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（別紙） 

 

「ちば・いちご産地活性化事業」企画運営業務委託 仕様書（公募用） 

 

※本仕様書は、千葉県（以下「県」）が委託する「『ちば・いちご産地活性化事業』企

画運営業務」に関し、受託者を公募するために必要な基本的事項や情報を示したも

のであり、実際の業務委託契約に用いる仕様書は、企画提案書やプレゼンテーショ

ンでの質疑応答内容を踏まえた上で、改めて県が作成する。 

 

第１ 業務の趣旨、目的 

県では、いちごの新品種「チーバベリー」※１のデビューを契機とし、県産いちご

の認知度向上と本県への観光客のさらなる増加、地域活性化を図るため、地方創生

交付金事業の「ちば・いちご産地活性化事業」（平成２８～３０年度）を活用して

各種事業を展開し、初年度である平成２８年度は、「チーバベリー」の紹介を中心

に、メディアへの情報発信※２やパンフレットの作成配布、ＰＲイベントなどを実施

したところである。 

２年目となる平成２９年度は、前年度に引き続き「チーバベリー」をはじめとす

る県産いちごのさらなる認知度の向上と魅力発信を図るとともに、地域への経済効

果の波及と外国人観光客への対応を強化することとし、本事業では、そのうちの、

民間事業者の創意工夫や専門能力を必要とする業務を委託する。 

 

※１ 「チーバベリー」は愛称（登録商標）であり、種苗法上の品種名は「千葉

Ｓ４号」である。平成２９年１月から本格販売を開始した。 

※２ 愛称の発表（平成２８年９月１５日）から平成２９年４月末までの間に、

テレビ・新聞・雑誌等に１４０件掲載された。（県流通販売課調べ） 

 

第２ 業務の内容 

  以下について、具体的な内容を企画提案すること。会場の使用や、有名人を起用

する場合などは、先方の内諾を得ることとし、その状況を企画提案書に示しておく

こと。 

１ いちご観光推進事業 

 以下の（１）と（２）は連携し、相乗効果を高める内容とする。 

（１）「キックオフイベント チーバベリーパーティー（仮称）」の企画運営 

本県のいちごの販売シーズン開始に合わせて、スポットイベントを企画運営す

る。イベントは、新品種「チーバベリー」を前面に出すこととし、その専用ロゴ

マークのデザインであり県マスコットキャラクターの「チーバくん」を活用する。 

企画提案書では、以下を踏まえた内容で、開催概要を示すこと。 

ア 開催時期 １月中旬 

参加者が参加しやすい日時を設定する。 

イ 開催場所 千葉県都市地域又は首都圏都市部にある施設 
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・地域 千葉県の都市地域又は首都圏の都市部 

千葉県（千葉市、船橋市、市川市、柏市など）、東京都（２３区内）、 

神奈川県（横浜市、川崎市など） 

・施設 ホテル、飲食店、その他集客施設 など 

   ウ 参加者の規模 50～80 名程度 

    ①メディア 10 社以上（独自のメディア媒体や広報手段等がある場合は企画

提案書に記載する。なお、県でも報道発表を行う予定） 

    ②招待者  20～50 名程度（話題性や情報発信力がある人。委託事業者が選

定、招集） 

    ③関係者  20 名程度（県関係者、生産者団体など。企画提案の内容を踏ま

えて県が選定する） 

   エ 主な内容 

    以下を必須項目とし、これに企画提案要素を加え、魅力のある内容とする。 

① 主催者あいさつ（県） 

② 「チーバベリー」及び県産いちごの紹介（県） 

③ 生産者からのメッセージ（県が生産者を紹介） 

④ 「チーバベリー」及び県産いちごを用いた飲食物の提供（受託者） 

⑤ 「ちば いちごフェア」の紹介（受託者） 

⑥ 参加者アンケートの実施（受託者） 

オ 留意事項 

① 受託者が行う業務は、イベントの運営に必要な業務全て（一式）であり、

会場設営・撤去、演出、受付、司会進行、県及び関係者との調整（事前の

打ち合わせの実施、台本などの資料の作成・配付）、会場警備（安全確保）

などを含むものとする。 

② 参加者の費用負担（参加費の徴収）は、原則として行わない。ただし、  

イベントの企画内容として、参加費を徴収することが妥当である場合は、 

招待者から参加費を徴収することができる（メディア、関係者は徴収不

可）。徴収した参加費は、全て招待者に還元することとし、企画提案書に

金額、理由、妥当性（算出根拠）を記載すること。なお、委託料は、参加

費を除いた額とし、見積書にわかるように記載すること。 

③ 県が提供（貸与）する資材等は、以下のとおりとする。なお、いちご果

実の調達について、以下を超える分については、受託者が委託料の中で 

購入・調達することし、調達先は、県が紹介した生産者とすること。 

・県産いちご「チーバベリー」（生果）100 粒 

・県産いちご（チーバベリー以外・生果）200 粒 

・「チーバベリー」実物大レプリカ 12 粒（樹脂製） 

・「チーバベリー」の写真・パネル 

・県マスコットキャラクター「チーバくん」着ぐるみ 一式 

④ 会場の敷地内又は近接地に、県の利用分として以下を確保すること。 

 ・駐車場 ５台分（うち３台は１カ所にまとめて駐車し、会場から最も近
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い動線となる場所に設置） 

 ・控え室 ３室（５名程度×２室、20 名程度×１室） 

⑤ イベント終了後、参加者がＳＮＳ等で情報発信した場合は、内容をでき

る限り把握し、県に報告すること。 

 

（２）「ちば いちごフェア（仮称）」の企画運営 

県内のいちご園（いちご狩り園、直売所）と県産のいちごを使用したスイー

ツを提供する飲食店やホテル、菓子店等が連携し、県産のいちごの魅力発信と

双方の来客数の増加を図るフェアを企画運営する。 

ア 開催期間 平成３０年１～３月のうち集中期間２週間程度 

県内でいちご狩りが体験できる１月中旬～３月中旬のうち２週間程度の

集中期間を設定して展開する。 

イ 参加施設・店舗及びその募集方法 

【いちご狩り園・直売所】（目標：50 施設以上） 

県内にあるいちご狩り園又は直売所のうち、フェアの企画に賛同・協力

する施設。募集案内は県が実施するが、問い合わせ対応や参加施設の取り

まとめは受託者が実施すること。 

【飲食店等】（目標：10 店舗以上） 

県内又は首都圏のホテル・飲食店・菓子店等のうち、フェア期間中に県

産いちごを使用したスイーツを提供できる施設。募集から参加店舗の取り

まとめまで、受託者が実施すること。なお、県から情報提供のあった店舗

についても、参加の希望を確認すること。 

ウ 主な内容 

① いちご狩り園と飲食店等の連携企画 

いちご狩り園と飲食店等を回遊し、双方の来客数の増加が図れる取組

（例：クイズラリー、スタンプラリーなど） 

② 上記①に関連した来客者へのプレゼント 

プレゼントの内容は、千葉県らしさや魅力をＰＲするものであること。

なお、プレゼントにかかる費用は、合計で１０万円以上とすること。 

    ③ 開催の周知（広告など） 

県民及び首都圏の消費者に広く周知し、来客数の増加促進を図るととも

に、県産いちごの魅力を伝えるような情報発信を実施すること。なお、集

中期間における飲食店等のＰＲを強化すること。 

④ 資材の作成 

フェアに必要な資材として、以下に示すものを作成し、配付するともに、

印刷用電子データ（PDF）を県に納品すること。 

【ポスター】 

構成 フェアの関心を持ってもらえるようなデザイン 

サイズ・色数 Ａ２・カラー４色 

作成数 ４００部以上 
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【リーフレット】（パンフレットでも可） 

構成 フェア概要、参加施設・店舗の紹介（店名、住所、電

話番号、スイーツの内容等）、プレゼント企画の案内

を入れる。 

サイズ・色数 Ａ３サイズ・観音開き・カラー４色 

※企画運営上、必要かつ明確な理由がある場合は、 

上記にかかわらず提案可能。 

作成数 ２０，０００部以上 

【プレゼント応募はがき】 

構成 プレゼント応募欄及び来客者に対する簡単なアンケ

ートを入れる。アンケートの内容は、県が指定する。

切手は、応募者が貼付するものとする。 

作成数 ２２，０００部以上 

※ 上記リーフレットの一部に応募はがきをつける

ことも可とする。その場合、リーフレットの作成部

数は、２２，０００部以上とすること。 

エ 留意事項 

① 参加施設・店舗に過度の負担を求めないこと。 

② フェアの企画運営に必要な資材の作成等は、原則として受託者が負担す

ること。 

 

２ パンフレット（2018 版）の制作 

「チーバベリー」をはじめとする県産のいちごの魅力、販売先情報を伝えるこ

とを目的に、パンフレット（日本語版、英語版）を制作する。企画提案書におい

ては、仕上がりイメージを添付すること。 

（１）パンフレットのイメージ 

・県内の公共施設や県主催のイベント等において無料で配布するものである。 

・「チーバベリー」及び県内のいちごの紹介とともに、いちご狩り園及び直売所

（200 箇所程度）等の販売情報を紹介する。 

・言語は日本語版と英語版をそれぞれ制作する。日本語版の漢字の使用や文章

の難易度は、中学生が理解できる程度とする。 

（２）内容 

ア 制作物の規格 

① 印刷物（紙媒体） 

サイズ及びページ ＡＢ版又はＡ４サイズ、８ページ以上 

紙質 上質コート紙 ７０kg 以上又は同水準以上 

※企画提案として必要かつ明確な理由がある場合

は、上記にかかわらず提案可能。 

色数等 両面印刷・カラー４色 

数量 【日本語版】10,000 部以上 
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【英語版】2,000 部以上 

※いちごフェアのリーフレットの内容を入れ込む

場合は、日本語版を 20,000 部以上作成すること。 

梱包 100 部ごとにクラフト梱包し、段ボールに１～数包

入れる 

② 電子データ 

データの種類及び 

容量等 

【印刷用データ】（PDF ファイル） 

・全ページを一括したデータを作成する。 

【ＷＥＢ閲覧データ】(PDF ファイル) 

次の２パターンを作成する。なお、解像度は、文章

や図・写真が明瞭に判別可能な程度とする。 

① 全ページを一括で閲覧できるもの→20MB 以内 

② １ページ又は見開きページ単位に分割したもの 

→各１MB 未満 

納品形態 ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

イ 掲載内容  

     以下を必須項目とし、これに企画提案要素を加え、魅力のある内容とする。 

①「チーバベリー」及び本県で栽培される主ないちごの品種の紹介 

② いちご狩りの一般的なルール 

③ 県内いちご狩り園及び直売所のリスト 

「チーバベリー」の取扱の有無、住所、電話番号、受入時期、営業時

間、定休日、予約の要不要など。掲載施設は、平成２８年度に県が委託

制作したパンフレットの情報をベースとして最新版に加除修正をした

ものとする。基本リストは、県から受託者へ提供する。（提供形式：エ

クセルファイル） 

④ 県内を地域（エリア）ごとに分けたイラストマップ 

地図機能をもち、国道、県道、高速道路、有料道路、広域農道等の主

要道路及び鉄道情報を含む）を掲載し、かつ、各地域間の繋がりが判る

もの。 ※地域（エリア）の分け方は、企画提案による。 

ウ 納品 

① 納品先  千葉県農林水産部流通販売課 

（千葉市中央区市場町１－１県庁本庁舎１７階） 

② 納品日  平成２９年１２月２０日（水）午後５時まで 

エ 留意事項 

① 情報の収集は、原則として受託者の取材による。 

② 写真については、県が所有しているもののほか、受託者が収集したもの

を使用する。なお、県に写真の提供を求める場合は、あらかじめ県担当

者に内容及び提供の可否を確認した上で、必要な手続きを行う。 

③ 読者に趣旨が十分に伝わるよう、デザインや内容を工夫すること。 
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④ 指定した仕様（規格及び内容）から大幅に規格向上を図る場合（例：ペ

ージ数の増加、発行部数の増加、デジタルブックの納品など）について

は、下記４の独自提案の追加要素（審査における加点対象）として取り

扱うものとする。 

⑤ 英語版を制作する際の翻訳業務は、過去に国、地方自治体、公益団体等

からの受託実績が豊富な者が行うこととし、企画提案書にその実績を記

載すること。 

⑥ 校正刷りを事前に県に提出し、県からの修正指示に従うこと。判下校正

は３回以上、色校正は１回以上とし、その都度、県担当職員の確認を受

けるものとする。 

⑦ リストの掲載にあたっては、受託者が内容の確認を徹底することとし、

誤記載が起こらないよう、配慮すること。 

 

３ インバウンド対策の実施 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、外国人観光客が増

加している中、県内のいちご狩り園においては、受入実績や体制が整っている例

はまだ少なく、早急な対応が求められている。そこで、県内のいちご狩り園での

外国人観光客の受入体制を強化することを目的に、受入時の課題を整理するとと

もに、いちご狩り園で活用できる外国人観光客向けの啓発資材を作成する。 

（１）多言語化調査（課題の整理と提案） 

いちご狩り園（先進事例）における外国人観光客の受入に関する調査を行い、

受入時の課題等を整理し、提案を行う。企画提案書には、各項目の具体的な方

法や内容を記載すること。 

ア 調査対象（３事例以上） 

外国人観光客の受入を積極的に実施しているいちご狩り園又は類似の施

設（観光農園や体験作業を伴う施設など）とする。県外を２施設以上含める

こと。 

イ 調査方法 

原則として現地での聞き取り調査を実施すること。なお、受託者が過去に

独自で取材等を行い、報告に必要なデータが揃っている場合は、現地調査を

省略することができる。いずれの場合も、本事業での調査として利用するこ

とについて相手方に了解を得ること。 

ウ 調査内容 

・外国人の受入状況（属性・時期など）及び課題 

・施設内における外国語での案内表示の有無及びその内容 

・外国語での情報発信の有無及びその手段・内容 

・その他、下記（２）を制作する上で必要な情報 等 

エ 現状分析及び具体的方策の提示 

調査結果をもとに、いちご狩り園で外国人受入の際に取り組むべき具体的

な内容を提案する。 
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オ 調査報告書の作成（印刷物１部、電子データ一式） 

上記ウ及びエの結果をまとめ、いちご狩り園における外国人観光客の受入

体制の強化に資する報告書を作成する。なお、本報告書は、下記５の報告書

とは別に作成するものであり、いちご狩り園の経営者（生産者）や関係機関

に広く提示することを想定しているものであることから、調査先の個人情報

や非公開とすべき事項が掲載されないよう十分に注意すること。 

（２）啓発資材の作成 

上記（１）の調査内容を踏まえ、いちご狩り園に来園する（した）外国人観

光客に対し、一般的ないちご狩りの方法及び注意事項などを説明するポスター

等の啓発資材を作成する。 

ア 内容 

いちご狩りの方法（いちごの摘み取り方や禁止事項など）を外国人にもわ

かりやすくまとめたインフォグラフィックを作成する。言語は英語とし、日

本語を併記する。作成物の使用場所は、主にいちご狩り園の受付や入口など

での掲示を想定している。 

イ 作成物の規格（基本仕様） 

  受託者がこれまで取り組んできた事業（業績）において、別の規格で作成

する方がより効果的であると考えられる場合は、提案可能とする。その場合

は、企画提案書に理由（根拠）や実績内容を具体的示すこと。 

内容 ポスター 

サイズ Ｂ１サイズ 

紙質 上質コート紙 ７０kg 以上又は同水準以上 

色数 カラー４色 

作成数 ５００部 

印刷用電子データ（PDF ファイル）一式 

納品先 千葉県農林水産部流通販売課 

（千葉市中央区市場町１－１県庁本庁舎１７階） 

納品日  平成３０年１月３１日（水） 

その他 校正刷りを事前に県に提出し、県からの修正指示に従う

ものとする。判下校正は３回以上、色校正は１回以上と

し、その都度、県担当職員の確認を受けるものとする。 

 

４ イベント・制作物等を活用した効果的なＰＲ活動の実施（独自提案） 

（１）概要 

上記１～３と連動し、本事業の目的をより効果的に推進するＰＲ活動を行う。 

（２）内容 

具体的な内容は企画提案によるが、例としては、自社所有の宣伝媒体の利用

（雑誌やＷＥＢサイトへの掲載）や、公共交通機関や集客施設での掲示、テレ

ビ番組等での宣伝活動など、ＰＲ効果が明らかに期待できるものとする。 

なお、企画提案の際には、内容とともに、期待される効果や価値を客観的に
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評価できる情報（例：発行部数、読者・視聴者数、一般的な価格、類似事例で

の成果など）を具体的数値とともに示すこと。 

また、制作物の規格及び内容が大幅に向上する場合は、本項目の企画提案の

追加要素（審査での加点対象）として取り扱う。ただし、これのみで本項目の

企画提案とすることはできない。 

 

５ 報告書の作成 

実施後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書（様式任意）を１部

作成し、履行期限までに県に提出すること。なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物

見本の提出、動画等の場合は主要画像部分を印刷するか、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ

等の提出によって報告書に代えることができる。 

 

６ 履行期限 

平成３０年３月２３日（金）まで 

 

第３ 運営及び管理 

１ 業務の実施 

本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せ行うとともに、

その指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報

告を行うこと。また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県

が求める事項は最大限実現できるよう努めるものとする。 

２ 業務実施体制 

委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担

当者を配置する。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこ

ととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 

３ 事故及びクレーム等の対応 

委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報

告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過

については、速やかに県に報告すること。 

４ 経費 

県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用（広告費、作成費、

施工費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及びイベント保険料など）

は、委託料に含むものとする。 

 

第４ 著作権の譲渡等 

この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）本事業の受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、

第２６条の２（譲渡権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の３（貸与権）、

第２７条（翻訳権・翻案権等）及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原

著作者の権利）に規定する権利を千葉県に無償で譲渡するものとする。ただし、

制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別
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途協議すること。なお、千葉県は本業務により納品されたデータ等について、

ホームページ掲載及び増刷ができるものとする。 

（２）千葉県は、著作権法第２０条（同一性保持権）第２項、第３号又は第４号に

該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改

変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。ただ

し、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、

別途協議すること。 

（３）本事業の受託者は、千葉県の事前の同意を得なければ、著作権法第１８条（公

表権）及び第１９条（氏名表示権）を行使することができない。 

 

第５ 個人情報に関する取扱い 

本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、

別記「個人情報取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとする。 

 

第６ 納入物件に関する責任の所在 

本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 

 

第７ 法令遵守及び安全管理 

１ 関係法令の遵守 

本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 

２ 安全管理体制の整備 

安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めると共に、現場作業

における緊急時の連絡体制を整備すること。 

３ 作業者及び第三者の安全管理 

受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担が

かからないよう、健康面に改慮して活動すること。また、フェア来客者、イベン

ト参加者等の第三者についても危害を及ぼさないように万全の処置を講じ、第三

者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。 

 

第８ 秘密の保持 

本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。本業務の委託期間終

了後も同様とする。 

 

第９ その他事項 

１ 再委託について 

本事業の受託者は、業務の全部を第三者に再委託してはならない。業務の一部

を第三者に再委託する場合は、企画提案書において再委託先（事業者名及び代表

者名、所在地）を示した上で、契約時にも県の確認及び承諾を得ること。 

２ 仕様変更 

本事業の受託者は、やむをえない事情により、本仕様書の変更を必要とする場

合には、予め千葉県と協議の上、承認を得ること。 

３ 記載外事項 

本仕様書に記載されていない事項については、千葉県の指示に従うこと。 

４ その他 

本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、千葉県と協議すること。 


