を、

滞納又は未申告である団体でないこと。 

・神戸市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体でないこと。 

・神戸市から指名停止を受けている団体でないこと。 

 

Ⅵ．スケジュール 

2019 年 3 月 11 日（月） 提案の募集開始 

    3 月 11 日（月）～3 月 14 日（木） 質問書受付 

    3 月 18 日（月） 質問に対する回答 

    3 月 20 日（水） 提案書等書類提出締切 ※郵送又は持参 

    3 月 27 日（水） 提案審査委員会での提案者プレゼンテーション及び審査・選定 

            （時間、場所は別途通知いたします） 

             →選定結果の通知・公表 

    4 月～         選定事業者による事業の実施 

 

Ⅶ. 応募方法 

 提案エントリー（提出期限：2019年 3月 20日（水）17時 30分まで 必着） 

提案者は、次の書類①～③を紙（６部）とデータ（PDFファイル）で、事務局へ提

出してください。 

 ① 申請書一式（様式１） 

 ② 企画書（様式自由） 

③ その他、神戸観光局が必要と認めた書類 

  

※上記①～③の書類すべてを１梱包とし、封緘のうえ提出してください。 

 ※郵便や電子メール等による不利益については、神戸観光局はその責を負わない。必

ず送信後、電話連絡をすること。 

※提出された書類は、選定以外の目的には使用いたしません。 

 

Ⅷ．実施要領等に関する質問及び回答 

   質問がある場合は、質問書（様式２）に必要事項を記載し、事務局担当者宛に電子

メールにて送信すること（電話・FAXによる受付は行わない）。 

なお、件名を「六甲・摩耶情報発信強化事業」とすること。 



 

 

質問受付期間：2019年 3月 14日（木） 17時 30分まで 必着 

 回 答 方 法：応募者間の公平性を確保するために必要と認めた質問事項については、神

戸公式観光サイト「Feel KOBE」（https://www.feel-kobe.jp/）内において、

質問内容と回答内容を 3 月 18日（月）より掲載する予定。なお、事実関

係の確認など、回答することで他の応募者が不利にならない事項につい

てはこの限りではない。 

 

Ⅸ 留意事項 

  事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。 

（１）契約締結日から 2020年 3月 31日までの全体スケジュール及び各業務の詳細なス 

スケジュールは特に明確にすること。 

（２）別添「2019年度 六甲・摩耶情報発信強化事業 仕様書」の「２業務の内容」を効

果的に実施することができる場所や組織体制を確保すること。 

（３）事業実施に要する収支見積りを提案に盛り込むこと。 

（４）再委託の禁止について 

ア 受託者は、本事業の履行にあたり、業務の全部又は一部を第三者に再委託しては

ならない。ただし、神戸観光局から承認を得たときは、この限りでない。 

イ 受託者は、上記により、業務の一部を第三者に再委託するときは、当該第三者の

行為の全てについて責任を負うものとする。 

（５）制作物に関する権利の帰属 

ア 本事業においては、著作権の取扱いに十分注意すること。 

イ 次年度以降の情報更新に伴う改変、加工については必要に応じて神戸観光局が 

受託者に対して協議をすることができることとする。 

ウ 本事業により得られた全著作物（地図及び施設等が予め著作権を保有している

図及び写真を除く）については、神戸観光局が指定する PR ツール及び神戸観光局

が認めた各関係団体及び施設には、受託者の許可無く神戸観光局は無償で使用で

きることとする。 

エ 本事業により獲られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり

行使しないこと。また、受託者は本制作に関与した者について著作権を主張させず、

著作者人格権について行使させないことを約するものとする。 

オ 本件に使用するイラスト、写真、その他資料等について、掲載施設等が権利を有

するものを使用する場合、掲載施設等との間で発生した著作権その他知的財産権

に関する手続き及び使用料等の負担は、すべて受託者が行うこと。 

カ 上記アからオの規定は、（４）－アにより第三者に再委託した場合においても適

用する。 

受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権そ

の他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任を負うこと。 

キ その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上で決定するものとする。 

 

https://www.feel-kobe.jp/


 （６）委託事項の遵守・守秘義務 

ア 受託者は、本業務（再委託を含む）の実施にあたり、関係法令、条例及び規則等

を遵守すること。 

イ 受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしては

ならない。このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 

（７）その他 

本書に定めの無い事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度神戸観光

局と受託者が別途協議の上で決定するものとする。 

 

Ⅹ．提案にかかる費用負担及び提案書類の著作権等 

  ①費用の負担 

    企画提案書の作成提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

  ②提案書類の著作権等 

   ア 神戸観光局が提供する書類の著作権は、神戸観光局に帰属する。 

   イ 神戸観光局が提供する資料は、応募にかかる検討以外の目的で使用すること

を禁止する。また、この目的の範囲であっても、神戸観光局の了解を得るこ

となく第三者に対して、これを開示したり使用させたりすることを禁止する。 

   ウ 提案者は、提案書類の提出を持って、本公募要領の記載内容を承諾したもの

とし、提出期限後の提出書類の変更及び追加は認めない。 

エ 提案者が提出する企画提案書等の著作権は、それぞれの提案者に帰属するも

のとする。ただし、公表及び神戸観光局が必要と認めるときは、神戸観光局

は応募書類の著作権を無償で使用できるものとする。 

   オ 企画書等、全ての提出書類は返却しない。尚、提出書類は、審査に必要な範

囲で複製するものとする。 

カ 神戸観光局は、提出された提案図書等の取り扱い及び保管にあたっては、十

分注意しますが、不測の損傷等については責任を負わないものとする。なお、

提案図書等は理由の如何を問わず返却しないものとする。 

   

Ⅺ．選定方法 

①神戸観光局が設置する提案審査委員会において、提案事業者から提案内容についての

プレゼンテーションを行っていただきます。 

②提案審査委員会では、別添「2019 年度 六甲・摩耶情報発信強化事業選定基準」に基

づいて、事業内容に関する審査を行い、事業者を選定します。 

③審査の結果は、各提案事業者に対して事務局から通知します。 

（ただし、審査の内容等に関する問い合わせには応じられません） 

 

１ 提案審査委員会について 

（１）応募者は、提案審査委員会に関して、次のいずれかに該当した場合は、選定

対象から除外する。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

② 他の応募者と企画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、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に

開示すること。 

④ 提出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。 

（２）審査結果については応募書類提出の全事業者に対し、書面にて通知する。 

（３）審査結果に対する異議申し立ては受け付けないものとする。 

（４）提案審査委員会の審査の結果、応募者の応募内容が、神戸観光局が求める水準

に達していないと判断される場合には、当該応募者を失格とする。さらに、全応

募者が最低基準を下回った場合には、候補者を選定しないものとする。 

（５）選定結果については、3月 29日（金）までに応募者全員にお知らせすると同時

に、本実施要領を掲載したホームページにおいて、選定結果を公表する。公表時

には、採点結果と応募のあったすべての団体名も公表する。 

（６）選定後、神戸観光局は、候補者との間で細目協議を行う。なお、提案審査委員

会開催後に、事情の変化や新たな事実の判明等により提案実現の可能性が著し

く低いと判断した場合は、次点者を候補者とし、細目協議を行う。 

神戸観光局は、細目協議において、候補者の提案に対し、提案内容の趣旨を変

更しない範囲で修正を求めることが可能とし、候補者は、修正に応じなければな

らないものとする。 

（７）その他 

候補者との契約締結までの間に、候補者に事故等ある時は、選定されなかった

応募者のうちから新たに候補者を選定することがある。 

 

２ 契約の締結 

提案審査委員会が最も優れた提案事業者を選定後、本実施要領及び「委託契約

約款」に基づき委託契約を行う。ただし、その者が地方自治法施行例第 167条の

4 項の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないこと

がある。 

 

３ その他の留意事項 

（１）募集要項等の不知・不明 

応募者は、この募集要項等についての不知または不明を理由として異議を申

し立てることはできないものとする。 

（２）募集要項等に定めのない事項及び疑義 

この募集要項、別添資料集に規定するもののほか、定めのない事項又は疑義

が生じた場合については、神戸観光局と協議し決定するものとする。 

（３）個人情報の保護 

受託者は、本業務（再委託を含む）を履行する上で、個人情報を扱う場合は

神戸市個人情報保護条例（平成９年 10 月９日条例第 40 号）を遵守しなければ

ならない。 

（４）契約金の請求・支払 

①受託者は、任意の様式による請求書により発注者に請求するものとする。 



②本業務にかかる委託金の支払いは、原則として業務終了後、業務完了報告書及

び各成果物、その他関係書類提出をし、発注者による完了検査（業務履行確認）

後、受託者の請求により一括して支払うものとする。 

 

事務局（お問い合わせ先・書類提出先） 

担当部署：（一財）神戸観光局 観光部  松井、佐藤 

住  所： 〒651-0087 神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 三宮ビル東館９階 

電話番号：078-262-1916 

FAX 番号： 078-230-0808 

E メールアドレス： tourism_promotion@kcva.or.jp 


