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令和４年度郡山市猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進事業企画運営業務仕様書 

 

１ 業務名称 

  令和４年度郡山市猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進事業企画運営業務（以下「本業

務」という。） 

 

２ 本業務の目的 

  郡山市（以下「発注者」という。）は、別添１「郡山市の観光の現状と課題の考察」の

とおり分析しており、その解決策の１つとして、体験型コンテンツであるサイクルツーリ

ズムを推進している。 

  令和２年度及び令和３年度の猪苗代湖一周サイクルツーリズム（以下「イナイチ」とい

う。）」推進業務により、以下のとおり努めてきたところである。 

①イナイチの〈ブランド化〉の推進 【ブランディング強化】 

②気軽にサイクリングにチャレンジできる環境の確保【安全・安心の確保】 

③国内、国外に向けての情報発信【プロモーション】 

④地域経済活性化のため「湖南町」でのコンテンツ造成と担い手の確保【人流維持・発展】 

令和４年度については、①～④の発展的な推進を行うため、本業務については、特に「ブ

ランディング強化」「プロモーション」を重視し、サイクリスト及びライトユーザーが感

じる魅力のさらなる向上に寄与することを目的とする。 

なお、過去の事業経過や用語の説明については、市ウェブサイトにまとまっているため、

確認すること。 

（URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/life/5/31/289/） 

 

３ 本業務の概要 

本業務は、目的を達成するため、継続的なサイクリストの受入環境整備、公式 Instagram

を活用した SNS の運用管理、国内外に発信できる動画の制作、インバウンド受入環境の充

実に繋げるためのモニターライドを実施する。 

 

４ 契約期間 

  契約締結日から令和５年３月 24 日（金）まで 

  ※ 別添２「想定スケジュール」を参照すること。 

 

５ 業務内容 

  以下の内容について、実施すること。なお、すべての項目において、その他必要な項目

を検討し、企画提案書において提案すること。 

 (1) Instagram 運用管理 
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 ア Instagram の記事作成及び投稿 

 (ｱ) ５月～11 月に週１回以上、12 月～3 月に２週に１回以上（計 36 回以上）記事を投稿

すること。 

 (ｲ) 記事の内容については、猪苗代湖周辺の魅力が伝わるものとし、詳細な内容について

は、発注者と協議の上、記事内容を決定する。 

 (ｳ) 必要に応じて、ストーリーやリールによる情報発信を実施すること。 

 (ｴ) 投稿用の写真については、素材を提供する予定であるが、各イベントにおいて、投稿

用の写真素材も確保すること。 

 (ｵ) (ｱ)の投稿回数以外に、発注者が自ら記事を投稿する場合がある。 

 (ｶ) ５(3)「イナイチモニターライド」の参加者を募集するにあたり、適切な期間に広告

を実施すること。 

 

(2) 動画制作 

  以下の内容で動画を４本作成すること。 

ア 動画企画 

(ｱ) 動画については、「イナイチ」＋αをテーマとして地域の資源等と組み合わせた訪問

意欲を高める動画を３本（以下「訪問意欲向上動画」という。）（例：グルメ、体験、宿

泊）及び外国人向けの PR 動画１本とする。なお、動画企画の内容については、提案す

ること。 

(ｲ) 提案された中から、発注者と協議の上決定した動画企画の内容の動画を撮影するこ

と。なお、編集した動画はそれぞれ３分程度とする。 

(ｳ) 撮影にあたっては、ロケハンの上、絵コンテを作成すること。 

(ｴ) 動画の撮影に係るモデルを準備すること。 

(ｵ) 訪問意欲向上動画については、１本ごとに６月下旬、７月下旬、８月下旬に納品する

こと。 

(ｶ) 外国人向け動画については、５(3)「イナイチモニターライド」の様子を撮影し、編

集すること。なお、９月下旬に納品すること。 

(ｷ) 動画の使用権限については、発注者に帰属する。 

 イ 広告 

 (ｱ) 作成した動画については、YouTube で公開すること。 

 (ｲ) PV 数の向上のため、広告を配信すること。なお、YouTube アカウントについては、発

注者より提供する。 

 (ｳ) 配信期間は、７月～10 月の４か月とする。 

 (ｴ) 広告期間の終了後、適切な項目による広告レポートを提出すること。 

  

(3) イナイチモニターライドの実施 
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ア 企画 

(ｱ) モニターライドは、外国人にとってのイナイチライドを軸としたツアーを体験して 

もらい、課題や魅力について意見を聴取し、イナイチのインバウンド受入環境の充実に 

繋げるために実施する。 

(ｲ) モニターライドの行程については、発注者と協議の上、決定すること。 

(ｳ) モニターライドは、原則１泊２日とする。 

(ｴ) モニターライドの参加者の費用については、実費負担とする。 

(ｵ) 課題や魅力の聴取に当たっては、意見が出やすいように催行中など、外国人にとって

のイナイチの課題や魅力ついての意見を聴取すること。 

イ モニターライド参加者の募集・管理・運営 

 (ｱ) 外国人の参加者について、Instagram を活用して募集すること。 

なお、その他集客方法がある場合は、提案すること。 

(ｲ) 欧米、台湾市場などサイクリングを好む国をターゲットとしているため、モニター参

加者の国籍は、そうした国を優先とする。 

 (ｳ) 新型コロナウイルスの影響により、外国人が集まらない場合を想定して対応策を提

案すること。 

 (ｴ) 応募受付を行うとともに、参加者に適切な連絡調整を行うこと。 

 (ｵ) 実施にあたり、サイクリングガイド及び外国語サポートガイドを配置すること。 

 

(4) サイクルステーション受入環境の整備 

   以下に掲げるものについて、サイクルステーションに配置するため、購入・制作し、

納品すること。なお、のぼり旗・サイクルステーション対応マニュアルのデータは発注

者より提供する。また、企画提案書において物品推薦理由について記載すること。 

 

 【既存サイクルステーション用】 

No 購入又は制作するもの 個数 

１ Ａ型看板 20 基 

２ Ａ型看板用のＡ２ポスターの制作 1 式 

３ Ａ２ポスターの出力 20 枚 

４ のぼり旗 20 枚 

 

 【新規サイクルステーション用】 

１ のぼり旗 ５個 

２ のぼりポール ５個 

３ 注水台 ５個 

４ サイクルラック ５個 
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５ スポーツ自転車空気入れ ５個 

６ 自転車用工具 ５個 

７ 既存のサイクルステーション対応マニュアル増刷 ５個 

 

  ア Ａ型看板について 

  (ｱ) 風で飛ばされない工夫ができるタイプのものを提案すること。 

  イ Ａ２ポスターの制作について 

    Ａ２ポスターの制作については、以下の内容及び規格とする。 

  (ｱ) 制作するデザインは１種類とする。なお、サイクルステーションを表示するもので

あるため、５(5)で記載するデザインとは異なるものである。 

  (ｲ) デザインは、イナイチらしさを感じられるものとし、サイクリストをはじめ、見る

人の関心を引き、来訪意欲を喚起させるものであること。 

  (ｳ) ポスター印刷時のサイズは、Ａ２サイズとする。 

  (ｴ) 刷色は、片面４色フルカラーとする。 

  (ｵ) 編集については、デザインレイアウト作業あり 

  (ｶ) 校正については、文字校正２回、色校正１回 

  (ｷ) デザインレイアウト等の詳細は、発注者と協議し決定すること。 

  ウ のぼり旗の制作について 

    のぼり旗の制作については、以下の内容及び規格とすること。 

  (ｱ) デザイン 

    既存のサイクルステーションに配布しているのぼり旗を複製すること。 

(ｲ) サイズ Ｗ600mm×Ｈ1,800mm 

(ｳ) 材質 ポンジ（耐久性のあるもの） 

(ｴ) 対応言語 日本語、英語、中国語（繁体字） 

  エ 購入する物品についても委託料に含めること。 

 

(5) イナイチＰＲポスター制作及び名刺カードの制作 

 ア イナイチＰＲポスターを制作すること。 

 (ｱ) ポスターのデザインについては、イナイチの PR 意図を含めて一般募集の方法によ

るものとする。 

 (ｲ) 趣旨・コンセプトについては、イナイチに関する認知度の向上、広くサイクリスト

やサイクルステーションを訪れた方々への周知を図るもの。 

 (ｳ) デザイン仕様は、イナイチの趣旨やコンセプトが伝わるポスターであれば、表現は

自由とし、写真部門とイラスト部門を設けること。 

 (ｴ) 応募方法、提出期限等のスケジュール、審査会については、提案の上、発注者との

協議により決定する。 
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 (ｵ) ポスター印刷時のサイズは、Ａ２サイズとする。 

  (ｶ) 刷色は、片面４色フルカラーとする。 

  (ｷ) ポスター出力は、写真部門とイラスト部門で各 100 枚の計 200 枚とする。 

  (ｸ) 入賞作品の賞品等については、贈呈の有無を含め提案すること。 

  (ｹ) 入賞作品は、仕上がりサイズ（原寸）の入稿データを提出させること。 

 

 イ イナイチＰＲ用の名刺カードの作成 

   観光案内所や各種フェア等の出店窓口、サイクルステーション等の窓口に設置予

定のイナイチＰＲ用の名刺カードについて、以下の内容及び規格で作成すること。 

  (ｱ) デザインは、イナイチらしさを感じられるものとし、サイクリストをはじめ、見る

人の関心を引き、来訪及び再訪意欲を喚起させるものであること。 

  (ｲ) 公式 Instagram の QR を活用すること。 

  (ｳ) 作成部数 2,000 部 

  (ｴ) 編集については、デザインレイアウト作業あり 

  (ｵ) 校正については、文字校正２回、色校正１回 

  (ｶ) デザインレイアウト等の詳細は、発注者と協議し決定すること。 

 

(6) その他 

 ア 提案の上限額の範囲内で独自の提案を実施することができる。 

  イ 発注者は、本業務を実施する上で必要となる関係資料等を可能な限り受注者へ貸

与するものとする。なお、受注者は借用の必要がなくなったときは、貸与された資料

を速やかに発注者へ返却すること。 

ウ 受注者は、本業務を実施する上で、追加となる業務等が必要である場合は、提案す

ること。なお、追加業務に係る費用負担は受注者とする。 

 

６ 成果品 

業務が完了したときは、次の成果品を提出し、完了検査を受けること。 

成果品の所有権、著作権等の一切の権利については、全て発注者に帰属するものとし、

発注者の承諾なしに使用、公表してはならない。 

No 成果品 
様式 

形態 

必要 

部数 

提出 

期限 

１ 実施報告書 任意 ２部 令和５年３月末日 

２ 編集済みの動画①「訪問意欲向上」 MP4 ― 令和４年６月末日 

３ 編集済みの動画②「訪問意欲向上」 MP4 ― 令和４年７月末日 
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４ 編集済みの動画③「訪問意欲向上」 MP4 ― 令和４年８月末日 

５  編集済みの動画④「外国人向け PR 動画」 MP4 ― 令和４年９月末日 

６ 
サイクルステーション受入環境に関する備品 

（７を除く） 
― ― 令和５年２月末日 

７ Ａ型看板及び看板用Ａ２ポスターの制作 ― ― 令和４年５月末日 

８ 制作ポスター及び名刺カード ― ― 令和４年８月末日 

９ 打合せ記録簿 任意 ２部  

10 電子データ 
DVD-R 

データ 
１式  

 

７ 成果品の規格及び提出先 

(1) 成果品の規格 

   原則、成果品は A４版、縦型、横書きとし、製本や綴じ込みが必要なものについては、

左綴じとする。なお、A３版資料がある場合の取り扱い等については、協議により詳細

を決定する。 

また、綴りは適宜分冊し、背表紙やインデックスを用いてわかりやすくまとめること。 

(2) 提出先 

郡山市産業観光部観光課 郡山市朝日一丁目 23 番７号 西庁舎 ４階 

(3) 電子データ 

成果品については、PDF 及び PDF 以外の加工可能な電子データについても提出するこ

と。AI データで作成したものは、AI データを提出すること。なお、納品する電子デー

タの形式については、双方協議の上、決定する。 

 

８ その他 

 (1) 業務全体を管理・統括する業務責任者を置くこと。発注者との連絡は原則として、こ

の業務責任者を通して行うこと。 

(2) 本業務に関する打ち合わせを必要に応じて随時行うこと。なお、打合せ協議に要する

移動等の経費については、すべて受注者の負担とする。 

(3) 過去の成果品など発注者から提供可能な資料については、可能な限り提供する。 

(4) 本業務の実施にあたっては、発注者の担当職員等と十分な協議の上、発注者の意向に

沿った提案助言等を行うこと。また、発注者に必要な事項について、受注者は、積極的

に提案を行うこと。 

(5) 契約の締結、本業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、すべて受

注者の負担とする。 
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(6) 受注者が自ら所有する写真・映像等を使用する場合には、著作権・肖像権等に十分注

意の上、自らの責任において使用すること。 

(7) 本業務の遂行において、第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」とい

う。）を使用する場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び

使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。 

(8) 本業務の履行にあたり疑義が生じた事項や本仕様書に定めのない事項については、

双方協議の上、決定する。 

(9) 受注者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならな

い。 


