
【５月３１日時点】 

大学ゼミ合宿等誘致プロモーション業務 質問に対する回答 

No. 質問内容 回答 

１ 募集要項 応募に係る提出書類 

（５）その他添付書類  

業者間の組織体制は共同提案又は再委託をす

る場合のことか。 

 

貴意見のとおり 

２ 仕様書 目的 

栗原市を安全・安心な地域としている根拠は。

また，取り組みはあるか。 

・県が発表している保健所管轄別陽性者数（令

和３年５月 27日午前９時現在）によると，栗原

管内は 71人（総計 8,777人）と全県で一番少な

い人数となっています。 

・栗原地域独自の「新型コロナウイルス感染症

感染予防ガイドライン」を作成し，主に観光関

連事業者の皆様に活用していただき，更なる感

染の低減に向けた取組を進めています。また，

この取組を推進するために，予防対策をまとめ

たポスターを作成し観光関連施設等に掲示して

いただいています。 

 

３ 仕様書 目的 

栗原市の強みは何か。 

・「住みたい田舎」東北エリア（宝島社・田舎暮

らしの本）で１位となるなど，広大で美しい自

然環境や，その中で育まれた多様な農林水産物

など，魅力あふれる観光資源に恵まれています。 

・「栗駒山麓ジオパーク」や，「ラムサール条約

の登録湿地 伊豆沼・内沼」など，活きた学習

コンテンツが豊富です。 

・新幹線（くりこま高原駅），鉄道（JR 東北本

線），高速道路（東北自動車道）が市内を縦貫し

ており，アクセスが容易です。 

 

４ 仕様書 目的 

合宿観光の定義とは。 

体育施設や文化施設を有効活用し，かつ宿泊

を見込める誘致事業として，大学のサークル等

の合宿を誘致し交流人口の拡大を図ると定義し

ています。 

 

 



５ 仕様書 目的 

合宿観光事業を推進することで達成したいこ

と，目的は。 

 

交流人口の拡大による観光及び関連事業の拡

大と地域活性化の推進です。 

６ 仕様書 目的 

これまでの取組みと関係機関等との協議の有無

は。 

 

市の関係機関等と，地域の課題等について継

続的に情報交換を行っています。 

７ 仕様書 目的 

長期計画の考え方は。 

中長期的には本事業を契機とし，合宿観光に

地域全体が連携して取組むという機運の醸成

と，スポーツ大会や企業研修等誘致への展開も

視野に入れています。 

 

８ 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

委員の人数は。 

 

１０人程度を想定しています。 

９ 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

委員の所属団体は。 

 

地方自治体，観光事業団体及び観光関連事業

者団体等を想定しています。 

10  仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

委員には個別事業者も入るのか，参集すべき 

範囲は。 

 

主な委員は各団体に推薦を依頼することを想

定していることから，団体を代表して宿泊，飲

食又は交通など個別事業者が委員となることも

想定されます。 

11 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

委員として想定している地域団体との共同提 

案，再委託は認められるのか。 

 

当該団体との共同提案又は業務の一部再委託

は可能です。 

12 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

事業を達成できる団体がある場合も，新たに 

協議会を設立する必要があるか。 

 

 

 

当地域で合宿観光を誘致するための官民一体

となった既存の団体又は機関は承知していませ

ん。 



13 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

資料の調製は委託者の指示により受託者が作

成するという理解で良いか。 

 

受託者の作成案をもとに調製していただきた 

いと考えています。県としても作成にあたって

は助言させていただきます。 

14 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

協議会の結果を受け合宿誘致のアクションに 

移るということで良いか。 

 

協議会での議論を踏まえ誘致活動を行うこと

が基本ですが，大学等における次年度計画作成

時期等もあり，平行して誘致活動を行い協議会

へ報告ということも想定されます。 

15 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

委員の謝金，会場費等は経費に計上する必要

があるか。 

 

謝金，会場費等の計上は見込んでいません。 

提案において謝金，会場費等が必要となる場合

は，受託金額の範囲内で対応願います。 

 

16 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

協議会は非公開か。 

 

非公開を想定しています。ただし，委員の意

見により公開とする可能性はあります。 

17 仕様書 委託事業の内容 

（１）協議会の開催，運営 

事業終了も協議会を存続させるのか。 

 

当該事業における協議会は令和３年度限りで

すが，令和４年度以降，委託業務の成果をもと

に協議会を継続することも想定しています。 

18 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

 ゼミ合宿等の誘致の定義は文化やスポーツ等 

も含むのか。 

 

誘致先として，文化系及び運動系の合宿とと

もに，観光を従目的とした宿泊も含みます。 

19 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

１団体当たりの想定人数と泊数は。 

 

１団体当たりの人数，泊数は想定していませ

ん。 

20 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

地域資源の整理は既に終わっているのか。 

 

 

 

地域資源の調査，整理は本委託事業において

行っていただきます。 



21 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

委託者が考える経済波及効果の内容は。 

 

受入団体数及び宿泊者数等を指標と想定して

います。 

22 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

イ 誘致方針 

別に助成金等はあるのか。 

 

助成制度は予定していません（コロナ関連支

援事業を除く。） 

23 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

イ 誘致方針 

想定している施設は。 

 

栗原市内の民間及び公共のホテル，旅館，民

泊農泊等の宿泊施設並びに民間又は公共の運動

又は文化研修施設等を想定しています。 

 

24 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

 誘致目標はあるか。 

 

令和４年度に５団体程度の誘致を目標として

います。 

 

25 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

誘致活動を行う大学の地域は。 

 

主として北海道，東北及び関東圏を想定して

います。 

26 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

パンフレットの仕様及び部数の想定は。 

 

 

パンフレットを作成する場合の仕様及び部数

は，Ａ４版，２０ページ，カラー仕上げで部数

１，０００部程度を想定しています。 

なお，企画提案の内容によっては，パンフレ

ットによらず，DVD 作成など他の広報媒体によ

る方法も可能です。 

 

27 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

事業期間内に栗原に来るところまでを誘致と見

なすのか。 

 

 

大学等によっては令和３年度中に視察にい 

らっしゃることもあると思いますが，今年度中

に実際，栗原に来ていただくことは条件としま

せん。 

 



 

 

28 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

 学生向けプランの作成は協議会での議論を受

けて作成するという理解で良いか。 

 

受託者の案と協議会での議論を元にプランを

作成していただきます。このため，できるだけ

早期の協議会設置が必要となります。 

 

29 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

プロモーションはパンフレットによるＰＲの

みで良いのか。 

 

パンフレットの送付とともに，学校訪問や動

画等による手法も有効と考えます。貴社の計画

を企画提案書により御説明ください。 

30 仕様書 委託事業の内容 

（２）ゼミ合宿等の誘致 

ロ 誘致活動 

中長期的な誘致の継続性の期間はどの程度を

想定すべきか。５年程度と考えて良いか。 

 

貴意見のとおりです。ただし，以降も提案に

よる取組みが地域に根ざしたものとなること要

望します。 

 

 

31 仕様書 委託事業の内容 

（３）報告書の提出 

成果品とは具体的に何か。 

 

活動記録，調査結果，広報資機材及び著作物

並びに協議会議事録等 

32 仕様書 委託事業の内容 

（３）報告書の提出 

ＫＰＩは。 

 

令和４年度における誘致団体を５団体と見込ん

でいます。 

33 仕様書 委託事業の内容 

（３）報告書の提出 

 協議会の本会議，運営委員会とは。 

協議会は全委員に出席を求め意志を決する会

議，運営委員会とは本会議の下部組織として委

員数を絞った実行組織を想定しています。 

 

34 ７ 新型コロナウイルス拡大防止に関する留意 

事項 

歓迎セレモニーのイメージは。 

セレモニーは関係者等地域の住民が参加し学

生を温かくお迎えすることを想定しています

が，新型コロナウイルス感染症の終息がみえな

い中，感染症対策を万全に歓迎することとなり

ます。 

 


