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モニュメントを活用した情報発信強化事業実施業務委託仕様書 

１ 業務名 

モニュメントを活用した情報発信強化事業実施業務 

 

２ 業務期間 

委託契約締結の日から令和３年２月２６日（金）まで 

 

３ 目的 

浜通り地域等（※）を訪れる観光客を含めた来訪者に対し、幅広く福島イノベー

ション・コースト構想（以下「構想」という。）に関心を持ってもらうため、福島

イノベーション・コースト構想推進機構（以下、「機構」という。）が浜通り地域等

の主要施設に設置しているモニュメントを活用して、構想や構想に関連する施設

等の情報発信を強化するとともに、浜通り地域等の交流人口の拡大を促進する。 

 ※浜通り地域等 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川

内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 

 

４ 業務内容 

（１）モニュメントの機能拡充 

ア デジタルスタンプラリー対応アプリまたはそれに準ずる仕組み（以下「アプ

リ等」という。）開発 

浜通り地域等への来訪者等の施設間周遊を促進するために、デジタルスタン

プラリーイベント応募できるようにするためのアプリ等を開発すること。ア

プリ等の開発に当たっては、下記(ｱ)及び(ｲ)の内容を反映させるとともに、そ

の他必要と思われる機能等を提案すること。 

(ｱ) アプリ等の仕様 

〇 スマートフォンやタブレット等可能な限り多くのモバイル端末機種に

対応可能なシステムとすること。 

〇 幅広い世代の方が見やすく、利用しやすいデザインとすること。 

〇 アプリ等は新規開発を基本とするが、既存のアプリ等を活用しても本事

業の目的が達成可能な場合は、既存アプリ等の改修等による提案も可能と

すること。 
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〇 スタンプの取得に当たっては、必ず構想に関連するクイズに回答するこ

とを必須とすること。なお、クイズの設問に関しては、施設ごとで違う内

容とするとともに、モニュメントで視聴することができる動画を視聴する

と答えが解かる内容を基本とし、機構と協議のうえで決定すること。 

〇 景品への応募画面を表示する前にアンケートの画面を表示させること。

なお、アンケートの設問内容は、機構と協議のうえ決定すること。 

〇 収集する個人情報などの各種データは、プライバシー保護のための統計

的な処理を行うなど、個人情報が外部に漏れることのないよう十分に配慮

すること。 

(ｲ) アプリ等の機能 

〇 モバイルスタンプラリーの景品が閲覧できる機能。 

〇 モバイルスタンプラリーの達成条件に応じて景品を申請できる機能。 

〇 上記に関するアプリ等の管理機能。 

 

イ モニュメントへの機能追加 

４（１）アで開発したアプリ等の機能を、モニュメント中央部（円形部分）

のタブレットに収納されている既存のアプリに組み込むこと。 

 

（２）モニュメントの追加製作 

４（１）で改修した内容が反映された状態のモニュメントを新たに５台制作す

ること。モニュメント本体の仕様については昨年度リニューアル時の仕様に準

ずること。 

 

【４（１）と（２）の合計台数】 

２５台 

【設置場所】 

別紙「設置場所一覧」のとおり 

 

（３）デジタルスタンプラリーイベントの実施 

ア 運営事務局の設置 

デジタルスタンプラリーイベントを実施する運営事務局を設置すること。ま

た、問い合わせには適切に対応し、内容・回答の記録管理を行い、定期的に機

構に連絡すること。 



3 

 

イ 実施期間 

令和２年１２月～令和３年１月 (予定) 

ウ 景品の手配・発送 

デジタルスタンプラリーイベント応募者の中から適切な方法で抽選を行い

当選者を選定し、景品の手配・購入を行った上で発送手続きを行うこと。なお、

景品は主に浜通り地域等に関連するものとし、機構と調整のうえ選定するこ

と。 

エ 広報ツール制作及び管理（設置、撤去等） 

  デジタルスタンプラリーイベント開催のＰＲを主とし、参加者の興味関心

を引き付け、来訪及び参加を促すようなデザイン、写真及び内容とすること。

なお、写真、施設情報等は最新のものとすること 

設置場所は「別紙 モニュメント設置場所一覧」及び、その他ＰＲ効果が見

込める場所に受託者が交渉したうえで許可を得られた場所に設置し、期間終

了後は撤去を行うこと。 

（ｱ）チラシ 

〇 サイズ・部数 

Ａ３、５０，０００部(予定) 

〇 用紙 

コート紙・１１０ｋｇ 

〇 ページ数 

１枚（両面） 

〇 色数・印刷 

フルカラー・オフセット印刷 

〇 製本方法 

二つ折り 

〇 掲載内容（案） 

・ イベント内容（イメージ、参加方法、ルール、実施期間等） 

・ モニュメント設置施設２５カ所の案内地図及び施設説明（施設名称、

住所、電話番号、押印可能日時、営業時間） 

・ 景品紹介 

・ イベントの予告なき中止・変更することがあることの説明書き、イベ

ント事務局案内 

（ｲ）ポスター 
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〇 サイズ 

枚数：Ａ１、３００部 

〇 用紙 

コート紙・１３５ｋｇ 

〇 色数・印刷 

フルカラー・オフセット印刷 

〇 掲載内容（案） 

  チラシの内容の抜粋 

オ プロモーションの実施 

（３）エ以外に、参加者を誘引するために効果的なプロモーションを検討のう

え、手法・媒体を選定した上で実施すること。 

例：ＳＮＳの活用、新聞・テレビメディアの活用、既存コンテンツとの連携 等 

カ 効果分析 

デジタルスタンプラリーイベント終了後、参加（回答）者数、参加（回答）場

所等のアクセスとアンケートの集計、効果分析等を行うこと。 

また、モニュメント設置箇所に対するヒアリングも併せて行い、効果分析を行

うこと。 

 

（４）モニュメントの保守管理 

随時、機器の破損やシステムの不具合等の改修等を行うこと。 

 

５ 成果物 

受託者は、委託契約書に定めるものを含め、次の各号に掲げる書類を提出しなけ

ればならない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの（紙媒体１部） 

ア 着手届（様式第１号） 

イ 統括責任者及び担当者通知書（様式第２号） 

ウ 実施工程表（任意様式） 

エ その他、委託者が必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの（ア～ウ：紙媒体１部、エ：紙媒体３部及

び電子媒体（ＤＶＤ-Ｒ等）１部） 

ア 完了報告書（様式第３号） 

イ 請求書に係る内訳書（任意様式） 
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ウ 実績報告書（様式第５号） 

エ ウに添付する書類等（任意様式） 

（ｱ）企画書 

（ｲ）デジタルスタンプラリーアプリデータ一式（納品データ形式は別途指定） 

（ｳ）モニュメント 

（ｴ）制作物一式 

（ｵ）広報資材一式 

（ｶ）事業実施効果検証報告書 

（ｷ）その他、委託者が必要と認める書類 

 

６ その他 

（１）本業務に関わる責任者及び担当者については、本業務の趣旨・内容を十分に理

解し、かつ、業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要員を配置すること。 

（２）受託者は工程管理を適切に行い、無理のないスケジュールで実施すること。ま

た、受託者はスケジュール管理を徹底するため、委託者と定期的に打ち合わせを

行い、進捗状況を綿密に報告すること。 

（３）成果品一式の著作権及び所有権は、正当な手続きにより使用又は借用した第三

者のものを除き、委託者に帰属するものとし、その利用及び再編集は委託者にお

いて自由に行うことができるものとする。 

（４）映像・画像・音楽等の著作権等について、必要に応じて受託者が料金を支払う

等一切の処理を済ませた上で納品すること。納品後に著作権等に関する紛争が

生じた場合は、受託者の責任において対応するものとし、委託者はその責任を負

わない。 

（５）受託者は、委託契約書及び仕様書に基づき、業務の詳細について委託者と協議

の上決定すること。 

（６）本仕様書に定めのない事項及び定める内容について疑義が生じた時は、双方協

議のうえ定めること。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要

と思われるものについては本業務に含まれるものとすること。 

（７）新しい生活様式（２０２０年５月４日厚生労働省公表）に準じ、感染症拡大防

止対策を取り入れた催行を行うこと。また、感染症拡大状況により、業務内容の

変更または一部中止を指示する可能性がある。 
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別紙 モニュメント設置場所一覧 
 設置場所名称 住所 

１ ワンダーファーム 〒979-0215 いわき市四倉町中島広町 1 

２ いわき・ら・ら・ミュウ 〒971-8101 いわき市小名浜辰巳町 43-1 

３ 道の駅よつくら港 〒979-0201 いわき市四倉町五丁目 218-1 

４ 道の駅そうま 〒979-2522 相馬市日下石字金谷 74-1 

５ セデッテかしま 〒979-2451 南相馬市鹿島区浮田字椴木沢 212-1 

６ 道の駅南相馬 〒975-0033 南相馬市原町区高見町 2-30-1 

７ 小高交流センター 〒979-2195 南相馬市小高区本町二丁目 28 

８ とんやの郷 〒960-1501 伊達郡川俣町日向 40-1 

９ 広野町二ツ沼総合公園 
〒979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字大谷地原

65-3 

10 
ナショナルトレーニング

センターＪヴィレッジ 
〒979-0513 双葉郡楢葉町山田岡美シ森 8 

11 
福島発電株式会社浜通り

事務所 
〒979-1141 双葉郡富岡町上手岡字下千里 332 

12 東京電力廃炉資料館 〒979-1111 双葉郡富岡町大字小浜字中央 378 

13 Cafe
カ フ ェ

 Amazon
アメィゾン

 〒979-1201 双葉郡川内村上川内町分 102 

14 複合商業施設 YO-TASHI 〒979-1292 双葉郡川内村大字上川内字早渡 11-24 

15 福島いこいの村なみえ 〒979-1525 双葉郡浪江町大字高瀬丈六 10 

16 
葛尾村復興交流館 

「あぜりあ」 
〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字落合 20-1 

17 あすびと福島 〒963-3601 南相馬市原町区泉字前向 15 

18 あぶくま鍾乳洞 〒975-0023 田村市滝根町菅谷字東釜山 

19 飯館村役場待合室 〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-1 

20 
スマートコミュニティ 

エネルギーセンター 
〒979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田 30 

21 

（公財） 

福島イノベーション・ 

コースト構想推進機構 

福島オフィス 

〒960-8043 福島市中町 1-19 中町ビル 6階 

22 
福島ロボットテスト 

フィールド 

〒975-0036 南相馬市原町区萓浜字新赤沼 83 

南相馬市復興工業団地内 

23 道の駅なみえ 〒979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺 60 

24 
東日本大震災・ 

原子力災害伝承館 
〒979-1401 双葉郡双葉町大字中野字高田 39 

25 道の駅ならは 〒979-0513 双葉郡楢葉町山田岡大堤入 22-1 

 


