
令和3年度 神戸公式観光サイトにおける観光情報の集約及びコンテンツ制作業務 

仕様書 

 

１．業務の目的 

神戸観光局（以下、当局）の運営する神戸公式観光サイト「FeelKOBE」において、神戸観光の訴求となるWEBコンテン

ツの整備と制作を行う。 

具体的には、神戸市内で行われる観光イベントなどリアルタイム性の高い情報、観光スポットなどの観光客にとってニ

ーズの高い情報を収集・整理し、当局の指定するCMSを用いて掲出するとともに、現在掲出している情報の鮮度を保

つための更新作業を行う。加えてコンテンツSEOの観点から、特にユーザーにとって興味関心の高いテーマに沿った記

事コンテンツを、収集した情報を活用しながら作成する。 

 

２．委託期間・委託料 

（１）委託期間：令和3年４月１日から令和4年３月３１日まで 

（２）委託料：  4,500,000円（消費税等込） 

（３）支払い： 4半期ごと（1,125,000円×4回）の支払いとし、受託者からの請求に基づいて行う。 

 

３．委託業務の概要 

 

（１） 観光情報の収集・整理・入力 

神戸市内の観光関連情報について，観光客に提供するため情報収集（内容、住所，電話番号，営業時間，URL

などの基本情報の収集）と更新作業を行う。 

 

① 神戸市内各地で開催されるイベント情報の収集 

FeelKOBE イベントページでは、市内で開催される観光客向けの公開イベントを取りまとめ発信をしている。受託事

業者は、開催されるイベントが神戸市外からの観光誘客に資するかどうかを検討の上、主催者やWEB、チラシなど

を通して、イベント情報を収集し、画像や素材の手配を行う。その後、当局の指定する CMS を利用し、通年で 400

件程度のイベント情報を日本語で入力すること。 

※受託事業者とは別に当局としても独自に情報を発信する場合がある。 

 

【対象ページ】 

FeelKOBE イベント一覧 https://www.feel-kobe.jp/event/ 

 

② 収集したイベント情報の英語翻訳 

収集したイベント情報のうち、特に海外からの観光客にとって訴求となると思われるものについては、英語に翻訳の

上、登録を行う。翻訳内容については，ネイティブチェックおよびダブルチェックを行うこと。その後、当局の指定す

る CMSを利用し、通年で 100件程度のイベント情報を英語で入力すること。 

 

【対象ページ】 

Official Travel Guide of KOBE イベント一覧 https://plus.feel-kobe.jp/en/event/ 

 

③ 神戸市内の観光・商業・宿泊施設の情報更新 

現在，FeelKOBE 上に入力されている観光施設・宿泊施設・商業施設のデータ更新を行う。データの更新には、営

業時間や料金、施設概要などを、最新の情報に更新する作業のほか、古くなった写真、解像度の悪い写真などの

変更などが含まれる。なお各施設の情報は、日本語・英語・韓国語・中国語（繁簡）で登録されているため、修正

https://www.feel-kobe.jp/event/
https://plus.feel-kobe.jp/en/event/


 

 

が必要な場合は全言語が対象となる。 

更新作業は年度末に一斉に施設に照会の上実施するほか、掲載中の施設について休館や移転が発生した際に

は速やかに反映できるように、随時営業の動向を注視すること。更新作業は当局の指定する CMS を利用すること。

更新管理対象となる施設情報は最大 250件とする。 

 

【対象ページ】 

FeelKOBE観光施設一覧 （174件） 

https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E8%A6%B3%E5%85%89&area= 

FeelKOBE宿泊施設一覧 （60件） 

https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E5%AE%BF%E6%B3%8A&area= 

FeelKOBE 商業施設一覧 （店舗 76件 大型商業施設のみの掲載に変更予定） 

https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&a

rea= 

 

注意点 

情報収集にあたっては，当局および神戸市総合インフォメーションセンター等と連携し，神戸市関連サイトの情報を

積極的に活用すること。 

 

   また、神戸公式観光サイト Feel KOBE内で、イベント主催者等が気軽にイベント情報を投稿できるシステムを構築し

ている（イベント情報投稿フォーム https://www.feel-kobe.jp/registration.html）。このフォームに登録された情

報に関しても確認をし、観光に資するものと判断できればCMS上で登録を行うこと。最終的な掲載可否判断は、下

記（4）により当局で行う。情報収集の際には目的に応じて「別紙」を活用し、必要に応じて当局から別途「依頼文」

を受領してから施設へ問い合わせをすること。 

※必ず当局の許可を得てから、各施設への問い合わせを徹底すること。 

① 各イベント主催者への問い合わせ別紙１参照 

② Feel KOBE掲載施設への情報照会別紙２参照 

 

（２） 記事コンテンツの作成 

FeelKOBE ではコラムページを作成し、神戸への観光誘客となる記事コンテンツの作成と蓄積を進めている。受

託事業者は、神戸の観光誘客に資することはもちろん、FeelKOBEのコンテンツ SEOに寄与する記事コンテンツを

作成する。記事コンテンツは、当局の指定する CMS（WordPress の想定）で掲出可能な状態まで完成させること。

通年で 50件程度の記事を作成すること。（毎月 4件。1記事の文字数は 2,000字程度、写真 5枚程度を目安

とする。） 

 

※記事のテーマや内容については事前に当局と協議の上決定すること。 

※文章・画像などは、神戸観光局公式サイトに相応しく、神戸市の魅力が効果的に伝わるクオリティを維持する

こと。当局でクオリティが著しく低いと判断する場合は、委託費用内において、専門のライターやフォトグラファー

の活用などによる改善を依頼する。ただし、当局が保有し、かつ本事業に利用可能な素材（神戸のイベント情報、

観光情報、観光スポットの画像など）は可能な限り提供することとする。 

※記事の作成に必要な情報や画像などは、イベント情報や施設情報の収集業務で得たものを積極的に活用す

る。なお記事作成に必要な取材経費などは全て委託費用に含むものとする。 

 

【対象ページ】 

FeelKOBE コラムページ https://www.feel-kobe.jp/column/ 

https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E8%A6%B3%E5%85%89&area
https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E5%AE%BF%E6%B3%8A&area
https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&area
https://www.feel-kobe.jp/facilities/?large_gen=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&area
https://www.feel-kobe.jp/registration.html
https://www.feel-kobe.jp/column/


 

 

 

 

（３） 二次利用に係る許諾の確認 

上記（１）や（２）で収集した情報・写真データについて、二次利用に対する許諾可否を確認すること。ここで記す

二次利用とは、主に当局が有する公式 SNS（Facebook、 Instagram、Twitter）、写真素材ライブラリー

「FeelPhoto」への情報転載と定義する。 

特に、本委託業務で撮影または施設や主催者より取得した写真素材については、可能な限り二次利用に加え、

加工・編集の許諾を得たうえで、随時当局にデータで提供すること。写真データは解像度や写真のクオリティを

判断の上、FeelPhotoへの掲出を行うことがある。 

 

【対象ページ】 

FeelPhoto神戸公式観光写真ライブラリー https://www.feel-photo.info/ 

 

（４） 掲載情報のリストアップと当局へ掲載可否の確認連絡（週次報告） 

上記（1）が済み次第、週に1回程度当局へ登録情報について進捗を報告すること。情報共有の仕方については、

当局と十分に調整して最適な手法を取ること。 

 

4．必要な業務体制 

適宜電話やメールで当局と連絡が取りあえる体制を設けること。本業務に関する業務推進体制を提出し，変更 

がある場合は速やかに当局に連絡すること。 

 

・事業管理責任者名および連絡先 

・関連事業者および市との連携体制 

・実施及び管理体制 

・具体的な進め方 

 

（1）年間報告の提出 

   受託事業者は、上記業務終了後 10 日以内に、年間レポートを提出すること。提出様式については、データ（エ

クセルもしくは PDF）及び書面はファイリングしてまとめて１部ずつ提出すること。 

 

5．業務遂行にあたっての補足と注意点  

（１）基本的人権、著作権、肖像権等を侵害することのないよう十分留意すること（※１）。 

 写っている施設・人物（顔がわかる場合）および撮影者からの許諾を得ること。許諾のない画像・写真は原則掲

載不可。 

 

（２）次に掲げる情報は発信してはならない。 

・誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報 

・人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報 

・違法行為、又は違法行為を煽る情報 

・単なる噂、又は噂を助長させる情報 

・わいせつな内容、又はその内容を含むホームページのリンク 

・当局及び他者の権利を侵害する情報 

・当局のセキュリティを脅かすおそれのある情報 

・職務上知りえた秘密や個人情報 

https://www.feel-photo.info/


 

 

・当局の事業、施策、方針等に対する職員の個人的見解や意見等 

・その他公序良俗に反する一切の情報 

・発信する情報は、信頼性を確保し、その内容について誤解を招かぬよう、正確に記述すること。 

・夜間・休日などでも閲覧者からの異常な書き込みなどに対し速やかな対応ができる運用体制を確保すること。 

・アカウントのログイン ID とパスワードは適正に管理すること。 

・発信する内容については正確に記述するとともに、誤解を招かぬよう表現には十分留意すること。 

・一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。 

・発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよ

う努めること。また、発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めること。 

・発信した内容に誤りがあった場合は、訂正や謝罪の書き込み等を掲載するなど、誠実かつ速やかな対応を行うこ

と。 

 

（※１）．著作権、肖像権について 

ア 著作権とは 

著作権とは、文化的な創作物を対象とする権利のことで、著作権法で保護されている。文化的な創作物とは、文

芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物という。また、

それを創作した人が著作者である。 

著作権は、権利を得るための手続を何ら必要とせず、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し（無方式主

義）、以後、著作者の死後50年（映像は公表後70年）まで保護されるのが原則である。 

 

イ 著作物の利用 

文章、写真、動画、イラスト、音楽などの著作物を使用する場合は、著作権者から利用の許諾を得なければならな

い。なお、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料が発生する場合はその金額と支払方法などを文書で確認しておくの

が望ましい。 

著作物の所有者が著作権者であるとは限らないので、使用にあたっては権利関係を十分確認すること。一般的にフ

リー素材といわれる物も、著作権者が、一定の範囲で権利を行使しない、一定の条件で利用を許諾しているに過ぎな

い場合も多いので留意する。 

著作物の使用にあたって具体的な疑問が生じた場合は、法律の専門家に相談するか著作権関係団体に問い合

わせること。 

 

表１主な著作権関係団体著作

権全般 

社団法人著作権情報センター

（CRIC） 

出版 

 

社団法人日本書籍出版協会 

写真 有限責任中間法人日本写真

著作権協会（JPCA） 

音楽 日本音楽著作権協会

（JASRAC） 

映像 社団法人日本映像ソフト協会

（JVA） 

 

（３）その他 

①投稿された記事は当局の判断により他の媒体（例：当局の公式英語 Facebook）にも掲載することがある。 



 

 

②投稿された写真にかかる権利（２次利用も含む）は当局に帰属する（ただし、受託事業者本人が利用することを

妨げない）。 

 

6．その他  

（１）委託契約は，当局所定の委託契約約款に基づくものとします。  

（２）提出書類の作成経費については，全て事業者の負担とします。 

（３）提出物は，審査結果の如何に関わらず一切返却しません。 

（４）提出内容等に不明な点がある場合は，問い合わせをする場合があります。 

（５）見積書の提出をもって本仕様書の記載内容を承諾したものとみなします。 

（６）委託業務の履行により作成された有体物及び無体物（以下「成果物」という。）の取り扱いについては，委託契約

約款第 14条に定めるもののほか，以下のとおりとします。 

・成果物にかかる著作権，所有権その他の権利（以下「著作権等」という。）は，当局に帰属し，受託事業者は当局

が必要に応じて成果物の変更，切除その他の改変を行うことを了承するとともに，著作者人格権を行使しないも

のとします。 

・当局の書面による承諾なくして，成果物を目的外に利用しないこと。又は第三者に提供，もしくは利用させないこ

と。委託期間の終了後又は委託契約が解除された後においても同様とします。 

・受託事業者は当局に対し，成果物が第三者の著作権等を侵害していないことを保証すること。また，受託事業

者の成果物が第三者の著作権等を侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を

求められた場合，受託事業者は，当局に生じた損害を賠償しなければならないこととします。 

（７）本仕様書の解釈について疑義が生じたとき，又は本仕様書の定めのない事項については，その都度，協議して

定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

神戸公式観光サイト Feel KOBE イベント情報確認票 

（１）イベント情報 登録内容 ※下記全て必須入力項目です 

【項目】 【記入欄】 

◆イベント名称 

（20文字以内） 

 

◆カテゴリ 

※最大 3個まで選択可 

□食 □神戸ビーフ □日本酒 □パン・スイーツ・カフェ □自然・景観 □動

物 □スポーツ □芸術・文化 □まつり □体験 □乗り物 □健康・医療 □

会議・セミナー □学び □グルメ □ショッピング □ファッション □温泉 

◆紹介文 

（200字程度まで） 

 

 

 

◆開催期間・日時  

◆URL  

◆開催場所名  

◆開催場所住所  

◆交通アクセス 

例:○○駅下車、西へ徒歩△分 

 

◆料金 ※いずれかに〇 ・無料   ・有料  ※有料の場合： 

◆申し込み方法 

 

 

※自由参加の場合は「事前の申込不要」と記入 

◆電話番号  

 

（２）提供情報の神戸観光局公式 SNS（Twitter・Facebook・Instagram）、写真ライブラリー（FeelPhoto）等への二次

利用掲載許諾 ※いずれかを○で選択してください。 

データの二次利用 ・許可する            ・許可しない 

 

（３）本件に関する連絡先・ご担当者名 

団体名・会社名  

ご担当者名  電話番号  

E-mailアドレス  

 

◆本用紙及び画像資料のご返送先 

イベント写真 1枚をご提供ください。（Jpeg形式で 900×600 ピクセル以上、Png非推奨） 

 

送付先： ●●● 

FAX：●●● 画像の送付先：●●●   
※本業務は神戸観光局の委託事業「観光クラウドを活用した観光情報集約業務」において実施しています。 

本事業の問い合わせ先：（一財）神戸観光局 ●●・●● TEL：078-262-1904 

別紙１ 

FAX 送付先   ：●●-●●●-●●●（●●  宛） 

Mail の場合   ：●●●● まで返信ください。 



 

 

 

《Feel KOBE掲載施設様》 

 

神戸公式観光サイト Feel KOBE 掲載施設情報 確認票 

１、 掲載情報 ※修正箇所がある場合は，下記見えけしで修正ください。 

【項目】 【記入欄】 

◆名称 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆郵便番号 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆住所 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆電話番号 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆テーマ ＜差し込み印刷＞ 

 

◆説明文 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆営業時間 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆定休日 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆URL ＜差し込み印刷＞ 

 

◆バリアフリー対応 ＜差し込み印刷＞ 

 

◆アクセス ＜差し込み印刷＞ 

 

◆料金 ＜差し込み印刷＞ 

 

※現在の掲載内容はこちらからもご確認いただけます  

https://www.feel-kobe.jp/facilities/detail.php?code=＜差し込み印刷＞ 

※施設の外観や内観、商品やサービスがわかる画像を E メールにてご提供ください（JPEG形式で大きめのサイズの

画像を最大３枚まで）。 

２、 上記掲載している情報の修正が        ある  ・  ない 

３、 上記情報を神戸観光局公式 SNS（Twitter・Facebook・Instagram）、写真ライブラリー（FeelPhoto）等へ二次利

用して掲載することを 

許可する  ・  許可しない 

４、ご担当者様の連絡先をご記入下さい。データの取り扱いや情報確認等で連絡をする場合がございます。 

団体名・会社名  

ご担当者名  電話番号       

E-mailアドレス  

 

送付先： ●●● 

FAX：●●● 画像の送付先：●●●   
※本業務は神戸観光局の委託事業「観光クラウドを活用した観光情報集約業務」において実施しています。 

本事業の問い合わせ先：（一財）神戸観光局 ●●・●● TEL：078-262-1904 

別紙 2 

FAX 送付先   ：●●-●●●-●●●（●●  宛） 

Mail の場合   ：●●●● まで返信ください。 


