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仕様書 

 

Ⅰ.事業の件名 

令和3年度（補正予算）国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業に係る 

自然体験プログラム事業 

「尾瀬を軸とした周辺地域の活性化に向けた体験ツアーの企画・実施」 

 

 【業務対象国立・国定公園名及び実施地区】 

 尾瀬国立公園・越後三山只見国定公園(尾瀬ヶ原・奥只見・銀山平)  

 

Ⅱ．事業の概要 

・事業の目的【事業規模の目安：3,450千円（その内業務委託費1518千円含む）】 

※業務委託費については、別紙6に定める。 

当協議会は、環境省から令和3年度（補正予算）国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地

域復興推進事業に係る自然体験プログラム推進事業の執行団体として採択を受け、尾瀬国立公園及

び越後三山只見国定公園における滞在型体験ツアーの企画・実施を行う。この企画に対して認知・体験

してもらう為に、一般参加者及び旅行会社（国内・海外）を対象に募集を図り、自然体験プログラムとフ

ァムツアーを同時に開催する。また、ニーズの多様化に柔軟に対応できるガイドスキルが今後は必要とされ

ることから、尾瀬国立公園だけでなく、その周辺地域(越後三山只見国定公園）を含めたアドベンチャ－

アクティビティにも関心を持つガイドを選抜し、地域活性化の為のガイド養成を行い、育成を図る。 

本事業は、パタ－ン化した従来の尾瀬ツアー商品から脱却し、旅行会社や各地域関係事業者の意見、

状況を聞取り、今後の解決策に向けた自然体験プログラム推進事業計画の策定を行い、本計画終了

後も持続的に効果をもたらすことを目指す。 

 

Ⅲ.業務対象連携先・地域 

（１）連携先 

NPO法人片品・山と森の学校、群馬県・片品村観光協会、新潟県・魚沼市産業経済部 、 

新潟県 魚沼市観光協会、福島県 檜枝岐温泉観光協会、奥只見観光株式会社 

  

Ⅳ．事業の内容 
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・尾瀬国立公園及び越後三山只見国定公園の自然・文化資源を活用する新コンテンツ、新たな滞在型

ツアーを造成し、国内外からの観光客を呼び込む提案を行うこと。造成するコンテンツはアドベンチャーツー

リズム(※)の要素を含むこと。 

・また、企画提案にあたっては、地域経済の再活性化および環境の保全への寄与する内容を踏まえた実

施方針・方法・手順等を含めるとともに、新型コロナウィルス感染拡大防止を意識した提案を行うこと。 

・ガイド育成ついては、自身の担当地域だけでなく、周辺地域の魅力を案内できるガイドを養成すること

で、国内の滞在型ツアーの強化及びインバウンドにも対応できるガイド育成内容の提案を行うこと。 

・こうした一連の取組を通じて、尾瀬及び周辺地域の雇用確保と地域経済活性化を図る為に自然体験

プログラム推進に係る事業計画の策定内容の提案を行うこと。 

※ アドベンチャーツーリズムとは、「アクティビティ（登山、サイクリング等の体を動かすプログラム）」、「自然体験」、「文化体験」等

のトレッキング、サイクリング、カヤック、ラフティング、キャンプ、釣り、スノーアクティビティ、ナイトウォーク、野生生物観光や、神楽や伝

統文化の体験イベント等、地域の自然、文化を活かしたさまざまなアクティビティや体験メニューを想定する。 

  

（１）「尾瀬を軸にとした周辺地域体験ツアー」企画造成（自然体験プログラム） 【費用は当協議

会払い】 

(ア) 下見調査・課題抽出・意見交換 

・地域事業者や関連事業者と協議を行い、地域の現状や方向性を確認し、下記のアドベンチャ－アクテ

ィビティ(自然体験プログラム)の新規コンテンツ造成内容の実施にあたり、下見調査・課題の洗い出しや意

見の調整等を行い、企画運営を行う。 

(イ) アドベンチャ－ツーリズムの要素を取り入れた新規コンテンツ造成 （内容） 

①（片品村）E-BIKEツアー：大清水から鎌田へ下りながら、自転車での移動ならではの自然・文化・  

 食・地元との交流（ホ-リ-バジル農園）などを体験する。 

② 尾瀬ヶ原トレッキング：日本最大の山岳湿地・尾瀬ヶ原の希少性を体験的に学ぶ。山小屋泊ならで 

はの贅沢な尾瀬時間の過ごし方や、日本を代表する尾瀬の美しさを体感する。 

③ 檜枝岐歌舞伎の化粧体験：江戸時代から伝わる農村歌舞伎を、実際の演者から指導を受けて化

粧体験を行う。また歌舞伎境内での写真撮影とともに檜枝岐村での山岳信仰の文化を学ぶ。 

④ 三条ノ滝トレッキング：日本海の源流部である尾瀬から三条ノ滝を経て流れてゆく様子を実際に歩

く。 

⑤ (魚沼市）枝折峠の滝雲：早朝に奥只見・銀山平で発生した霧が雲海となり山の稜線を越え、まる

で滝のように流れ落ちる「滝雲（たきぐも）」という自然現象を体感する。  

⑥ (魚沼市）銀山平カヌ－：朝もやが発生する時間に壮大な奥只見湖をカヌー体験。水面近くにいる 

ことでより鮮明に自然の音が聞こえ、自然の魅力、雄大さを実感する。 

⑦ （魚沼市）奥只見丸山トレッキング：標高1,242㍍の奥只見丸山は許可なしでは入れない絶景

ハイキングコースを美しいブナの原生林の中をあるく。 
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⑧ 宿泊場所での食文化体験：(片品村）地元食材を使った郷土料理 (魚沼市)魚沼産コシヒカリ・ 

日本酒 

 

1.実施時期：令和４年8～9月の期間で1回実施 

2.日程   ：3泊4日 ※日程、行程については、当協議会より指示する。  

3.下見確認の想定者：地域の観光協会・自治体の担当者、地域の宿泊・交通・アクティビティ事業 

者、観光文化施設事業者等 

4. 費用(当協議会払い) 

  下見におけるガイド代、宿泊費・体験費・昼食代(委託業者・地域事業者含む)、コンテンツ調査(課

題抽出含む)に関わる地域事業者の人件費は、当協議会が負担する。 

(留意事項) 

・委託先は、交通費は各自負担とすること。 

・地域事業者や関連事業者との下見の写真撮影の記録、課題の抽出、今後のあり方や方向性など 

滞在型コンテンツ造成に向けて議事録及び意見交換の記録を残すこと。 

 

（2） 自然体験プログラムツアー（一般参加者の募集）ファムツアー及び資料作成・商談会の実施 

（ア） 自然体験プログラムの一般参加者の募集【一般参加者2名の募集】 

・広く一般参加者を対象に募集を行うこと。（紙面またはWEB広告は可とする） 

・参加者の交通費、宿泊費等は、各自払いとする。※旅行代金としては、徴収しない。 

尚、現地での2次交通及び自然体験プログラムツアーの体験費、食事代は、補助事業費の対象とする。 

（イ）自然体験プログラムツアー（一般参加者）及びファムツアー 

・アドベンチャ－ツーリズムに該当するコンテンツ(上記の新規コンテンツ①～⑧)を軸とした、「尾瀬を軸とし

た周辺地域(越後三山只見国定公園）の自然体験プログラムツアー3泊4日」として造成し、一般参

加者を募集及び同時に招請する旅行会社(国内・海外)へファムツアーとして実施すること。 

・滞在コンテンツは、(上記の新規コンテンツ①～⑧）のコンテンツ内容を基本とするが、下見から各地域の

課題解決に繋げる意見の反映や方法などを加えること。 

・招請する旅行会社は、国内だけでなく、コロナ収束後観光客の回復が見込まれる在日の台湾の旅行 

会社も招請すること。【招請旅行会社3名の募集】 

・国内及び台湾の旅行会社のアドベンチャーツーリズムに関連した実績等を確認できる資料（訪日取扱

実績(台湾)、販売実績、過去の商品や販売方法等）を明示の上、選定理由をそれぞれ具体的に求

める。 

・招請する国内・台湾の旅行会社は、尾瀬及びその周辺地域(越後三山只見国定公園）の販売体制

の確認と商品造成への関心の高い旅行会社を選定すること。 
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（ウ） 自然体験プログラムツアー及びファムツアーの観光資源の情報収集・資料の作成・商談会の実施 

・自然体験プログラムツアー及びファムツアーの観光資源の情報収集を行い、資料を作成し参加者へ説明

を行うこと。資料の作成は、 商談会の資料としても、併用も可とする。 

・商談会の参加者は、招請した旅行会社と各地域の観光協会・自治体の担当者、地域の宿泊・交通・

アクティビティ事業者、観光文化施設事業者等を想定する。 

・コンテンツ対して、意見や改善点等から、販売に結び付け、リピ―ター獲得に繋げるように実施することを 

想定する。 

 

1. ツアー及び商談会の実施時期  令和4年9月中旬～9月末（1回開催） 

2. 日程                 3泊4日 ※別表1添付ファイルを参照 

3. 参加者               一般参加者2名 招請旅行会社3名  

4. 商談会              場所 ・片品村 ・魚沼市  

参加者 バイヤー 招請旅行会社3名  セラ－ 各地域の観光協会・自治体の担当者、地域の宿泊・

交通・アクティビティ事業者、観光文化施設事業者等 

（留意事項） 

・別紙6の業務委託費についての自然体験プログラムツアー及びファムツアーに係る業務委託経費より、業

務委託内容/委託費一覧の項目内容・金額を見積書に反映すること。 

・自然体験プログラムツアーへの一般参加者の滞在費、交通費等の費用は、参加者の自己負担とする。 

 自然体験プログラムの現地での2次交通及び自然体験プログラムツアーの体験費、食事代は、補助事 

業費の対象とする。※旅行代金としては、徴収しない。 

・eバイクやカヌ-等アウトドアアクティビティ等体験中の事故をはじめとした事業実施中に生じる怪我や 

物損等について、参加者の個人の責任の範囲について、各人に対し予め同意を得ること。 

・更にツアー実施の際に必要な保険の加入を行うこと。ツアー参加者の保険の内容を確認すること。 

・参加者アンケートを実施し、関心度を図ること。コンテンツや受入体制についての評価を集計及び分 

析を行い、今後の磨き上げの参考とするため結果を纏めること。 

・ツアー実施に対して事前の撮影許可申請等、業務実施にあたり必要な一切の手続きを行うこと。 

 

(3) 招請旅行会社へ商品企画・販売依頼及び集客の確認 

・招請した旅行会社各社の連携し、仕入れの要望や地域の情報等の相談に乗り、販売商品について、

適宜助言を行うこと。 

・最終的な旅行会社各社の掲載内容や計画を把握し、当協議会と連携先へ報告し、商品内容につい

て、適宜助言を行うこと。 

【企画商品販売の実施】 ：２社以上の目標 



5 

 

 

(4)招請旅行会社の長期滞在型ツアー商品掲載の為の情報収集・発信 

・自然体験プログラムツアー及びファムツアーの観光資源の際に作成した資料を参考に、各社の企 

画意図に沿った情報収集を行うこと。 

・各社の顧客二－ズを確認し、尾瀬及び周辺地域の情報収集を行うこと。 

・旅行商品として活用できるように招請した旅行会社と連携を取り、各社のオランドメディア内に掲載依頼

を行うこと。 

 

(5）尾瀬及び周辺地域も対応可能なコンシェルジュガイド養成・机上研修・実地研修・報告書作成 

・上記の(アドベンチャ－アクティビティの新規コンテンツ①～⑧）内容を基に、地域の魅力を伝える事がで

きるガイド育成を行う。特にeバイク、カヌ－を活用したアドベンチャ－アクティビティは、安全面、技術的な

実習を通じてガイドスキル向上や人材育成を図る。また江戸時代から受け継がれる檜枝岐歌舞伎等、

伝統文化から持続可能な保全についても学習を行う。 

・今回は、尾瀬国立公園だけでなく、その周辺地域(越後三山只見国定公園）を含めたアドベンチャ－ 

アクティビティにも関心を持つガイドを選抜すること。 

・ガイド育成プログラム資料を作成し、受講内容及び記録を報告書に記載すること。 

(留意事項) 

・別紙6の業務委託費についてのガイド育成ツアーに係る業務委託経費より、業務委託内容/委託費一

覧の項目内容・金額を見積書に反映すること。 

・地域の課題として、担当エリア以外のガイドはできていない状況である。 

今回は、ガイドをしている担当エリア外の周辺地域(尾瀬を軸とした周辺地域)の魅力を知る、学ぶ、伝え 

ることを主眼とする。 

・特に、安全面の強化やお客様の満足度の向上について演出の仕方等、ガイド育成内容について提案を 

すること。 

・ガイド育成実施に対して、事前の撮影許可申請等、業務実施にあたり必要な一切の手続きを行うこと。 

 

1.ガイド養成実施時期      令和4年10月上旬～10月下旬(1回開催) 

※ガイド養成は、机上講習（片品村・魚沼市の2回実施）と実地講習を行うこととする。 

2.日程             4泊5日 ※別表2添付ファイルを参照 

3.ガイド育成参加対象者  ①群馬県片品村  ②新潟県魚沼市 ③福島県檜枝岐村の地区でガイ 

                 ドをしている方または、観光協会等でガイド業務に興味のある方。 

4.ガイド養成人数     ・尾瀬地区（魚沼市側の方 3名）  

  ・銀山平・奥只見地区（片品村・檜枝岐村の方 3名） 
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合計6名を予定。 

5.交通費の支給      ・上毛高原～浦佐間の片道の新幹線代を支給する＠3,740円×6名分＝

22,440円 支給する。 

・上毛高原～片品村(鎌田)間の路線バス代を支給する。  

・奥只見～浦佐までのホテル送迎バスを手配を行う。 

              

（6）自然体験プログラム推進に係る事業計画の策定（尾瀬を軸とした周辺地域の活性化） 

・下見・調査や地域の関係事業者の方々との意見交換を参考に、尾瀬を軸とした周辺地域の活性化に 

向けて、現状の分析から、エリアの特徴（強み・弱み）、今後の方向性、今後のあるべき姿等、事業 

計画策定に必要な情報、戦略を策定すること。 

・コロナ禍で旅行形態が変化しており、お客様の満足度の向上に向けて、地域経済の活性化を図り、持 

続的利用に向けたアクションプランを提言すること。 

（留意事項） 

・事業計画策定に向けて、自然保護官事務所、地域の関係事業者、観光協会、自治体等とコミュニケ-

ションを取り、連携を図り策定を行うこと。 

（7）滞在ツアーのアンケ－ト調査(一般参加者、招請旅行会社、ガイド育成) 

・一般参加者、招請旅行会社、ガイド育成参加者に対して、アンケ－トを実施すること。 

アンケ－トについては5段階評価（とても良い・少し良い・普通・少し悪い・悪い）とし数値で評価できる項

目をする。自由記載のコメントから、参加者の意見を反映すること。 

・アンケートを基に効果測定を行い、報告書に記載すること。 

 

Ⅴ.その他留意事項 

1. 本事業の精算については、事業終了後以降に行うものとする。 

2. 本事業に係る経費および収入について全ての内訳がわかる証拠書類(見積書、 発注書、契約書、 

請求書、領収書等)を提出すること。 

3. 企画提案書の提出前に地方公共団体、民間事業者等との連携体制を事業者間で構築・調整する

こと。調整等を行っていないにも関わらず、連携を想定している事業者名を無断で使用する等、申請

書類に虚偽の記載、ヒアリング時に虚偽の発言をする等した場合には、採択後において経費の一部

又はその全部が支払われないものとする。 

4. 本事業において重要な役割を果たす優れた経験および能力を有する予定担当者を明確にし、常に

協議会および連携先との連絡調整等を密に行えるものであること。 

5. 本事業は、協議会および連携先と十分な協議を行いながら事業を進めることとし、作業内容および

本仕様書の内容に疑義が生じたときには、その都度協議会および連携先と協議の上、その指示に
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従い作業を進めること。また、協議会および連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告

（報告書の作成を含む）を求めることができるものとする。なお、本仕様書に定めのない事項につい

ては、その都度協議の上対応するものとする。 

6. 本業務で発生した制作物等の著作権は協議会および連携先に帰属する。 

7. 本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

8. 成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再制作等必要な措置を講

じること。 

9. 緊急時の連絡体制を構築し、必要に応じて関係者と情報を共有すること。 

10.受託者は各事業の提案および実行等、すべての段階において、世界的な新型コロナウイルス感染症

の感染拡大と渡航制限の状況を踏まえ、対象国の観光セクターによる発信動向を注視し、その時に

最適と考える新型コロナウイルス感染症への配慮を活動に盛り込むこと。なお、新型コロナウイルス感

染症に伴う対応は、提案段階や、提案を採択した段階に定義されていなかったものも協議会および

連携先から要望できるものとし、受託者はできる限り、その要望に対応するものとする。 

 

Ⅵ.効果測定および成果物 

１．効果測定の実施 

  〈アウトプット〉 

① 自然体験プログラム滞在型ツアー                       １本 

② 自然体験プログラム一般参加者                        2名 

③ ファムツアー及び商談会開催 招請旅行社 ( 台湾旅行会社含む)   3社 

④ ガイド育成講座参加者                             6名 

   〈アウトカム〉 

① 自然体験プログラムの一般参加者及びFAMツアー招請参加者の関心度。   

  ５段階評価で4.0以上の評価とする。 

② 商談会出席の旅行会社による尾瀬滞在ツアー販売実施２社以上目標 

③ ガイド育成から実地研修において、カリキュラム修了の確認100％。 

④ 尾瀬を軸とした周辺地域のあるべき姿から事業計画書の策定（アクションプランの提言） 

 

 ２．成果物の作成 

① 提出物 

・事業実施結果報告書(規定様式) 

  Á4カラー冊子、30頁程度 

・委託業務明細書・経費内訳詳細及び証憑書類(仕様書、見積書、発注書、契約書、 
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納品書、請求書、振込明細書、領収書等） 

② 履行期限  

     令和5（２０２3）年１月３１日 (火) 

③ 提出先 

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１３－４ 神交共ビル４階 

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 

監督職員 事務局次長  髙木 弘一 

別表1：自然体験プログラム及びファムツアー行程表について(案) 
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別表2 ：ガイド育成ツアー行程表について(案) 

食事

朝 昼 夕

東京 新幹線 発 7:30

上毛高原 貸切バス 着 8:40

発 8:50

片品村(鎌田） 貸切バス 着 9:50

発 10:15

尾瀬大清水 eバイク 発 10:35 R401 大清水川沿い 昼

尾瀬(鎌田） 着 16:00 eバイク返却(商談会予定）

尾瀬岩鞍　シャ－レ－ラウス 貸切バス 着 16:30 夕

尾瀬岩鞍　シャ－レ－ラウス 貸切バス 発 7:30 朝

鳩待峠 着 8:10 見晴まで歩程時間は

徒歩 発 8:40 2時間55分

尾瀬山の鼻 着 10:40 行動時間6時間 弁

牛首分岐 着 12:20 尾瀬ヶ原周辺を散策

見晴

檜枝岐小屋 着 14:40 ナイトタイムコンテンツ 夕

見晴　檜枝岐小屋 徒歩 発 7:00 見晴～尾瀬御池 朝

東電分岐 着 7:30 歩程時間4時間50分

温泉小屋 着 8:00 9.9キロ 弁

三条ノ滝 (裏燧林道） 着 8:30 行動時間6時間20分

尾瀬御池 着 13:20

貸切バス 発 13:30

檜枝岐村 着 13:50

檜枝檜枝岐神社奉納歌舞伎舞台 貸切バス 発 16:10 檜枝岐歌舞伎化粧体験

奥只見　緑の学園 着 18:30 夕

奥只見緑の学園 貸切バス 発 5:10 弁

枝折峠 着 5:25 早朝に奥只見・銀山平

貸切バス 発 6:30 で発生した霧が雲海

銀山平船着場 着 6:40 朝もやの奥只見湖を

遊覧船 発 9:00 カヌ-で散策約2時間

奥只見船着場 着 9:40

奥只見・緑の学園 送迎バス 着 9:50 標高1,242㍍の奥只見丸山

奥只見丸山スキ-場 徒歩 発 10:00 ブナコ－ス2時間と山頂 昼

奥只見丸山トレッキング コ－ス4時間

奥只見・緑の学園 （商談会予定）

奥只見・緑の学園 着 13:50 美しいブナの原生林

貸切バス 発 14:00

浦佐 着 15:00

新幹線 発 15:40

東京 着 17:00

地点 移動手段 時間 スケジュ－ル等

1日目

2日目

3日目

4日目

月日
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朝 昼 夕

浦佐 新幹線 発 8:28 とき308号・魚沼側ガイド

上毛高原 集合 着 8:55 集合時間　(魚沼側集合）

路線バス 発 9:34

片品村(鎌田） 路線バス 着 10:54

徒歩 着 11:10 山と森の学校

尾瀬大清水 eバイク 発 11:30  大清水川沿い研修 昼

尾瀬(鎌田） 16:00 eバイク返却

尾瀬岩鞍　シャ－レ－ラウス 送迎バス 着 16:30 机上講座　尾瀬について 夕

尾瀬岩鞍　シャ－レ－ラウス 発 7:30 朝

尾瀬戸倉 路線バス 着 7:45

鳩待峠 着 8:20 見晴まで歩程時間は

徒歩 発 8:40 2時間55分

尾瀬山の鼻 着 10:40 行動時間6時間 弁

牛首分岐 着 12:20 尾瀬ヶ原周辺を散策

見晴

檜枝岐小屋 徒歩 着 14:40 ナイトタイムコンテンツ研修 夕

見晴　檜枝岐小屋 徒歩 発 7:00 見晴～尾瀬御池 朝

沼尻休憩所 徒歩 着 11:00 歩程時間4時間40分

尾瀬沼 着 10.4キロ 弁

長英新道分岐 着 12:00 行動時間7時間ガイド実地

沼山峠 貸切バス 着 14:00 講習

発

檜枝岐村 着 14:35

檜枝檜枝岐神社奉納歌舞伎舞台 貸切バス 発 17:00 檜枝岐歌舞伎化粧体験

檜枝岐村　檜扇 着 17:10 夕

檜枝岐村　檜扇 貸切バス 発 7:30 朝

奥只見・緑の学園 着 9:50 片品村ガイド育成

奥只見丸山スキ-場 徒歩 発 10:10 (魚沼側と入れ替え）

標高1,242㍍山頂4時間 弁

奥只見丸山トレッキング 着 14:30

奥只見・緑の学園 徒歩 発 15:00 机上講座奥只見

奥只見・緑の学園 着 17:00 夕

奥只見緑の学園 貸切バス 発 5:10 弁

枝折峠 着 5:25 早朝に奥只見・銀山平

貸切バス 発 6:30 で発生した霧が雲海

銀山平船着場 着 6:40 朝もやの奥只見湖を

遊覧船 発 9:00 カヌ-で散策約2時間

奥只見船着場 ホテル送迎バス 着 9:40

奥只見・緑の学園 ホテル送迎バス 着 9:50 標高1,242㍍の奥只見丸山

奥只見丸山スキ-場 徒歩 発 10:00 ブナコ－ス4時間 昼

奥只見丸山トレッキング

奥只見・緑の学園 徒歩 着 13:50

奥只見・緑の学園 発 14:00 机上講座　奥只見

貸切バス 発 15:30

浦佐 着 16:30

浦佐 新幹線 発 17:01 とき334号で片品側帰路

上毛高原 着 17:27 片品村側ガイド

5日目

1日目

2日目

3日目

食事

4日目

月日 地点 移動手段 時間 スケジュ－ル等


