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【別紙１】 

 

下北観光情報発信業務 仕様書 

 

１ 目的 

2020 年春以降、コロナ禍の影響で観光需要が大きく減少している一方、「マイクロツーリ

ズム」という考え方に代表される近距離の旅行や地元観光を見直す動きや、旅行先として

「３密」を避けられる地域が選好されるなど、従前にはない旅行行動が生じている。 

こうした状況下において、県内在住者を含む多様な下北ファンを獲得するため、豊富な自

然資源を始めとした下北地域の魅力をさまざまな視点で発信し、また、「旅マエ」「旅ナカ」

といった旅行段階に応じて下北の観光情報に触れやすい環境を整備することで、下北への興

味喚起と周遊観光の促進を図る。 

 

２ 業務内容 

  上記の目的を達成するため、次の業務を実施する。 

  ● 新たな Web コンテンツの作成 

  ● 新たな Web コンテンツに係る SNS 広告の実施 

  ● 観光エリア別マップの作成 

 

(1) 新たな Web コンテンツの作成 

多様な視点によって下北地域の魅力を発信し、幅広い層に訴えかけていくため、下北在

住者がその魅力を語る「下北自慢リレー記事」、客観的な視点で観光資源の背景等を紹介

する「下北自慢深掘り記事」の二種類の Web コンテンツを作成し、（一社）しもきた

TABI あしすとが運用するサイト「ぐるりんしもきた」に掲載する。 

 

  ① Web コンテンツのページ構成 

    概ね次のイメージとするが、より読者に分かりやすい構成が可能な場合は、提案し

て差し支えないものとする。 

■新コンテンツ 

 トップページ 

※サイト「ぐるりんしもきた」のトップ直下の URL を想定 

  

  ●下北自慢リレー記事 

 (仮)かだらせろ！下北自慢(10 回/年) 

 

  

  （関連記事間の相互のリンクも設定） 

  ●下北自慢深掘り記事 

 (仮)「かだった」先の深～い話(10 回/年) 

 

  



- 2 - 

  ② 新コンテンツトップページ 

コンテンツへの入口となるページ。企画意図及びイメージビジュアルを掲載し、各記

事へのリンクを分かりやすく行うこと。 

また、本コンテンツページは下北地域において情報発信を行っている者(団体)を紹介

し、SNS 等への入口となるポータル的な役割を負うことも意図していることを踏ま

え、ページデザイン等を行うこと。 

内容 備考 

ア ページに記載する内容 

 ・新コンテンツの概要 ・概要に関するテキストは発注者が提供する。 

・執筆者(団体)・記事の一覧 ・執筆者(団体)に関するテキスト・画像は、ペ

ージデザインに応じ発注者が提供する。 

・記事一覧は各々の記事へリンクするものであ

ること。 

イ 更新頻度 

 ・20 回/年 ・リレー記事、深掘り記事更新の都度。 

ウ 受注者が実施する業務 

 ・サイト掲載用 html の作成 ・提供データ等から適宜レイアウトを行うこ

と。 

エ 成果品 

 ・サイト掲載用 html 及び関係フ

ァイル 

・作成の都度提出すること。 

 

③ 下北自慢リレー記事 

下北の観光関係者等、10 人の「下北のプロ」が、各自の目線で下北自慢記事を執筆

する情報ページを作成する。 

なお、執筆者への依頼及び謝礼の支払い等は、別途発注者が行う。 

内容 備考 

ア ページに記載する内容 

 ・下北自慢記事 

・執筆者(団体)の紹介 

・テキスト及び画像は執筆者から発注者を経由

して提供する。 

・執筆者(団体)の紹介については、プロフィー

ル等の記載のほか当該者が発信している SNS

等へのリンクを設定すること。 

イ 記事当たりの想定文章量等 

 ・概ね原稿用紙 2 枚程度以上 

・画像数点 

 

ウ 作成頻度 
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 ・10 回/年 ・6 月～翌 3 月、概ね 1 ヶ月に 1 回。 

・記事ごとにページを作成すること。 

エ 受注者が実施する業務 

 ・サイト掲載用 html の作成 ・提供データ等から適宜レイアウトを行うこ

と。 

・執筆者からレイアウトに関する指示がある場

合は、これに従うこと。 

オ 成果品 

 ・サイト掲載用 html 及び関係フ

ァイル 

・作成の都度提出すること。 

 

  ④ 下北自慢深掘り記事 

上記③のリレー記事において触れた事柄や場所、モノ等について、歴史・背景等の事

実を調査・取材し、読者の知的好奇心に応える記事を作成・掲載する。 

内容 備考 

ア ページに記載する内容 

 ・深掘り記事 

・記事作成者の紹介 

・発注者が指示する事柄等について、受注者に

おいて調査・取材・撮影等を行い、記事を作

成すること。 

・記事作成者については、記事への信頼や親し

みを高めるため、プロフィールを記載するこ

と。なお、ペンネーム等の設定や、グループ

による記事作成も可とする。 

イ 記事当たりの想定文章量等 

 ・文章量、写真点数とも内容に

応じて適宜 

 

ウ 作成頻度 

 ・10 回/年 ・6 月～翌 3 月。 

・できる限り月 1 回程度の掲載とするが、発注

者と協議のうえ 2～3 回程度の記事をまとめ

て掲載することも可であること。 

・記事ごとにページを作成すること。 

エ 受注者が実施する業務 

 ・対象となる事柄等に関する取

材及び記事作成、html の作成 

・記事中の画像については、直接撮影したもの

又は著作権や肖像権に争いのないものを使用
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すること。 

オ 成果品 

 ・サイト掲載用 html 及び関係フ

ァイル 

・作成の都度提出すること。 

 

 

(2) 新たな Web コンテンツに係る SNS 広告の実施 

  ① 実施の目的 

上記(1)により「ぐるりんしもきた」に掲載した Web コンテンツの PR 及び閲覧数増

加につなげるため、SNS ユーザーを対象とした広告を実施する。 

 

  ② 実施内容等 

項目 内  容 

ア 求める成果 

 ・Web コンテンツページへの

訪問者数の増加 

・広告経費を 30 万円と仮定し、ページ訪問者数

(広告クリック数)を最大化すること。（※） 

イ 実施方法等 

 ・使用する広告媒体の選定 

・広告手法の選定 

・対象者のターゲティング 

・実施時期の設定 

・実施回数の設定 

・基本的に Facebook での広告を想定するが、最

も効果的と考える方法等について提案し、その

場合に想定されるページ訪問者数を示すこと。 

・広告は複数回に分割のうえ実施して差し支えな

いものであること。 

ウ 成果品 

 ・広告実施結果データ ・ページ訪問者数(広告クリック数)が提案を満た

したことが確認できるものであること。 

  （※）契約時においては、提案された内容を元に協議のうえ、広告による訪問者数を設

定する。 

 

 (3) 観光エリア別マップの作成 

  ① 作成の目的 

下北半島を訪れる県内外からの観光客に対し、すきま・余裕時間が生じた際の立ち寄

りの手がかりとして活用いただくため、下北地域の主な観光エリア４か所（現状の想定

は田名部・大湊・薬研・脇野沢）のエリア別マップを作成する。 

 

  ② マップのイメージ 

マップは観光客が手に取りやすく、折り曲げやメモ、廃棄等が気軽に行える体裁と

し、観光関連施設、宿泊施設、飲食店等へ配置のうえ、不足の際は一般的なコピー機に
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よる複写で増刷することを前提としたデザイン等とする。 

  

  ③ 作成仕様等 

項目 内  容 

ア 作成仕様 

 規格 Ａ３判片面２つ折（田名部地区、大湊地区） 

Ａ４判片面（薬研地区、脇野沢地区） 

色 モノクロ 

紙質 上質紙 70kg 

部数 A3 版の地区 1,000 部、A4 版の地区 500 部 

イ 掲載内容 

 地図 トレース地図、手書き地図のいずれか適当と考える案を提案す

ること。いずれの場合も、利用者が移動に要する時間を想定で

きるよう、代表的な地点間の距離又は時間を適宜表示するこ

と。 

観光資源 資源の性質が分かるよう、アイコン又はイラストで表示のう

え、名称及び概要を記載すること。 

ランドマーク 移動の目標・手がかりとなる地点を適宜表示すること。 

その他イラスト 適宜挿入して差し支えないこと。 

QR コード 表示した観光資源のうち、詳細説明を加えることが適当と考え

られるものについて、Web サイトへリンクする QR コードを

表示すること。 

ウ 発注者が提供する素材 

 観光資源の説明 発注者がテキストデータで支給する。 

観光資源の画像 必要に応じて、発注者がデータで支給する。 

QR コードリン

ク先 

発注者がテキストデータで支給する。 

エ その他 

 掲載観光資源等

の選定 

原案は発注者が示すが、作成するマップの形式等を勘案し、発

注者・受注者双方協議の上決定するものとする。 

マップ作成エリ

ア 

作成仕様は変更しないが、エリアについては協議のうえ変更す

る場合があること。 

オ 成果品 

 紙媒体マップ 「ア 作成仕様」で指定する部数を印刷すること。 

作成マップデー

タ 

県ホームページに掲載するため、PDF 形式のデータを提供する

こと。 
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３ 成果品等 

  各項目において定めるものを含め、成果品等については以下のとおり提出すること。 

 (1) 契約後速やかに提出するもの 

  ① 業務実施体制 

(2) 作成の都度提出するもの 

 ① 新コンテンツトップページ 掲載用 html 及び関係ファイル 

 ② 下北自慢リレー記事 掲載用 html 及び関係ファイル 

 ③ 下北自慢深掘り記事 掲載用 html 及び関係ファイル 

(3) 提出時期を協議の上決定するもの 

 ① 観光エリア別マップ 紙媒体マップ 

 ② 観光エリア別マップ 作成マップデータ（PDF） 

(4) 業務終了時に提出するもの 

 ① 業務完了報告書 

 ② SNS 広告実施結果データ 

 

４ その他 

(1) 本業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議の上行うこと。 

(2) 本業務で使用する画像・映像等の著作権及び肖像権など権利関係の処理及び調整は、本

業務の受注者が行うこと。 

(3) 本業務で制作する一切の著作物の権利は県に帰属するものとし、県が県の業務において

使用する場合は、受注者の承諾なく自由に使用できるものとすること。 

(4) この仕様書に定めのない事項については、その都度、県と受注者が協議して決定するも

のとする。 

 


