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隠岐観光協会英語サイト構築業務企画提案公募実施要領 
 

令和３年１月 26 日 

 

１．業務の目的 

現在の隠岐観光協会英語サイトを、まだ隠岐を知らない外国人がアクセスしやすく情報を得やすい

サイトにリニューアルを行う。CMSを活用し、掲載情報更新を関係者が手軽に行える機能を入れ、

観光サイトの情報充実と情報更新の頻度UPを目的とする。 

ついては、当該業務を委託すべき事業者を選定するため、企画提案を募集する。 

 

２．業務の概要 

(１)業務名称 隠岐観光協会英語サイト構築業務 

(２)委託期間 契約締結日から令和３年３月３１日まで 

(３)業務内容 別紙仕様書のとおり 

(４)委託料上限 

２，３００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額には、企画提案書に基づく委託業務の全てが含まれるとともに、隠

岐観光協会との打合せに要する費用を含む。 

 なお、協賛等を活用した事業規模の拡大も認める。 

 

３．応募資格 

（１）複数の法人による連合体（以下、「コンソーシアム」という。）若しくは単独の法人であること。 

（２）コンソーシアムの構成員若しくは単独の法人は次の各号を満たすこと。 

 ア 委託業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 

 イ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力若しくは暴力団の統制の下にある団体でない

こと。 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

エ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の各号に該当すると認められる事実があった後２年を 

経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし 

て使用する者でないこと。 

オ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

カ 最近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

キ 県内法人にあっては、県税の滞納がないこと。 

ク 県内法人でない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近１事業年度の都道

府県税の滞納がないこと。 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 2 号に規定する暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

コ 複数のコンソーシアム構成員になって参加、又はコンソーシアム構成員と単独の法人として重複

参加していないこと。 

サ 委託業務終了までの間、隠岐観光協会及び各関係機関等との連絡調整が随時行えること。 

シ 過去３年以内に１件以上の英語サイト制作の類似事例を有すること。 

 

４．募集に関するスケジュール等 

事業の委託にあたり、企画提案参加者から事前に企画提案参加表明書を提出いただき、企画提案書

の提出を要請する。 
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(１)募集期間 

令和３年１月２６日(火)～２月１２日(金)午後５時 

※企画提案公募実施要領は、隠岐観光協会のホームページで閲覧、ダウン

ロードできるほか、下記の提出先及び問い合わせ先で配付する。 

(２)事前説明会 開催しない 

(３)企画提案の参加

表明書の提出 

企画提案に参加する者は、企画提案参加表明書（様式１）を令和３年 

２月１日(月)午後５時までに持参または郵送または e-mail により 

提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとし、郵送の場合

は、郵便書留など追跡可能な方法に限る。 

(４)質疑の受付期間 

質疑がある場合は、必ず企画提案質問書（様式２）により令和３年１月２

８日(木)午後５時までに持参または e-mail により提出すること。 

なお、応募書類の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問に

ついては、公平性の確保及び公平な審査を行うため受け付けない。 

(５)質疑の回答方法 

回答は、企画提案の参加資格を有する者に対して、各参加者の質疑をとり

まとめ、全て同じものを回答する。 

回答は企画提案参加表明書に記載された連絡担当者に対して、e-mail によ

り送信するため、e-mail アドレスを必ず記載すること。 

なお、e-mail アドレスの誤記載及び受信したものの内部伝達の不備等によ

り生じた不利益については関知しないので注意すること。 

(６)質疑への 

回答予定日 
令和３年１月２９日(金) 

(７)企画提案書の 

提出期限 

企画提案に参加する者は、企画提案書（様式３）を令和３年２月１２日(金)

午後５時までに持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとし、郵送の場合

は、郵便書留など追跡可能な方法に限る。 

(８)審査予定日 

令和３年２月１５日の週に審査会を開催し、審査する。 

※企画提案者は、審査会に参加し、プレゼンテーションを実施すること。

審査会の日時や会場等の詳細は、参加資格を有する者に別途連絡する。 

※新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては、予防的観点から、審査

会を延期またはオンライン（web 会議システム等）での実施、あるいは

中止（企画提案書による書類審査のみ）とする場合がある。 

(９)企画提案者プレ

ゼンテーション

の方法 

提案者ごとに、30 分以内で企画提案者による説明を行った後、審査委員か

らの質問時間 15 分を設定する。 

※審査会を中止（企画提案書による書類審査のみ）とする場合は、審査委

員からの質問を書面（e-mail 等）により実施する。 

(９)委託予定事業者 

の決定 
令和３年２月２２日(月)予定 

 

５．企画提案書の作成、提出方法等 

(１)作成方法 

○企画提案書（様式３）により作成する。 

○用紙の大きさはＡ４判縦、横書き、左綴じを原則とする。 

図表・デザイン案等は必要に応じＡ３判の折り込みも可とする。 

※なお、企画提案における審査のためのデザイン案であり、作成過程におい

て、提案のあったデザイン案を基に、隠岐観光協会と協議の上、内容を確

定していくものとする。 
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(２)提出方法 

○計６部提出すること。 

○令和３年２月１２日(金)午後５時までに持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は郵

便書留など追跡可能な方法に限る。 

※持参の際などにおいて、提案者からの説明等は行わないこと。 

(３)その他の書類 

○見積書（任意様式）を１部提出すること。また、見積書の写しを企画提案

書にそれぞれ綴り込むこと。 

※見積書は、提案する企画内容等の実施に係る一切の経費を見込むこと。 

※可能な限り明細を作成し、それぞれの積算方法を示すこと。 

(４)企画提案等に

係る留意事項 

○企画提案参加表明書又は企画提案書が次のいずれかに該当する場合には、

無効となることがある。 

ア 参加する資格のない者が提案したとき。 

イ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

ウ 指定された作成様式及び記載上の留意事項に適合しないもの。 

エ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

カ 提案に関する不正行為があったとき。 

キ その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求めら

れる義務を履行しなかったとき。 

○企画提案に係る経費は支給しない。 

○提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

○事業の効果、効率性の観点から、採用した企画の内容の一部を変更するこ

とがある。 

○提出された書類一式については返却しない。 

 

６．審査方法等 

(１)審査方法 

〇隠岐観光協会事務局内に関係機関等で構成された審査委員会を設置し、次

項の項目に基づき審査を行い、業務の内容に最も適する企画提案を提出し

た者を本業務の委託契約候補者として選定する。 

〇審査の結果、適当と判断される企画提案がない場合は、委託契約候補者を

選定しないことがある。  

(２)審査項目 

ア 適合性：提案された内容は別紙仕様書に沿った提案となっているか。 

イ 訴求性：提案されたデザイン案は、外国人観光客の興味を引くような魅

力があるものとなっているか。 

ウ 的確性：提案された内容は、外国人観光客に内容をわかりやすく伝える

ものとなっているか。 

エ 専門性：業務の実施に資するデザイン技術を有しているか。 

オ 独自性：独自の工夫がみられるか。 

カ 妥当性：適正な見積額となっているか。委託料上限額の範囲内で最大の

効果を得られる業務内容となっているか。 

キ 実行性：業務を円滑に処理できる実施体制を有しているか。 

(３)応募者への 

採否通知 
令和３年２月２２日(月)予定 

 

７．契約 

(１)契約方法 
受託予定事業者と委託内容について協議のうえ、委託料上限額の範囲内で委

託契約を締結する。契約締結に当たっては契約書を作成する。 
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(２契約金額 

採択決定後、委託契約候補者から改めて見積書を徴収し、委託料上限額の範

囲内において決定する。 

また、実績額が委託料を下回った場合は、その実績額をもって変更契約を締

結するものとする。 

(３)委託料の支払 

原則として精算払いとする。 

ただし、委託予定事業者と協議の上、契約額の一部を概算払することができ

る。 

(４)一括下請け及 

び再委託の禁止 

業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできない。 

(５)著作権等 

〇本業務による製作物及び画像、デザインデータ等における一切の著作権

は、隠岐観光協会が保有するものとし、受託者の二次使用等は認めない。 

〇本業務における制作物や受託者による撮影写真等は、隠岐観光協会及び隠

岐観光協会が指定する者が運営するウェブサイト及び紙媒体等において

二次使用が可能とする。 

〇その他については、委託契約候補者との協議事項とする。 

(６)個人情報の 

保護 

本業務の処理にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５８号）を遵守すること。 

 

８．その他 

（１）企画提案者は複数の提案書の提出はできないものとする。 

（２）書類提出後に辞退する場合は、書面で下記の「提出先及び問い合わせ先」まで申し出ること。 

（３）企画提案者は、企画提案書の提出を以って「隠岐観光協会英語サイト構築業務」企画提案公募

実施要領及び仕様書の記載内容に同意したものとする。 

（４）隠岐観光協会は、委託実施に関し必要があるときは関係書類及び資料を求め、又は監査を行う。 

（５）手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 

（６）企画提案に係る一切の費用については、応募者の負担とする。 

 

 

＜提出先及び問い合わせ先＞ 

隠岐観光協会 

担当：角橋・藤田 

  〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24（隠岐合同庁舎別館 1 階） 

  TEL：０８５１２－２－１５７７  FAX：０８５１２－２－１４０６ 

  e-mail：okikan@e-oki.net 

 

mailto:okikan@e-oki.net
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 隠岐観光協会英語サイト構築業務仕様書 
 

１．業務名 

隠岐観光協会英語サイト構築業務 

 

２．業務の目的 

現在の隠岐観光協会英語サイトを、まだ隠岐を知らない外国人がアクセスしやすく情報を得やすい

サイトにリニューアルを行う。CMSを活用し、掲載情報更新を関係者が手軽に行える機能を入れ、

観光サイトの情報充実と情報更新の頻度UPを目的とする。 

 

３．業務内容 

本サイトの構築については、効果的な利用や次年度以降の運用および活用方法などを含め、以下の

項目以外にも様々な企画提案を行い、業務期間中に新たな英語サイトを立ち上げること。なお、来

年度以降、他社であってもモデルコース、新着情報など追加の実装が可能であることを前提とし、

パソコンに詳しくない職員も操作できる画面設計・機能とすること。 

（１）隠岐観光協会英語サイト 

隠岐島の観光に係る情報を紹介する英語サイトを立ち上げること。 

  また必要に応じて外部のAPIサービスと連携を行い、情報の充実を図るものとする。 

  ※下記機能の他にも、観光情報を発信する上で提案がある場合は、隠岐観光協会と協議の上、適宜

実装するものとする。 

  ※表示、掲載内容の英文については、隠岐観光協会が英語原稿を準備する。 

  ①ページの構成 

   ・トップ画像…４島の写真スライドショーまたは動画 

   ・隠岐ついて…隠岐諸島の紹介、各島の紹介 

   ・観光情報など…観光スポット(各島のスポット)、グルメ(特産品、各島の飲食店・お土産店)、体

験(各島の体験)、イベント(各島の祭り・イベント)、記事集 

   ・宿情報…各島の宿泊施設 

   ・デジタルパンフレット…html形式のデジタルパンフレット掲載 

   ・予約フォーム…予約・問い合わせフォーム 

   ・連絡先…各島観光協会の連絡先 

②サイトデザイン 

英語サイトを訪れたユーザーが観光に魅力を感じるようなサイトデザインを隠岐観光協会と協

議の上作成すること。 

③各種紹介 

各観光スポット、宿、飲食店、体験、イベント等をサイト上で検索・閲覧できる機能を設ける。

検索はページ左端に設け、エリア・カテゴリ・キーワード等で絞り込みが出来るものとする。 

施設詳細ページではGoogleMap等を利用し、地図情報も掲載するものとする。 

各観光スポット、宿、飲食店、体験、イベントはそれぞれ専用の管理画面（CMS）より、観光 

協会職員が登録・更新できる機能とすること。 

※CMSで更新する情報の項目等に関しては日本語サイト【隠岐の島旅】(https://e-oki.net/)の 

各コンテンツを参照 

  ④専用管理画面（CMS）に関して 

  管理機能仕様に関しては、隠岐観光協会と協議の上決定するものとする。 

サイト上の各種コンテンツを管理画面で運用するためのマニュアルを作成し、納品すること。ま

た職員向けにサイトシステムの操作説明会を実施すること。 

（２）Webサーバの保守管理 

  Webシステム運用にあたり以下の要件を満たすこと。 

 ①システム利用環境の構築 

   サービス提供に向け、データセンター内にサーバ等のリソースを確保し、環境設定を行うこと。

また、バックアップ環境・テスト環境も含めて準備すること。さらに、サービス利用において、

必要とするソフトウエア（ライセンスを含む）があれば、調達すること。 

  ②サーバ内の権限管理 

   Webサーバシステム内で取り扱う各情報について、情報へのアクセス権を持たない者がアクセス
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できないよう必要な措置を講じること。 

  ③受託事業者は運用・保守作業にて必要となる各種情報の提供、必要な運用・保守作業を行うこと。 

  ④Webシステムデータのバックアップと保存 

   受託事業者は、Webシステム内のデータバックアップと保存を行い、万一データが消去された場

合早急に復旧が可能な体制を整えること。 

（３）セキュリティー 

  Webサーバ運用にあたり、以下のセキュリティー対策を実施すること。また、その他情報保護に必

要と思われる作業に関しては適宜実施すること。 

① 情報の機密性、完全性及び可用性を維持すること。 

②不正アクセスに対し、情報漏洩、改ざんを防ぐ措置を施すこと。 

③ソフトウェアが常に最新の定義ファイルに更新されるなど十分なウイルス対策を施すこと。 

④機器の特性や利用頻度に応じて、定期的または随時に機器の点検を行うことにより、機器故障に

おけるシステム障害を予防すること。 

⑤稼働環境(サーバ、ネットワーク等)として十分な信頼性および可用性を持ち、何らかの原因でハ

ードウェア等に障害が発生した場合でも、原則１営業日以内での復旧すること。 

（４）Webシステム制作及び運営管理に係る要件 

  本サイトの制作・運用に必要となるサーバ等ハードウェア、ネットワーク及びデータベース等ソフ

トウェア等についてはすべて受託者において準備すること。 

①将来の投稿情報の増加を考慮して、十分な拡張能力を有すること。 

②JIS X 8341-3:2016：『高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及

びサービス－第3部：ウェブコンテンツ』の達成等級A以上とする。 

③ユーザビリティ・アクセシビリティを考慮したサイト制作を行うこと。 

④対応ブラウザ  Internet Explorer 11以上、Google Chrome 最新版、Firefox最新版、Safari最新版で

閲覧した場合、レイアウトやデザインの崩れがないこと。 

⑤マルチデバイス対応 ＰＣ、タブレット、スマートフォンなどマルチデバイスを前提に構築する

こと。 

⑥隠岐観光協会の監督の下、管理・運営するとともに、独自の追加提案もあれば、積極的に行うこ

と。 

 

４．業務期間 

  契約締結日～令和３年３月３１日 

 

５．経費の見積 

（１）ホームページ作成に係る一連の経費について、見積設計の項目ごとに分かりやすく明記すること。 

（２）稼働後の保守委託経費（運用管理経費/年額）について、項目ごとに分かりやすく提示すること。  

 

６．留意事項 

（１）一般的事項 

①受託者は、業務の遂行について随時報告を行うこと。 

②業務を遂行する上で必要な資料等は、取材等により受託者において入手するほか、必要に応じて

随時貸与する。なお、貸与した資料等の複製、複写の可否、返却等については、発注者の指示に

従うこと。 

③受託者は、業務期間はもとより期間終了後も、当該業務で知り得た機密、個人情報等の取り扱い

について厳守すること。 

（２）その他事項 

①成果物は、隠岐観光協会が自由に二次使用（加工、ホームページへの掲載等）できるものとする。 

②受託者は本事業に係るすべての書類、またその内容について、隠岐観光協会の許可なく譲渡、公

開をしてはならない。 

③本業務仕様書に定めのない事項については、隠岐観光協会と協議するものとする。 

 


