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新しい旅行スタイルに対応した三八地域の新コンテンツ構築業務仕様書 

 

１ 目的 

  この仕様書は、青森県三八地域県民局（以下「発注者」という。）が委託する「新

しい旅行スタイルに対応した三八地域の新コンテンツ構築業務」に必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

２ 概要 

（１）業務名 

新しい旅行スタイルに対応した三八地域の新コンテンツ構築業務 

（２）業務の目的 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しながら地域経済の活性化に繋げ

る「新しい旅行スタイル」に対応し、かつ、アウトドア※需要にも対応できるよう

な三八管内の資源を活用した新コンテンツを構築し、三八地域におけるマイクロ

ツーリズム（青森県や近隣県居住者による旅行）の促進・定着を図る。 

※ アウトドアアクティビティのこと。キャンプ、バーベキュー、サイクリング等の屋外で

行う活動全般を指す。 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和４年２月 28 日（月）まで 

 

３ 委託業務内容 

「キャンプ」及び「体験型周遊バスツアー」に三八管内の資源や特性を掛け合わ

せ、青森県や近隣県の居住者が三八地域の魅力を再発見し、楽しめる新コンテンツ

を創出し、２種類のモニターツアーを実施する。 

（１）キャンプ 

・南部町の「チェリリン村」及び新郷村の「間木ノ平グリーンパーク」それぞれ

において日帰り及び宿泊のキャンプを実施すること。 

・参加者数は、複数人でのキャンプの場合は１組あたり２～５人で２～３組を目

安とし、ソロキャンプの場合は１回あたり２～３人を目安とする。 

・青森県や近隣県に居住する 20～40 代の男女をターゲットとすること。 

・キャンプ中に行えるアクティビティとして、キャンプ実施場所周辺の地域資源

や特性を活かした体験や食等を工夫して組み合わせること。 

・キャンプ用品は基本的にキャンプ実施場所にあるもの（別表）を活用すること

とし、不足するものがあれば調達すること。 

（２）体験型周遊バスツアー 

・三八管内２市町村以上を周遊する日帰りのツアーを１コース以上企画すること。 

・参加者は青森県や近隣県の居住者とすること。 

・参加者数は 10 名程度とすること。 

・三八管内に点在する地域資源や特性を活かした体験や食等を工夫して組み合わ 

せ、周遊するものとすること。 

・参加者の満足度や訪問先に対する関心を高める工夫をすること。 
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【キャンプ・体験型周遊バスツアー実施に係る共通事項】 

・参加者にアンケート等を行い内容の検証を行うこと。 

・実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じたうえで実

施するものとする。特にキャンプ時におけるテント内の感染対策については留意

すること。なお、感染状況によっては、内容の変更、または中止とする可能性が

ある。 

・情報発信のための動画撮影に協力すること。 

 

４ 業務完了報告 

本業務完了後、 令和４年２月 28 日（月）までに事業報告書（様式任意）を１部

提出すること。 

 

５ その他留意事項等 

（１）業務の実施にあたっては、発注者と協議のうえ十分な調整を図り、仕様書に定

めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者及び関係者と協議するも

のとする。 

（２）業務は、発注者との調整の中で変更等があり得る。 

（３）業務の遂行にあたり発生した事故等については、受注者の責任において対処す

ることとする。 

（４）受注者は、委託業務を他に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

書面により県の承諾を得たときはこの限りではない。 

  



 

別表 

チェリリン村（南部町）及び間木ノ平グリーンパーク（新郷村） 

において使用できるキャンプ用品一覧表 

 

【チェリリン村（南部町）】 

 

 

【間木ノ平グリーンパーク（新郷村）】 

 
 

※上記キャンプ用品は基本的に無償で使用可能（本委託業務内での使用に限る）。 

カテゴリー メーカー 品番 商品名称 数量
ノルディスクジャパン 84066116 アスガルド12.6 3
ノルディスクジャパン 84028763 アスガルド12.6 ZIF 3
エイアンドエフ 19805019 PWM PR Round Towel 3

サマーレスト 30015 ベースキャンプ エクストララージ 3
スノーピーク LV-015T ワンアクションテーブルロング竹 3
スノーピーク LV-077RD FDチェアワイドRD 12
スノーピーク CS-600 バンクッカー 3
エアモンテ 34939 バタフライバンブーテーブル 3

ガスコンロ 3
スキレット 3
調理器具(包丁・まな板・お玉・菜箸・ボウル・トング) 3
ケトル 3

クーラー＆ジャグ キャプテンスタッグ UE-0075 CSブラックラベルスチールフォームクーラー 3

テント・タープ

ファニチャー

クッキング

カテゴリー メーカー 品番 商品名称 数量
スノーピーク SET-250H エントリーパックＴＴ 2
スノーピーク SET-250H－１H エントリーパックＴＴ用マットシートセット 2
スノーピーク SD-506 ドックドームＰｒｏ．6 2
スノーピーク SD-506－1 ドックドームＰｒｏ．6　グランドシート 2
スノーピーク SD-506SR ドックドームＰｒｏ．6　シールドルーフ 2
スノーピーク TP-671R ランドロック 2
スノーピーク TP-670SR ランドロック　シールドルーフ　 2
スノーピーク TM－050R ランドロック　インナーマット 2
スノーピーク TP－670－1 ランドロック　グランドシート 2
スノーピーク SDI－101 ヘキサイーズ1 2
スノーピーク SDI－101-1 ヘキサイーズ1　グランドシート 2
スノーピーク TP-250R HDタープ シールド ヘキサエヴォPro. 2
スノーピーク TP-001RD ウイングポールレッド280cm 4
コールマンジャパン 2000033808 レイチェア　オリーブ 16
コールマンジャパン 2000034610 フォールディングリビングテーブル120 2
A&F 89009004 ＡＤキャンパーズチェア　BK 16
スノーピーク LV－100TR ワンアクションローテーブル竹 4
ユニフレーム 682111 焚火テーブル　ラージ 2
新富士バーナー ST-526 レギュレーター２バーナーＧＲＩＤ 3
イワタニプリムス CBODX1 アウトドアコンロ（タフまる） 6
コールマンジャパン 2000033144 ２マルチパネルランタン 3
コールマンジャパン 2000034245 バッテリーガードＬＥＤランタン/1000　レッド 3
スノーピーク ES－070　BR ほおずき　（つち） 6
ビックウィング 1938 ウォータージャグ 7.5L　016ホワイト 8
コールマンジャパン 3000005036 エクストリームホイールクーラー/62QT　アイスブルー 8
コールマンジャパン 2000031295 トレイルヘッドコット 4
スノーピーク BD－030 スノーピークコット　ハイテンション 8
スノーピーク BD－030C 床面保護カバー 8
コールマンジャパン 2000032353 キャンパーインフレーターマット/W　セット2 8
コールマンジャパン 2000034774 パフォーマーⅢ　オレンジ 16
スノーピーク SET-112 焚火台Ｌスターターセット 8
スノーピーク ST－032MA 焼アミ　Pro.L 8
スノーピーク ST－032GBR 焚火台グリルブリッジL 8
スノーピーク ST－050 ジカロテーブル 3
ロゴス 81064133 アイアンウッド囲炉裏テーブル 3

ハンモック ケンコー社 380523 キュリアストレーディングハンモック 4
コールマンジャパン 2000021989 アウトドアワゴン 2
コールマンジャパン 2000034613 アウトドアワゴン（NV/WT) 6
コールマンジャパン 2000033141 アウトドアワゴンレインカバー 8
ファイヤーサイド 27170 モビバ バックパックサウナ 1
ファイヤーサイド 93035 サウナストーン　ケルケス　10kg 1

クッキング

ライティング

クーラー＆ジャグ

スリーピング

焚火

その他

テント・タープ

ファニチャー


