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郡山市猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進事業における 

初心者向けコース（イナイチライト）等企画運営業務仕様書 

 

１ 業務名称 

  郡山市猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進事業における初心者向けコース（イナイ

チライト）等企画運営業務（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。）では、新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年４月

からスタートした「郡山市観光戦略ビジョン（以下「ビジョン」という。）」では、外国人

延べ宿泊数について、令和３年に 14,000 人の目標値を設定し、民間企業による体験、ア

クティビティなど「稼ぐコンテンツ」の不足を弱みとして分析しており、インバウンドの

視点による受け入れ環境の整備や磨き上げた観光コンテンツの充実を目標としている。 

  令和２年度には、自転車専用音声ナビゲーションアプリにて、「猪苗代湖一周サイクリ

ングコース（以下「イナイチ」という。）」の情報発信を図るとともに、サイクリストの休

憩スポットであるサイクルステーション1を猪苗代湖周辺に設置し、受入環境の向上を図

ったところである。 

  令和３年度については、令和２年度に実施した OTA 招請事業で抽出された課題やイナ

イチの推進体制の動向、アフターコロナにおける誘客等を踏まえ、ターゲットは令和２年

度同様、欧米、台湾市場の FIT 層・消費に積極的な旅行、レジャー目的に来る観光客・サ

イクリング初心者をターゲットとし、地域一体型で滞在時間や体力にあわせた手軽に楽

しめる「イナイチライト」を推奨し、受入環境の整備、周遊促進のための魅力・コンテン

ツのきっかけをつくることを目的とする。 

  なお、事業の実施にあたっては、別紙１「猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進業務実

施報告書」を参照すること。 

 

３ 本業務の概要 

本業務は、目的を達成するため、サイクリング初心者が楽しめる環境整備、ビジネスモ

デル検討のためのレンタサイクルの実証実験、サイクルステーションの確保、アドベンチ

ャーツーリズムのコンテンツ開発を目的にしたワークショップを開催する。 

なお、最終的に発注者が決定したイナイチライトのコースについて、自転車専用ナビア

プリにおいて配信する予定である。 

また、レンタサイクルの実証実験の拠点として別紙２「少年湖畔の村」を活用して実施

する。 

                                                       
1 猪苗代湖を訪れる旅行者等との地域交流の拠点となり、トイレやスポーツバイクに対応した空気入れ、

自転車用具の貸し出しをはじめとしたサービスや、情報提供などの「おもてなし」を提供する施設 
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４ 契約期間 

  契約締結日から令和４年３月 25 日（金）まで 

  ※ 別紙３「想定スケジュール」を参照すること。 

 

５ レンタサイクルの実証実験の拠点について 

  レンタサイクルの実証実験の拠点として、「少年湖畔の村」の「研修室」を活用する。 

(1) 少年湖畔の村の利用料金は無償とする。（発注者の主催事業として免除） 

(2) 使用できる備品は、長机６台、椅子８脚、パーテーション８基とする。 

(3) 光熱水費については、面積按分等による指定管理者の請求により、受注者が支払う。 

なお、光熱水費については、委託料に含まれている。 

  (4) 窓口の混雑（施設利用者とレンタサイクル利用者）を避けるため、前日の夕方までに

レンタサイクルの利用情報を施設に提供すること。  

(5) 受注者は、少年湖畔の村の指定管理者と連携・協力を図ること。 

 

６ 業務内容 

  以下の内容について、実施すること。 

 (1) イナイチライトのコース（素案）設定 

   初心者向けの湖南町周遊を目的とした「少年湖畔の村」を拠点としたイナイチライト

のコース（素案）を１コース以上設定すること。なお、発注者は以下の項目を想定して

いるが、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。 

ア スタート位置、ゴール位置の設定 

イ ５か所のサイクルステーションの設定 

ウ イナイチライトコースのコンセプトの設定 

 

(2) 滞在コンテンツ2充実のためのワークショップの実施 

  地域連携でサイクリングのガイドツアー等の旅行商品に組み込むことを想定した魅

力あるコンテンツを造成するため、当該ツアー向けのコンテンツ開発実績のあるアド

バイザーを派遣し、イナイチライトのコース（素案）を基にしたワークショップを３回

以上実施すること。なお、ワークショップの実施にあたっては、市は、以下の項目を想

定しているが、詳細及び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。また、企画提案書には、アドバイザーの推薦理由や実績を記載すること。 

 ア ワークショップを企画・運営すること。 

 イ 派遣に係る費用は、委託料に含め、支払を行うこと。 

                                                       
2 自然景観、文化財等の名所や郷土料理、スポーツアクティビティ等の体験メニューやサービス 
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 ウ 発注者と連携し、参加者の確保に努め、参加者へのフォローアップを実施すること。 

 エ ワークショップの中で滞在コンテンツの開発を行うこと。 

 オ 「(3)レンタサイクル実証実験」の期間中に１日以上ワークショップ参加者等によ

る滞在コンテンツのモニターツアーを実施すること。 

 カ イナイチライトコース（素案）に参会者の意見を反映させること。 

 キ 滞在コンテンツの実施で把握した課題や成果をまとめること。 

 ク 新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底すること。 

 ケ ワークショップの取り組み状況を地域住民や事業者に興味を持ってもらう広報・

周知を行うこと。 

 

※ 発注者において想定している第１回目から第３回目のワークショップ概要 

【１回目】・イナイチライトのコース、コンセプトの共有 

     ・滞在コンテンツづくり（１回目） 

【２回目】・滞在コンテンツづくり（２回目） 

     ・滞在コンテンツの実施にあたる役割整理、準備 

【３回目】・滞在コンテンツの実施で得た課題や成果の分析 

     ・イナイチライトのコースへの意見集約 

 

※ ２回目と３回目の間に滞在コンテンツの実施 

※ ワークショップの参加者は、観光事業者や地区商工会、地域住民等を想定している。 

 

 (3) レンタサイクル運営に関する実証実験 

   以下に掲げる要件のもと、イナイチライトコースを走ってもらうための工夫やツア

ーガイドなしでも楽しめる手法等を検討の上、レンタサイクルの実証実験を企画・運営

すること。 

なお、発注者が掲げる要件以外に必要な項目については、企画提案書において提案す

ること。 

１台ごとのレンタサイクルのほか、受注者自らプランを検討し、実施することや利用

者責任で走行不能となった自転車へのピックアップサービスなどについても受注者の

提案で実施することができる。 

  ア レンタサイクル拠点として少年湖畔の村を活用すること。 

  イ レンタサイクルの実施 

(ｱ) 期間 令和３年７月 16 日（金）から令和３年 11 月 15 日（月） 

(ｲ) 開催日 週３日（金・土・日）及び祝日の合計 61 日間を基本とする。 

なお、夏休み期間の臨時オープンやその他実施日については、企画提案書におい

て提案の上、実施すること。また、トップシーズンである８月・９月については、
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平日も開催するなど柔軟に対応すること。 

  ウ 利用料金 

   (1) レンタサイクル 

     レンタサイクルの利用料金は、ノベルティや自転車修繕等の本事業に還元する

場合、徴収することができる。なお、利用料金の徴収の有無、利用料金の体系につ

いては、企画提案書において提案すること。 

     また、利用者から保険料を徴収する場合は、利用料金に保険料を含める等、利用 

者がわかりやすい料金体系とすること。 

   (2) 保険料（実費） 

     利用者から保険料を徴収することができる。なお、保険未加入者は窓口で加入で

きるような体制を整えること。 

  ウ 受付・窓口業務 

(ｱ) 事前予約の受付について、電話・予約アプリ等により対応すること。 

(ｲ) 予約アプリのランディングページを作成する場合には、発注者のウェブサイト

を使用することができる。 

(ｳ) 自転車の貸出・返却を行うこと。 

   (ｴ) 既存チラシ等を活用し、観光・周辺地域の情報提供を行うこと。 

  エ 自転車の乗り方指導を行うこと。なお、持ち込みの場合にも必要に応じて対応する

こと。 

  オ レンタル自転車のメンテナンス業務 

(ｱ) 簡易な点検・整備を行うこと。 

(ｲ) タイヤの空気圧、ブレーキ、チェーンの回転、ライト照度を確認すること。 

(ｳ) 自転車の TS マーク登録を行うこと。 

(ｴ) 必要に応じて専門的なメンテナンスを行うこと。 

  カ 帳簿管理及び備品管理 

(ｱ) レンタサイクル事業に係る収支について、専用の帳簿で管理するとともに、利用

者の年齢、性別、住所等について、記載した実績について、毎月報告すること。 

(ｲ) 購入した備品及び消耗品について適切に管理すること。 

  キ その他業務 

(ｱ) レンタサイクルの利用者にアンケート調査を実施すること。 

(ｲ) レンタサイクルへの集客のため、周知を行うこと。 

(ｳ) 天候不良の際についての営業判断について行うこと。 

(ｴ) 利用者向けのスポット Wi-Fi を設置すること。 

(ｵ) 自転車の配置場所は屋外であることから、夜間の管理及び雨天時の管理を実施

すること。なお、方法については、企画提案書において提案すること。 

  例）施錠可能なテントの購入（リース）、輪行バックへの収納 等 
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 (4) レンタサイクル運営のための備品の購入及びリース 

   以下に掲げるものについて、購入又はリースすること。購入した備品については、事

業期間終了後には、発注者に引き継ぐこと。なお、以下に掲げるもの以外に必要な項目

については、企画提案書において提案すること。また、企画提案書には、備品の購入及

びリースに関する推薦理由を記載すること。 

No 購入又はリースする備品 個数 

１ 受付用 PC 端末【リース】 １台 

２ 受付用携帯電話【リース】 １台 

３ クロスバイク【購入】 ５台 

４ 電動アシスト e-bike【リース】 ２台 

５ ヘルメット【購入】 ７個 

６ 自転車用ライト【購入】 ７個 

７ 自転車用鍵【購入】 ７個 

８ フロアポンプ【購入】 ２個 

９ グローブ【購入】 ７組 

10 スマートフォンフォルダー【購入】 ７個 

 

(5) 参加者へのノベルティの制作 

イナイチのロゴマークを使用したノベルティをデザイン・制作し、レンタサイクルの

参加者に対して配布すること。 

ノベルティの制作にあたっては、「猪苗代湖一周サイクルツーリズム「イナイチ」ロ

ゴマークの利用要領」を遵守すること。 

なお、発注者においては、１個 300 円 200 個を想定しているが、ノベルティの案、単

価、個数については、企画提案書において提案すること。 

 

 (6) 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、購入・制作し、サイクルステーションに配置すること。 

なお、以下に掲げるもの以外に必要な項目については、企画提案書において提案する

こと。また、企画提案書には、３から６までの物品推薦理由を記載すること。 

※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 

No 購入又は制作するもの 個数 

１ のぼり旗 20 枚 

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 のぼり旗の作成について 

    のぼり旗の作成については、以下の内容及び規格とすること。 

    なお、20 個のうち５個は、イナイチライトのサイクルステーションに配置するも

のであり、残り 15 個については、既存のサイクルステーションに配布しているのぼ

り旗を複製するものである。 

(ｱ)  ロゴマーク 

(ｲ)  サイクルステーションの文字 

(ｳ)  サイクルステーションの機能のアイコン 

※ 各サイクルステーションの機能に合わせてアイコンを差し替えること。 

(ｴ) サイズ Ｗ600mm×Ｈ1,800mm 

(ｵ) 材質 ポンジ 

(ｶ) 対応言語 日本語、英語、中国語（繁体字） 

  イ 購入する物品についても委託料に含めること。 

 

 (7) ビジネスモデルの検討及び分析 

  ア レンタサイクルの実証実験を通し、「ビジネスモデル」を検討・分析を行い、提出

すること。 

  イ (1)から(6)までを踏まえ、イナイチライトのコース（案）を検討し、提出すること。 

 

 (8) イナイチライト啓発のチラシ作成 

   イナイチライトのコースが決定した後、魅力を周知するチラシを以下の内容及び規

格のとおり作成すること。 

  ア イナイチライトのコース及び周辺のＭＡＰ 

  イ 自転車専用音声ナビゲーションアプリ「NAVITIME」に令和３年９月以降掲載予定の

イナイチライトのサイクリングコースの紹介 

  ウ イナイチライトコースのサイクルステーション 

  エ サイズ Ａ４判 

  オ 紙質 マットコート紙 厚さ Ａ判７０㎏ 

  カ 印刷 両面フルカラー４色 

  キ 作成言語 日本語 

  ク 原稿作成 本文 受注者が原稿を作成し、発注者と協議し決定すること。 

         写真 発注者が保有する写真は提供するが、発注者が保有していない
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写真やイラスト等を使用する場合は、受注者の責任において手配

したものを使用すること。その費用についても委託料に含める。 

  ケ 編集 デザインレイアウト作業あり 

  コ 校正 文字校正２回、色校正１回 

  サ その他 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。 

  シ 作成部数 2,000 部 

         版下については、Adobe Illustrator 形式及 PDF により CD 等の電子記

録媒体で提出すること。 

  ス 納入方法 200 部ごとに段ボールに梱包すること。 

 

 (9) 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。 

    例）独自のイナイチライトの PR 広報 など 

  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４年３月末日 

２ レンタサイクルのための備品 ― ― 令和４年 7月 14 日 

３ 
サイクルステーション受入環境の整備のための

購入・制作したもの 
― ― 令和３年７月末日 

４ 滞在コンテンツの課題及び成果 任意 ２部 令和４年１月末日 

５  制作したノベルティ 任意 200 個 令和３年７月末日 

６ イナイチライトのチラシ ― 2,000 部 令和４年１月末日 

７ ビジネスモデルの課題及び分析結果 任意 ２部 令和４年１月末日 
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８ 打合せ記録簿 任意 ２部  

９ 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。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) 発注者から提供可能な資料については、別紙４「提供可能資料一覧」のとおりとする。 

(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。 

(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。 


