
千葉市と市原市の魅力発信 WEB サイト・パンフレット等制作業務 

委託仕様書 

 

１．委託名  

千葉市と市原市の魅力発信 WEB サイト・パンフレット等制作業務委託 

 

２．委託期間 

契約締結の日から平成３１年３月３１日（日）まで 

 

３．業務に求める目的 

千葉市と市原市は、首都圏に位置する都市の中でも豊かな自然を併せ持つ都市であ 

り、その魅力を活かすため、千葉市若葉区・緑区および市原市を「グリーン」と称した 

エリア（以下、グリーンエリアという）において、「緑」「里」「農」をキーワードとす 

る農体験や里山体験、観光資源を活用し、グリーンエリアの活性化及び観光振興の推進 

を図ることをコンセプトに、戦略的な集客プロモーションを推進している。 

本業務は、市外・県外からより多くの観光客を誘致し、宿泊を含めた滞在型観光へ繋 

げていくことを目的に、グリーンエリアの魅力を、都心から至近という強みを活かして 

効果的に発信し、同エリアのブランド化を図るものである。 

 

４．グリーンエリア 

訴求対象は、千葉市若葉区・緑区および市原市とする。 

 

５．ターゲット層 

東京都を中心とした、20 代～40 代の若年を含む女性層、子連れファミリー層、中高

年夫婦層を主なターゲットとする。但し、今後ターゲット層の絞り込み、一部見直しが

ある場合は柔軟に対応すること。 

 

６．各業務の内容 

（１）グリーンエリア WEB サイトの制作・取材・編集・運用・保守 

グリーンエリアのブランディングを進めるにあたり、地域の魅力である農体験、

里山体験、見る、食べる、遊ぶといった要素を効果的に発信する WEB サイトを、

別途製作するパンフレットと連動し制作する。 

ア ドメイン、ウェブサーバー、CMS にかかわる要件について 

①サイトは、千葉市観光ガイド WEB サイトドメイン（chibacity-ta.or.jp） 

ディレクトリの下層に設置すること。ただし次年度以降に独立したサイト 

として切り分ける可能性も考慮する。 

http://www.chibacity-ta.or.jp/
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②CMS（WordPress）でサイト構築を行うこと。 

③拡張性の高いサイト構築を行うこと。 

イ サイトの構成およびページのデザイン、システム構築について 

下記『（ウ）戦略と必須コンテンツについて』に掲げる項目をメインとし、基 

本分類とサイト設計をし、観光協会で確認後、掲載内容等に関する取材、撮 

影、編集、レイアウト、デザイン、コーディング等一連の制作業務を行う。 

①デザイン 

ブランドコンセプトに基づき、ターゲットに訴求できる魅力的なデザインを 

提案すること、サイト閲覧者がストレスなく閲覧できるように配慮したデザ 

インとし、スマートフォンでの閲覧も問題ないレスポンシブデザインにする 

こと。また、twitter・facebook・instagram 等へのシェア機能も盛り込むこと。 

WEB サイト公開後、観光協会でもコンテンツの最新情報、記事の新規追加や 

既存記事の修正等が容易にでき、プログラムやモデルコース、新着情報など 

のページ新規追加が可能となるよう統一したテンプレート等を確立する。 

②サポート OS 

Windows7 以降、MacOS X El Capitan 以降、Android4.4 以降、iOS9.3 以降 

③サポートブラウザ 

Internet Explorer8 以降、Firefox・Chrome・Apple（Safari）は構築時点で最 

新のもの、Andorid4.4 以降で閲覧した場合、レイアウトやデザインの崩れ 

がないこと。 

④プログラム言語 

HTML、CSS、JavaScript、PHP 等、一般的に使われている言語とすること。 

⑤その他 

必要に応じて、受託者と観光協会双方からの要請により編集等の会議を行 

い密に連携すること。 

ウ 戦略と必須コンテンツについて 

[戦略] 「５．ターゲット層」をベースに、より具体的なペルソナを設定する。 

（例）①非日常や癒し、SNS 映えを意識し、週末に近場で農体験を中心に泊ま 

りがけで楽しみたいと考える 20 代～40 代の女性グループ 

②幼児、小学生の子供に農業や自然を体験させたいファミリー層 

③リタイア後はプチ田舎を持ちたいと考える 50 代～60 代以降の中高年 

夫婦 

これら具体的なペルソナに対し、「SNS でシェアしたい」、「実際に行っ 

てみたい」と思わせられるような、魅力的なコンテンツとする。３つの 

ターゲットのうち、リピーター顧客へのプロモーション方法について 

も工夫する。 
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[必須コンテンツ] 

①キラーコンテンツ（施設紹介でなく上質なプログラムを発掘・掲載する※） 

〇観光農園（農体験・里山体験など） 

〇加曽利貝塚（縄文文化など） 

〇上記 2 要素を中心として掘り下げた”食文化コンテンツ” 

②キラーコンテンツと組合せた主要コンテンツ 

〇昭和の森（フォレストビレッジ等） 

〇富田さとにわ耕園 

〇下田ふれあい館 

〇中田やつ耕園 

〇ホキ美術館 

〇泉自然公園 

〇千葉都市モノレール 

〇千葉市動物公園 

〇養老渓谷 

〇小湊鉄道 

〇市原ぞうの国 

〇高滝湖 

〇道の駅あずの里いちはら 

〇いちはらクオードの森 

〇千葉こどもの国キッズダム 

〇市原湖畔美術館 

〇チバニアン 

〇里山の滝 

③モデルコース ※上記①,②を取込み、３つのターゲット層に対し、各 

１コース以上掲載する。内容は観光協会が提供するモデルコースとする。 

④６．各業務の内容の（２）「グリーンエリア観光パンフレット」の電子デ 

ータ（PDF）も掲載する。 

⑤問合せフォーム 

⑥アクセスマップ ※市原市との位置関係もわかりやすく明示すること。 

⑦その他 

・デザインに付随するもの（ブランドコピー、テキスト、図、画像等） 

は受託者が用意すること。適宜、観光協会担当者に相談すること。 

・観光協会への操作方法等のレクチャーや観光協会からの質問への対応を 

する。 
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エ 操作マニュアルの作成について 

観光協会でも記事の新規追加や既存記事の修正等が行えるように、運用等に 

必要な操作マニュアルを作成する。紙媒体 1 部、電子データ（PDF および Word 

または PowerPoint）2 種 

オ 公開時期について 

①秋冬情報：平成３０年１０月下旬までに公開すること 

②春夏情報：平成３１年 ２月下旬までに公開すること 

カ アクセス目標値と効果測定 

平成３０年度における本サイトのアクセス目標値は 

①ページビュー数：20,000 

②ページ別訪問数：15,000 とする。 

WEB サイトへのアクセス状況（地域・年齢層・性別・関心カテゴリー等）を月 

次で報告する。 

キ 保守（公開から契約期間満了まで） 

      ①定期保守 

      ②システム異常の把握・対応 

       ③障害等発生時の対応 

        

（２）グリーンエリア観光パンフレットの制作 

グリーンエリアのブランディングを進めるにあたり、地域の魅力である農体験、 

里山体験、見る、食べる、遊ぶといった要素を効果的に発信するパンフレットを、 

別途構築するグリーンエリアサイトと連動し制作する。 

ア 内容 

①グリーンエリアの持つ魅力をターゲット層にわかりやすく、その魅力を訴求 

し、来訪意欲を高める魅力的な写真の掲載やブランドコピーに工夫を持たせ 

ること。 

②グリーンエリア WEB サイトを補完するものとし、詳細情報については WEB 

サイトに誘導すること。 

③農体験及び里山体験について紹介し、詳細は WEB サイトに誘導すること。 

④グリーンエリアを中心に、見る、遊ぶ、食べるという要素も盛り込み、季節 

感やトータルな魅力を訴求すること。 

⑤WEB サイトに掲載するモデルコースから１つ以上選定し掲載すること。 

⑥千葉市の観光資源紹介は総ページ数の 4 分の 3、市原市の観光資源紹介ペー 

ジは 4 分の 1 確保すること。 

⑦都内から近いという交通アクセスを強みとして訴求し、かつグリーンエリア 

をわかりやすく紹介した地図も記載すること。市原市との位置関係もわかり 
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やすく明示すること。 

イ 発行時期の考え方 

①年度内に 2 回（秋期・春期）とする。 

秋期：平成３０年１０月末日納品 

春期：平成３１年 ２月末日納品 

②但し、以下の条件をいずれも満たす場合、発行を秋期、春期いずれか１回と 

することも可能とする。 

・WEB サイトにより、必要な情報が発信できていること。 

・発行を 1 回とすることで、パンフレットの完成度を高め、ターゲット層に 

確実かつ効果的に届けることが出来ること。 

ウ 仕様 

①レイアウト ブランドコンセプトを反映した企画として提案すること。 

②版型等   全４色カラーとし、ブランドコンセプトの観点から適したサイ 

ズとし、ページ数は４ページ以上で提案すること。 

③部数    計 5,000 部以上 

④配架    ターゲット層へ効果的にリーチする配架・配布方法を提案し、

配架・配布場所に納品すること。 

エ 提出物 

以下の電磁データを、パンフレットの納品日までに CD-ROM 等の電子媒体

で提出すること。 

      ①パンフレットの校正終了後の最新データ（PDF 形式・AdobeIllustrator 形式） 

②制作にあたり撮影した写真（JPEG 方式）※WEB サイト掲載の写真に準じる 

オ 効果測定 

配布方法、配布実績を月次で報告する。 

 

（３）プロモーション拡充策 

ア 内容 

グリーンエリア WEB サイトおよびグリーンエリア観光パンフレットを、タ 

ーゲットに対し、効率的・効果的に露出させるためのあらゆるプロモーショ 

ンを行う。自由提案。 

イ その他 

グリーンエリア WEB サイトまたはグリーンエリア観光パンフレットの制 

作の一部として提案しても良いこととする。 

 

（４）業務実施に係る留意点 

ア 情報収集等により得られた PR 効果が高い有益な情報については、パンフレッ 
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ト等への掲載内容として適宜提案し、観光協会と協議の上、製作物に盛りこむ 

こと。 

イ パンフレット等掲載の文章は、各観光情報や施設等の魅力に気付くことができ 

るよう工夫すること。 

ウ パンフレット等掲載の観光情報、立ち寄りグルメ・スポット、イベント情報、

土産品等の紹介は、写真を利用するなどわかりやすいものとすること。 

エ 第三者の著作物を利用して作成する場合は、第三者の許諾を得ておくこと。 

オ 受託者は本委託を効果的かつ効率的に履行するため、実施体制を明確化し、管

理体制を徹底すること。 

カ 受託者は、委託業務や提案事項について、円滑な調整、確認が行えるよう、契

約日の翌日から１４日以内に、本仕様書及び受注者が作成した企画提案書に基

づき、完了報告に至るまでの業務実施計画書（案）を作成し、発注者に提出す

ること。また、履行に当たり、進捗状況を綿密に報告し、観光協会とよく協議、

調整をしながら業務を進行すること。 

 

（５）実施・完了報告 

     受託者は、本事業の実施結果等について、事業報告書（カラー製本５部）及び完 

了報告書を作成し、履行期間終了日までに観光協会に提出すること。事業報告書に 

は、業務スケジュール、事業実施状況写真等を含むこととする。 

 

７ 委託料の支払い等 

   観光協会は、受託者から報告書の提出があった場合、速やかに業務に係る検査を行い、

当該検査により業務の完了を確認する。受託者は、委託者による検査完了の後、委託料

の支払いを請求できる。観光協会は、受託者から委託料の支払請求を受けた日から３０

日以内に委託料を支払う。 

 

８ 個人情報等の保護 

（１）受託者は、本業務で知りえた個人情報や、観光協会の事務に関する機密事項を、 

みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本業務委託が 

終了した後も同様とする。 

（２）業務遂行にあたり、必要となる資料等については、観光協会が妥当と判断する場 

合のみ受託者に提供する。なお、提供を受けた資料等については、複製・複写を

禁ずるとともに、本業務委託終了後に返却するなど、取扱いに十分注意すること

とする。 
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９ 受託者及び業務従事者の責任 

受託者及び業務従事者が、業務の実施につき市又は第三者に及ぼした損害（６に定め 

るもの並びに天変地異及びその他受託者の責に期することのできない事由によるもの 

を除く）については、受託者がその責を負う。 

 

１０その他 

（１）本仕様書に定めのない事項又は仕様について生じた疑義については、協議して解釈

するものとする。 

（２）提案募集への応募に係わる諸経費は採否にかかわらず総じて応募者側の負担とす 

る。 

（３）業務の実施に当たっては、観光協会及び各関係機関等との連絡調整を十分に図るこ 

と。 

（４）業務実施計画書等に、重要な変更が生じる場合には、事前に観光協会と協議を行う 

こと。 

（５）不測の事態が発生した場合においては、速やかに観光協会に報告すること。 

（６）その他、本契約の範囲内において、この仕様書に記載のない事項については、関係

者において協議し、決定する。 


