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ひょうご北摂里山ツーリズム事業実施委託業務仕様書 

 

Ⅰ 概 要 

ひょうご北摂地域は、京阪神の大都市からのアクセスが良く、豊かな歴史・文 

化や生物多様性などの魅力を保つ希少な「里山」が残る「日本人のこころの原点」

とも言えるエリアである。 

また、地域内には、歴史的価値のある社寺仏閣や人々の生活に潤いを与える都

市公園も点在するほか、武庫川水系の豊かな水辺空間も存在している。 

こうした地域のポテンシャルを活用し、ひょうご北摂里山を巡るサイクルツー

リズムを推進することにより、地域活性化や観光ＰＲにつなげる。 

 

Ⅱ 主 催 ひょうご北摂里山ライド実行委員会 

 

Ⅲ 業務の内容 

１ ひょうご北摂里山ライド2022の実施 

  （事業の概要） 

タイムを競うのではなく、特別な交通規制はせず交通ルールを遵守しな 

がら、コース上にある休憩ポイントなどで地域の特産品（飲食物等）を楽

しみながら周遊コースを巡る。 

○開催期日 令和４年10月２日（日） 

○開催場所 知明湖キャンプ場をスタート及びゴールとし、エイドステ 

ーション(５カ所）を巡るコース（コース案は別紙参照） 

※エイドステーション 

猪名川町立ふるさと館（猪名川町）、高平ふるさと交流センター（三 

田市）、有馬富士公園(三田市)、西谷ふれあい夢プラザ臨時駐車場（宝

塚市）、猪名川町役場（猪名川町） 

○募集定員及び参加費 一般100人、7,000円/人  

○駐車場代 500円/台（希望者のみ） 

 （業務の内容） 

(1) 企画・運営に関する準備及び設営撤去 

ア ガイドライダーの手配 

(ｱ) 大会当日のガイドライダー 

a  参加者の誘導及び安全管理が出来る一定レベル以上の能力を備えたガ 

イドライダー20名を手配すること。 

b  ガイドライダー１人と参加者５人（計20組）が一緒に走行し、安全管 

理すること。 

 (ｲ) 試走会の開催 

      a 参加者を誘導するガイドライダーを対象とした事前の試走会を２回開

催すること。 

b 伴走車を配置しサポート（ドリンクの提供等）を行うこと。 
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イ スタッフの配置 

(ｱ) 大会記録写真を撮影するカメラマン１名を配置すること。 

(ｲ) 参加者のパンク等に対応するメカニックを配置すること。なお、必要な 

経費については、参加者から徴収すること。 

(ｳ) リタイヤした参加者及び自転車を知明湖キャンプ場まで輸送する車２台 

及び必要なスタッフを配置すること。 

ウ 知明湖キャンプ場(ｽﾀｰﾄ・ｺﾞｰﾙ地点)の設営 

(ｱ) 出発・完走地点が際立つ工夫など、参加したことの充実感がわく企画を

提案すること。 

(ｲ) オープニングセレモニーの司会進行、運営管理に係るスタッフ一式（駐

車場内案内スタッフを含む）を配置すること。 

また、大会全体の運営進行業務スタッフマニュアル、オープニングセレ

モニー進行台本等を作成すること。 

(ｳ) スポーツエントリーを活用した参加者の受付（駐車場の利用受付及び駐

車券の発行を含む。）や名簿の作成、大会当日の受付を行うこと。 

(ｴ) 完走したことを証明する写真が撮影できる場所の設置及び完走者の整理（ゴ 

ール地点）や記念撮影を補助するスタッフを配置し、提案すること。 

(ｵ) 参加者と一般のサイクリストを識別するためのゼッケン等を提案し、

100個作成すること。デザインは、通し番号を付与し、個人を特定できる 

ものとすること。 

(ｶ) 会場設営 

会場内での安全対策の実施と備品の運搬、スタート・ゴール地点での通 

過確認、設営及び撤去を含む管理運営を行うこと。 

    a  会場運営に必要な備品（別紙設備一覧） 

b  テント設営は強風・突風等を想定して万全の対策を講じること。 

c  大会参加者及びスタッフの駐車区画を設けるとともに、案内看板 

を設置すること。 

d  音響設備等 

音響に係る機材一式(ミキサー、アンプ、マイク、周辺機器、配線等) 

音響に係るスタッフ一式（音響プランナー、オペレーター等） 

e  その他、会場運営に必要な備品を準備するほか、打合せ時に必要とな  

る図面等資料の作成すること。 

エ  エイドステーションの設営 

(ｱ) 会場設営及び運営に係るスタッフ一式 

エイドステーション（５カ所）での安全対策の実施及び通過確認と備品

の運搬、設営及び撤去を含む管理運営を行うこと。 

なお、提供品及び飲料は発注者で準備する。 

a 会場運営に必要な備品（別紙設備一覧） 

テント設営については、強風・突風等を想定して万全の対策を講じること。 

b スタッフ用駐車区画を設けるとともに、案内看板を設置すること。 

c  その他、会場運営に必要な備品を準備するほか、打合せ時に必要となる

図面等資料の作成すること。  
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オ  コース警備及び誘導看板設置 

(ｱ) 警察の求めによる安全確認を含めて必要な打合せに出席すること。 

なお、打合せ時に必要となる図面等の作成をすること。 

 (ｲ) 参加者が安全に走行できるよう、安全確保及び車両誘導を行うこと。 

a 警備時間  ５時～１６時頃（当日の会場及び会場周辺の混雑状況により 

多少前後する場合がある。） 

b 警備員  警察と協議し、安全上特に注意が必要な箇所に配置すること。 

c 書類作成  警備計画書、業務完了後の警備実施報告書の作成・提出すること。 

(ｳ) 参加者が迷わず安全に走行できる必要箇所に、兵庫県阪神北県民局（兵 

庫県宝塚市旭町2-4-15）が保有する看板（50枚）に加え、新たに案内板及

び誘導看板を制作(10枚)し、その運搬、設置及び撤去を行うこと。 

(ｴ) 警備スタッフが現場で参加者に的確な指示が出せるよう業務開始前まで 

に指導を行うとともに、安全確保のための声出しの実施を指導すること。 

カ スタッフ及び発注者及び警備関係との連絡を円滑に行うため、無線機等を 

45台準備・手配すること。なお、連絡系統は三系統とする。 

キ 大会運営全般に対する新型コロナウイルス感染症及び熱中症の対策を講じること｡ 

 

(2) 広報・PR等 

ア 広報媒体等の作成 

(ｱ) ポスター（A2サイズ・カラー）50部、 チラシ（A4サイズ・カラー）

5,000部を作成し、兵庫県阪神北県民局に納品すること。 

(I) 参加者用ガイドブック（A4サイズ両面カラー12ページ）を150部作成 

し、駐車券等とともに受注者が事前に参加者に郵送すること。 

イ 広報宣伝業務 

(ｱ) 各種広報メディアを活用した効果的な告知を実施すること。 

(ｲ) SNS及びインターネットを活用した効果的な告知を実施すること。 

 

(3) 運営体制について 

大会本部に全ての業務に精通した統括責任者を1名、各業務に主担当者を1

名配置し、円滑な事業進行や緊急時に迅速な対応ができる体制とすること。 

  

２ ひょうご北摂里山サイクリングモバイルスタンプラリーの実施 

   （事業の概要）   

個人やグループでサイクリングを楽しみ、５市町（伊丹市、宝塚市、川

西市、三田市、猪名川町）のコース上の飲食店や観光スポットを巡るモバ

イルスタンプラリーを開催する。 

○開催期間  令和４年９月～11月（ひょうご北摂里山ライド2022の前後３か月間） 

○コ  ー  ス   伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町を巡るコース 

○募集定員及び参加費 一般500人、500円/人 

○ ターゲット サイクリングの初級者から上級者までの幅広い層 

（業務の内容） 

  (1) 企画・運営 
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   ア モバイルスタンプラリーに活用するシステムの構築 

(ｱ) iOS及びandroidのスマートフォンに対応したアプリもしくはWEB形式に 

よるシステムとすること（既存のシステムでも可）。 

(ｲ) スマートフォンのGPS機能を活用したスタンプラリーを企画することとし、

参加者の受付等については受託者で管理すること。 

(ｳ) スタンプの獲得方法は、GPS機能やQRコード機能等を活用し、参加者が分 

かりやすく、便利な方法とすること。 

(ｴ) システムの不具合等が発生した場合は修正し、アップデートを行うこと。 

イ コースの設定 

北摂里山新発見サイクルマップのモデルルートを活用したコースを設定 

し、提案すること。 

ウ チェックポイントの設定 

(ｱ) 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町にチェックポイントを設 

定し、提案すること。なお、詳細は発注者と協議の上、決定すること。 

(ｲ) 任意のスタンプ数を集めることで、参加賞の入手や景品抽選の応募が 

できる仕組みとすること。 

(ｳ) 一日で取得できるスタンプ数を制限することや、同一参加者が同じスポ 

ットで獲得できるスタンプ数は各スポットで１個のみとするなど、参加目

標数500人を想定した工夫を行うこと。 

(ｴ) チェックポイント対象施設の運営・管理者と連絡調整・協力依頼を行

い、円滑な運営を行うこと。 

エ 記念品等の設定・購入・発送 

(ｱ) 参加賞の賞品500点を選定し提案すること。 

(ｲ) スタンプ獲得数に応じて記念品(上限金額を特賞１点あたり１万円、副賞

１点あたり５千円以下)を提案する。なお、事業全体予算の収支バランス

を確保するとともに、地域のＰＲに繋がり、参加意欲が湧くような記念品と

すること。 

(ｳ) 参加賞の賞品や記念品は受注者が調達し、参加者に郵送することと 

し、その調達・郵送に係る費用は事業費の中から支出すること。 

 

(2) 広報・PR等 

ア 広報媒体等の作成 

(ｱ) ポスター（A2サイズ・カラー）を50部作成すること。 

(ｲ) チラシ（A4サイズ・カラー）を5,000部作成すること。 

イ 広報宣伝業務 

(ｱ) 各種広報メディアを活用した効果的な告知を実施すること。 

(ｲ) SNS及びインターネットを活用した効果的な告知を実施すること。 

 

(3) 運営体制について 

ア  事業の進捗状況を適宜報告する等、連絡を密に行うこととし、本業務の

進捗を管理する責任者を１名以上配置すること。 

イ  専用の電話相談窓口を設置するなど、参加者（参加希望者を含む。）や
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チェックポイント対象施設等からの問い合わせ等に対応すること。 

 

３ 事業の評価検証等の実施・報告 

ア ひょうご北摂里山ライド2022関係 

 (ｱ) 参加者の満足度を図るため、アンケートを実施し、結果を提出すること。 

イ ひょうご北摂里山サイクリングモバイルスタンプラリー関係 

 (ｱ) 参加者数、参加者の居住地・年齢・性別、チェックポイント立寄数等の

データを適切に管理し、効果検証を行い提出すること。 

(ｲ)  参加者を対象にアンケートを実施すること。なお、サンプル数について

は、統計学的に有意な数となるよう、実施方法を工夫するとともに、デー

タ化し提出すること。 

ウ  成果物（事業報告書等）の提出 

事業終了後、速やかに委託業務実績報告書（記録写真含む）２部及び電子

ファイルを提出すること 

 

Ⅳ 委託業務の取り扱い等について 

１ 業務内容は、発注者と受託者で協議のうえ、修正する場合がある。 

２ 受託者は、実施内容を発注者と協議したうえで、以下の書類を令和４年６

月３日（金）までに提出し、発注者の承認を受けるものとする。 

(1) 全ての業務に係る実施計画書（スケジュール等） 

(2) 実施管理責任者、連絡実務担当者及び各業務担当者一覧 

(3) 外部協力者がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧 

(4) その他発注者が必要に応じて指定する書類 

※書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告すること 

３ 本業務の全てを再委託することを禁止する。ただし、本業務の一部につい

て再委託を行う場合は、発注者と協議し承認を得ること 

４ 自然災害や大規模事故等により、発注者の判断で事業の一部又は全部を実

施しない場合は、出来高（準備費用等）に基づき契約金額の変更を行う。 

５ 本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ決定する。 

６ 本業務により知り得た内容(個人情報等)を第三者に漏らしてはならない。 

７  宗教活動や政治活動を目的としたもの、また、公序良俗に反するような提案

や法律等に抵触するようなもの、危険が生じるようなものは受け付けない。 

８  暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）を遵守すること。 

９ 本業務によりえられた成果は、委託者に帰属するものとする。 

 

Ⅴ 問い合せ先 

ひょうご北摂里山ライド実行委員会事務局  担当：今村、中越 

（兵庫県阪神北県民局県民交流室地域振興課内） 

〒665-8567 兵庫県宝塚市旭町2-4-15 

TEL：0797-83-3133 FAX：0797-86-4379 

メール:Atsushi_Nakagoshi@pref.hyogo.lg.jp 


