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仕様書 

 

１．業務名 

   23大野城心のふるさと館春季特別展広報・関連イベント運営業務 

   （以下「本業務」という。） 

 

２．履行期間 

   契約日の翌日から令和５年７月 17日まで 

 

３．業務の目的 

大野城心のふるさと館では、「歴史・こども・にぎわい」をテーマに、市民をはじめ

とする多くの人に、貴重な資料を体感できる機会となる特別展を定期的に開催している。 

令和５年度春季特別展「白木原ベースサイドストーリー －街のなかのアメリカ文化、

そして POP吉村伝説の誕生－（仮称）」について、多くの人の関心を高めるために、テ

ーマや展示内容に合った魅力的な広報物を作成して広く周知するとともに、興味を持つ

きっかけとなったり、知識を深めたりする機会となる関連イベントを実施し、特別展を

盛り上げ、観覧者の増加と満足度の向上を図ることを目的とする。 

 

４．令和４年度春季特別展概要 

  ○名称 

    「白木原ベースサイドストーリー  

―街のなかのアメリカ文化、そして POP吉村伝説の誕生―（仮称）」 

  ○会期 

    令和５年４月 25日（火）～６月 18日（日） 

    （実日数 55日間。うち開館日数 48日間。） 

  ○概要 

    戦後、大野城市や春日市にまたがって設置されたアメリカ軍の板付基地春日原住宅

地区（白木原ベース）、白木原ベース通り商店街、アメリカンハウスなど当時のアメ

リカ市民文化の思い出の品を展示する。また、アメリカ文化との出会いと交流から、

二輪耐久レースで世界に名をはせたＰＯＰ吉村氏の独自の技や彼が手がけた貴重な

車両なども紹介する。 

  ○展示作品（案） 

   ・米軍ハウス資料 

   ・1983 GSX1000 ヨシムラモリワキ 

   ・集合管マフラー 

   ・ヨシムラ ホンダ CB77（レーサー） ほか 
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５．業務の内容 

 （１）印刷物作成・印刷業務 

   ○業務内容 

    ・ポスター・チラシ・図録冊子の統一的なデザインの企画、作成 

    ・原稿作成、校正、印刷製本 

    ※１．ポスター・チラシ・図録冊子の作成に必要な写真、解説文、論考等は原則 

発注者が作成、提供する。ただし、企画実現のために必要な新規写真撮影、作 

図等は受託者で行うこと。 

    ※２．各種製作や手配等を行う際は、事前に発注者の承諾を得ること。 

   ○仕様等 

仕様 納品数 校了 納期 

ポスター 

（B２、厚コート 135kg相

当） 

1,000枚 

２月下旬 ３月 15日 

上記のうち、300枚は受託

者にて各所へ配布 

チラシ 

（Ａ４、コート 110kg 相

当） 

80,000枚 

上記のうち、20,000 枚は

受託者にて各所へ配布 

無料招待券（ 180mm×

70mm、コート 110kg 相

当、カラー、切り取り線入） 

1000枚 

契約締結後、受託

者より校了時期

を示すこと 

３月 15日 

図録冊子 

（Ａ４版、カラー80p、無

線綴じ） 

1000冊 

契約締結後、受託

者より校了時期

を示すこと 

４月 15日 

 

  ※１．発注者に納品するポスター700枚のうち 600枚は、四つ折りにして納品する 

こと。 

        ※２．発注者に納品するチラシ 60,000 枚は、20枚毎に間紙を入れたものを 10,000 

枚、30枚毎に間紙を入れたものを 10,000枚（端数 10枚については、同封せ 

ず、別途納品すること）その他 40,000 枚として納品すること。 

    ※３．数量・仕様等は変更の可能性有り。詳細は打ち合わせの上で決定。 

 

 

 

 

 

 

 

【提案内容】 

  過去に製作したポスター・チラシ等の実績。 

 ※過去の展覧会等のポスター・チラシのデザインを３つ以上提示すること。 

  また、デザインのコンセプトの説明についても提案書に明示すること。 
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 （２）関連グッズ製作業務 

   ○業務内容 

    ・特別展の趣旨に合った販売用の関連グッズを企画、デザイン、作成又は仕入れを 

行い納品すること。 

    ※１．作成に必要な写真、解説文等は原則発注者が提供する。 

    ※２．各種製作や手配等を行う際は、事前に発注者の承諾を得ること。 

    ※３．関連グッズの売上は、発注者の収入とする。 

    ※４．数量・仕様等は変更の可能性有り。詳細は打ち合わせの上で決定。 

   ○仕様書 

グッズ種類 

（参考例） 

・測量野帳（コクヨ、KO-Y3）：販売価格 360円 

・マスキングテープ（mt、15mm×10m、１巻ずつ包装）： 

販売価格 160円 

・クリアファイル：販売価格 260円 

作成数 1,000個 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関連イベント運営業務 

  ①講演会運営業務 

   ○業務内容 

    ・準備業務 

    ・現場運営 

    ・講師の交通、宿泊（滞在中の食事含む）の手配と支払い 

    ※１．新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンラインでの講演会開催と  

する。なお、機器の手配や撮影配信等、オンライン講演会開催に係る業務は受 

託者において対応すること。 

    ※２．各種製作や手配等を行う際は、事前に発注者の承諾を得ること。 

    ※３．講師謝金は不要。 

※４．大野城市内のホテルを宿泊地とし、交通宿泊費は実費（自宅から当館までが 

対象。当館から宿泊先までの交通費を含む。）とする。 

   ○講演会概要 

    ・開催日時：未定 

    ・会場：当館Ｍ２階講座学習室（または１Ｆ ジョーホール） 

【提案内容】 

  特別展の趣旨に合ったグッズの企画とコンセプト。 

 ※特別展の概要を基に、作成又は仕入れ可能な関連グッズ等を１案以上

提案書に明示すること。 

  また、そのコンセプトの説明についても提案書に明示すること。 
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    ・講師（予定）：ヨシムラジャパンから１名（神奈川県在住）、モリワキエンジニア 

リングから２名（三重県在住）※１泊２日想定 

    ・主な対象者：大人 

    ・参加者数：30人～100人 

          （新型コロナウイルス感染症の状況により、参加者が増又は減となる 

場合有） 

    ・参加費：無料（特別展観覧が条件） 

  ②体験教室 

   ○業務内容 

    ・関連体験教室の企画、作成物の準備、及び参加者用材料の手配 

    ・運営マニュアルの作成（概要、募集要項、手順等） 

    ・現場運営 

    ※１．体験教室実施に際しての人的対応や講師派遣（旅費・謝礼支払い含む）につ 

いては、原則受託者で行う。館スタッフの対応が必要な場合は、人数・時間数 

等も含め、提案の中で示すこと。 

また、受託者において各講師と連絡を取る場合、特に重要な内容は事前に 

発注者に報告を行うこと。 

    ※２．新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンラインでの体験教室実施 

とする。なお、機器の手配や撮影配信等、オンライン体験教室開催に係る業務 

は受託者において対応すること。 

   ○概要 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 未定（期間中の土日又は日曜日２回程度） 

会場 当館Ｍ２階講座学習室 

内容 特別展に関連し、特別展会場への誘客促進につながるような館内実

施体験教室。 

講師 提案すること 

主な対象者 小学生から大人まで 

参加者数 各回 30～100人 

（新型コロナウイルス感染症の状況により、参加者が増又は減とな

る場合有） 

参加費 有料（200円～500円程度）※参加費は発注者の収入とする。 

【提案内容】 

  関連体験教室の企画内容詳細・運営方法（人的対応含む） 

  ※幅広いターゲット層を対象とした関連体験教室案を２案以上提案する 

こと。 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を念頭に置くこと。 
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  ③特別展集客促進イベント 

   ○業務内容 

    ・特別展の内容と関連があり、かつ特別展会場への誘客促進につながるイベントの 

企画、アイテムの製作 

        ・コーナーの設置 

    ・運営マニュアルの作成（概要、業務分担等） 

    ・（必要に応じ）現場運営、講師手配 

    ※イベント実施に際しての人的対応については、受託者側で行うのか、館スタッフ 

での対応が必要なのか、対応が必要な人数・時間等も含め、提案の中で示すこと。 

   ○概要 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）ＰＲ・広報業務 

   ○業務内容 

   ・各種広告やテレビ、ラジオ、ＳＮＳ等を活用した効果的なＰＲ・広報戦略の作成 

   ・広報媒体交渉 

   ・各種広告、ＣＭ、折り込み、ＳＮＳ 

開催日時 会期中毎日 

会場 当館内 

内容 特別展を主目的に来館する方以外も含めた全ての来館者を対象に、

特別展の内容と関連があり、かつ特別展会場への誘客促進につなが

る館内実施イベントを開催する。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライン

イベントの開催も可とする。なお、機器の手配や撮影配信等、オン

ラインイベントの開催に係る業務は受託者において対応すること。 

主な対象者 幼児から大人まで 

参加者数 期間中 4,000名程度 

（新型コロナウイルス感染症の状況により参加者増又は減となる

場合有） 

参加費 原則無料とするが、実施イベントの内容によって、参加費の徴収が

必要な有料コンテンツを組み合わせることも可とする。 

※参加費は発注者の収入とする。 

【提案内容】 

  イベントの企画内容詳細・運営方法（人的対応含む） 

  ※特別展のターゲット層を問わず、幅広く来館促進、特別展への誘客促進 

につながるイベント案を１案以上提案すること。 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を念頭に置くこと。 
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 ○概要 

実施期間 ３月下旬～会期末まで 

内容 ＰＲ・広報戦略は、以下の広報媒体を必ず取り入れて作成する

こと。 

・ＳＮＳ広告・ＷＥＢ広告・Ｙｏｕｔｕｂｅ広告より２媒体以

上 

・テレビ又は新聞より１媒体以上 

※必要に応じて上記に記載がない広報媒体についても採用し、

効果的なＰＲ・広報戦略を作成すること。 

主な対象者 大人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．業務計画書 

   受託者は、業務計画書を契約締結後 10日以内に発注者へ提出すること。業務計画書 

には、次の内容を記載すること。 

（１）業務工程表 

（２）業務実施体制 

（３）管理者及び実務者の氏名、所属・役職、保有資格 

 

７．業務の体制 

   受託者は、配置予定管理者調書、業務計画書により提案された業務実施体制により業 

務を履行すること。配置予定管理者調書に記載された配置予定管理者は、原則として変 

更できない。ただし、死亡、退職、病気休暇等極めて特別な理由があると認められ、か 

つ、発注者が変更後の管理者の業務実績等が配置予定管理者調書に記載された配置予定 

管理者と同等以上であると認められた場合はこの限りではない。 

   なお、受託業務の一部を第三者へ委任し、又は請け負わせる場合は、本業務の契約に

際し、発注者が指定する必要書類を提出の上、あらかじめ発注者の承諾を得なければな

らない。 

 

 

 

【提案内容】 

 ・広報戦略の概要 

 ・マスコミへの取材依頼・活用方法 

 ・各媒体での広報の具体的内容、その他実現可能なＰＲ・広報の戦略・手段

（各広報の具体的なスケジュール提示を含む） 

 ・ポスター及びチラシの効果的な配布方法、送付先、提示先 
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８．成果品 

   以下を基本とし、詳細については発注者と協議の上決定する。 

  （１）実施報告書 Ａ４版 １部 

  （２）その他、発注者との協議において必要と認められる資料 １式 

 

９．法令の遵守等 

  （１）大野城市財務規則（昭和 53年規則第３号）他関連法規を遵守すること。 

  （２）大野城市個人情報保護条例（平成 17年条例第 35号）他関連法規に基づき、本 

業務に関連し知り得た情報（公知の事実等を除く。）は、本業務の目的以外に使 

用し、又は第三者に開示し漏えいしてはならない。 

  （３）著作権法に基づき、使用するイラスト、文字・文体、構図などは未発表のもので 

あり、第三者が有する著作権を侵害してはならない。 

 

10．支払条件 

  （１）受託者は、業務完了後、発注者の行う検査に合格したときは、代金の支払いを請 

求することができる。 

  （２）発注者は、適正な請求を受けた日から 30日以内に代金を支払うものとする。 

 

11．協議 

  （１）本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、解決すること。    

（２）受託者は、業務の実施において定期的に発注者と打合せを行い、十分に協議して 

目的を達成すること。また、受託者は発注者との行儀の都度、協議録を作成し速 

やかに発注者へ提出すること。 

    （３）業務内容及び業務の遂行上知り得た事項は、発注者が情報解禁する以前に公開し 

てはならない。 

  （４）業務の全部を一括して、又は、業務の主たる部分を第三者に委任、若しくは請け 

負わせることはできない。なお「主たる部分」とは、本業務における総合的な企画 

及び判断並びに業務遂行管理部分等をいう。 

  （５）「５．業務の内容」にかかる経費は全て受託者の負担とする。 

  （６）本仕様書に記載されていない業務で別途必要と思われるものについては、発注者 

と協議を行うものとする。 

   

【提案内容】 

 本業務の実施体制 

 ※本業務の実施体制を明記すること。また、一部の業務を他者へ委託する予 

定があれば、委託先を含めた実施体制を明記すること。 
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（７）履行期間中、新型コロナウイルス感染症等を起因とし、やむを得ず急遽事業中止 

の判断をした場合は、中止判断時点での出来高の相互確認及び以降の対応について、 

発注者と速やかに協議を行うものとする。 

  （８）本業務の履行において、業務内容に係る前提条件等に変更が生じた場合又は前号 

のうち発注者と受託者協議のうえ、契約金額の変更が必要な場合は変更契約の対象 

とする。 


