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令和４年度ひろしまの森づくり事業の普及啓発に係る業務委託仕様書 

１ 業務の名称 

  令和４年度ひろしまの森づくり事業の普及啓発に係る業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務の概要 

(1) 事業全体の目的 

広島県では，県土の保全や水源涵養などの森林の有する公益的機能を持続的に発揮させる

ため，平成 19年度より「ひろしまの森づくり県民税」（以下，「森づくり税」という。）を導

入し，県民から特別に税を徴収するとともに，これを財源とした「ひろしまの森づくり事

業」（以下，「森づくり事業」という。）によって，荒廃した森林の再生や森林資源の利用促

進，県民理解の促進などに取り組んでいる。 

(2) 本業務（広報）の目的 

第３期森づくり事業においては，森づくり税の納税者である県民に対し，主に森づくり税

を徴収し森づくり事業を実施していることを周知するとともに，施策による成果や効果を的

確に伝え，森づくり事業に対する理解を深めていただくことを目的として広報を実施した。 

その結果，森づくり事業の広報効果検証を目的として県が実施したアンケート調査では，

令和３年度末において名称認知度は 50%を超えた。一方，森づくり事業により実施されている

取組の認知度は５%程度で依然として低く，県民に，自身が納税している 500円の使い道であ

る森づくり事業の取組を認知いただくまでには至っていない。 

そこで本業務では，より多くの県民が，自身が納税している 500円の使い道である森づく

り事業の取組を一つでも認知し，森づくり税や森づくり事業に対する理解を深めている状態

を目指し，そのために効果的な広報を実施することを目的とする。 

 (3) 発注者 

   ひろしまの森林づくりフォーラム（事務局：広島県農林水産局森林保全課） 

(4) 業務の期間 

    契約締結の日から令和５年３月 17日（金）まで 

(5) 広報対象（ターゲット） 

   県民全体 

 

３ 提案業務の内容 

(1) 企画提案に当たっての基本的な考え方 

企画提案公募参加者は，森づくり税及び森づくり事業について，７「関連情報」に掲載して

いる内容を理解した上で，３(2)「広報成果の目標」を達成するための効果的な広報活動及び効

果検証に係る実施計画を具体的に提案すること。 

(2) 広報成果の目標 

県民全体における，森づくり事業により実施されている取組の認知度を，令和４年度末にお

いて 10%とする。 

   （参考）第４期ひろしまの森づくり事業における事業取組内容の認知度目標   

目標年度 R3（実績) R4 R5 R6 R7 R8 

目標値 5.5% 10% 15% 20% 25% 30% 
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(3) 提案要件 

   受託者は，次のアからエの４項目の業務を行うこととする。 

ア 森づくり事業の取組を一つでも認知している県民の割合を増加させるための広報 

項  目 内     容 

目的・概要 

○２(5)「広報対象（ターゲット）」（以下，「ターゲット」という。）が，自

身が納税している 500円の使い道である森づくり事業の取組を一つでも

認知し，森づくり税や森づくり事業に対する理解を深めるために効果的

な広報を行う。 

○ターゲットの中からコアターゲットを設定し，コアターゲットに効果的

な広報を行う。 

コアターゲット 

○ターゲットのうち，特に取組内容を認知してもらうべき層や，広報効果

の高い（事業趣旨や内容に対し，より興味・関心を持ち，態度変容や周

囲への波及効果が期待できる）層として，以下を想定。 

【例】 

森づくりとより長く関わることとなる若年層，社会貢献や社会課題の

解決に向けた活動（「Social Good」）に参加したい傾向のある 20歳

代，子どもの教育熱心な 30歳代 など 

業務内容 

○広報成果目標に到達する計画に基づきコアターゲットを提案すること。 

○広報成果目標に到達できるキービジュアル（キャッチコピーのみも可）及

び広報手法を提案し，実施すること。 

補足事項 

○コアターゲットを提案する際は，その選定根拠を示すこと。 

○キービジュアルにキャラクターを起用する提案については，ひろしまの

森づくりキャラクター「モーリー」とは別にＰＲキャラクター（著名

人，タレント，アニメキャラクター等仮想のもの 等）を設定しても良

いが，広報成果の目標達成に効果的である根拠を示すこと。 

○広報媒体のうちポスター及び Webサイトについては，後述「イ ポスタ

ーの作成・掲示」及び「ウ『ひろしまの森づくりネット』の改修」によ

ること。 

○提案する各種広報媒体は，ターゲットを「ウ『ひろしまの森づくりネッ

ト』の改修」の成果物へ誘導する役割を持たすこと。 

○提案内容の実施にあたっては発注者との協議により決定すること。 
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イ ポスターの作成・掲示 

項  目 内     容 

概要 

○「ア 森づくり事業の取組を一つでも認知している県民の割合を増加さ

せるための広報」（以下，「アの業務」という。）の手法の一つとしてポス

ターを作成し，ターゲット（特にアの業務のコアターゲット（以下，「コ

アターゲット」という。））の主となる動線上に効果的に配置する。  

業務内容 

○ターゲット（特にコアターゲット）の興味・関心を惹くデザインを提案

し，作成すること。 

○デザインは，次の要素を含んだイメージを提案し，発注者と協議するこ

と。 

・森づくり事業の取組内容，成果及び効果 

・アの業務で提案するキービジュアル（キャッチコピー） 

○効果的な掲示場所を提案し，掲示すること。 

規格・数量 

○次の規格・数量を基本とする。 

・仕上げ寸法：Ｂ２（掲示提案場所に応じた規格変更も可） 

・掲示部数： 1,000部（掲示提案場所に使用する枚数を含む） 

補足事項 

○森づくり事業の成果・効果に係る内容を特に充実させること。 

○作成にあたり，著作権や肖像権などに配慮すること（著作権は発注者に帰

属するものとする）。 

 

ウ 「ひろしまの森づくりネット」の改修 

項  目 内     容 

概要 

○現在の Webサイトについて，ターゲットが，自身が納税している 500円

の使い道である森づくり事業の取組を一つでも認知し，森づくり税や森

づくり事業に対する理解を深めるために効果的なものとなるよう改修を

行う。 

○閲覧者数を増やすとともに，Webサイト内での回遊性を高めるための対策

を実施する。 

業務内容 

○ターゲット（特にコアターゲット）が，森づくり事業の取組やその成果・

効果を面白く，楽しく，わかりやすく入手でき，SNS 上でのシェアを促す

ようなデザイン，コンテンツを企画し提案すること。 

【例】 

・ターゲット（特にコアターゲット）が，掲載内容を見て「着実に成

果が出ている」，「税による取組で自分たちの生活がよくなっている

（例：防災，景観改善 等）」等を認識しやすいデザイン 

・森づくり事業の取組やその成果・効果を，楽しみながら学び，理解

を深めることができるクイズ機能など閲覧者参加型のコンテンツ 

◯次年度以降も継続して森づくり事業の取組やその成果・効果を発信でき

るような工夫を検討すること。 

◯本年度発信を想定する森づくり事業の取組やその成果・効果とは，７(3)

「『ひろしまの森づくり事業』の成果・効果について」に記載する資料の

内容を指す。 

○Web サイト改修後の大まかな構成及び記載内容については発注者との協議

により決定すること。 

補足事項 

○森づくり事業の成果・効果に係る内容を特に充実させること。 

○閲覧者参加型のコンテンツを含めること。 

○作成にあたり，著作権や肖像権などに配慮すること（著作権は発注者に

帰属するものとする）。 

○広報成果目標の達成に必要である場合，全面改修も可能とする。 
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エ アンケート調査（広報効果検証） 

項  目 内     容 

目的・概要 
○当該広報業務を実施した効果を判別するためにアンケート調査を実施す

る。 

手 法 
○インターネットサイト運営会社等が提供している登録制アンケート調査

を利用する。 

期 間 
○広報業務の実施前後２回。 

○詳細な時期については発注者と受託者で協議を行い決定する。 

設問数 ○回答者情報を除き 10問程度。 

調査対象及び 

サンプル数 

○県内在住の個人 1,000人以上。 

（ただし標本数は性別および各年齢層において均等とする） 

注意事項 

○広報実施前後による同一個人に対する実施は不可とする。 

○アンケート内容は受託者が提案し発注者と受託者で協議を行い決定する。 

○広報実施前後におけるアンケートの文章・構成は発注者からの指示がない

限り，同一とする。 

○アンケート実施後は速やかに単純集計結果を提出すること。 

○広報実施後アンケートが済み次第，目的に沿った詳細な分析を実施するこ

と。 

○分析後の報告書を提出すること。 

(4) 経費配分 

３(3)に掲げる４項目の実施に要する経費は，原則イ 1,000 千円，エ 900 千円以内とし，そ

の他事業費はア及びウの実施に要する経費として提案すること。 

 

４ 企画提案における注意事項等 

(1) 提案時 

  ア 提案はすべて実現可能なものとすることとし，実現性が低いものについては，具体的な代

替案も必ず共に示すこと。 

  イ 設定する各提案内容について，なぜ効果的であるかという根拠を示しながら提案すること

（根拠は県実施業務と関連していなくても良いが，確度の高い情報を使用すること。）。 

ウ 別紙「業務委託仕様書 参考図書」や，希望者に対し別途配布する資料（別紙「企画提

案公募実施要領」の「12(4)」）等を踏まえ，認知経路（広報効果）等を十分に検討，分析

したうえで提案すること。 

エ 各種提案について，新型コロナウイルス感染症拡大防止について十分に留意すること。 

オ Web広告を使用する場合には，社会通念上不適切であると考えられるサイトへの掲載を排

除するよう努め，掲載サイトを定期的に確認すること。なお，不適切サイトへの掲載が認

められた場合には，直ちに発注者に報告し，指示を受けること。 

カ 追加料金が発生する提案は認めず，本提案に要する一切の経費は受託者が負担する。 

(2) 契約時及び業務実施時 

ア 各提案内容の実施の可否や詳細については随時，発注者と受託者で協議を行い決定する。 

イ 画像や動画を制作する場合は，デジタルサイネージ等の他の媒体に活用できるよう複数

のサイズ又はファイル形式で制作すること。詳細については発注者と協議を行ったうえで

決定すること。 

ウ 業務に係る各種調整は受託者が行うこと。 
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エ イベントの開催等，業務の実施に伴い残材や廃棄物が発生する場合は，受託者の責任に

おいて処分等を行うこと。 

オ 契約締結後，協議等により確定した実施業務の進行スケジュール表を 10日以内に作成

し，発注者に提出及び承認を得ること。 

 

５ 打合せ等 

(1) 打合せ 

打合せの必要が生じた場合，受託者は，発注者の求めに即時に対応するものとする。 

(2) 報告 

受託者は，打合せ結果を記録にまとめ，発注者に速やかに提出するものとする。 

 

６ 契約に関する条件等 

(1) 再委託等の制限 

受託者は業務の一部を委託することができるが，その場合は再委託先ごとの業務の内容,制

作の体系図及び工程表，再委託先の概要及びその体制と責任者を明記したものを事前に書面に

て報告し，発注者の了解を得なければならない。 

(2) 業務の履行に関する措置 

発注者は，本業務（再委託した場合を含む。） の履行につき著しく不適当と認められるとき

は，受託者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを要求する

ことができる。 

受託者は，上記要求があったときは，当該要求に係る事項について対応措置を決定し，その

結果を要求のあった日から 10日以内に発注者に書面で通知しなければならない。 

(3) 成果品の利用(二次利用等) 

本業務による成果品の著作権等一切の権利は発注者に帰属するものとし，また発注者は，本

業務の成果品を自ら使用するために必要な範囲において，随時利用（加工を含む）できるもの

とする。 

(4) 機密の保持 

受託者は，本業務（再委託をした場合を含む。） を通じて知り得た情報を機密情報として扱

い，契約の目的以外に利用し，又は第三者に提供してはならない。また，本業務に関して知り

得た情報の漏えい，滅失，き損の防止，その他適正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。契約終了後もまた同様とする。 

(5) 個人情報の保護 

受託者は，本業務（再委託をした場合を含む。） を履行する上で個人情報を取り扱う場合は，

広島県個人情報保護条例（平成 16年 12月 17日広島県条例第 53号）を遵守しなければならな

い。 

(6) 「モーリー（ひろしまの森づくりキャラクター）」の使用 

本業務に「モーリー」を使用する場合は，本提案において無償で活用できるものとする。 

モーリーの「着ぐるみ」は２タイプ（通常・バルーン）あり，県に申し出れば使用可とする。

ただし，使用する場合は事前に申し出るとともに，使用に必要な経費（運搬費及び操演代）は

本提案に含めるものとする。 
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(7) 実績報告書の提出 

受託者は，業務完了後に遂行した業務実績内容及び業務内容の振り返り（良かった点，悪か

った点，今後の改善点（対応策）の提案 等）が記載された実績報告書を作成し，別に発注者が

指示する日までに提出すること。 

(8) 成果品の提出 

受託者は，業務完了後に本業務で制作した成果品等の電子データを，別に発注者が指示する

日までにすべて提出すること。 

 

７ 関連情報 

(1) 「ひろしまの森づくり県民税」について 

【広島県 HP】 

・http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1172044970276.html 

【ひろしまの森づくりネット】  

   ・http://www.moridukuri.net/know.html  

・http://www.moridukuri.net/make.html 

(2) 「ひろしまの森づくり事業」について 

【広島県 HP】 

・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/1181640880491.html 

・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/list1075.html 

・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/ 

morizukurihoushin.html（第４期森づくり事業推進方針） 

【ひろしまの森づくりネット】 

 ・http://www.moridukuri.net/activity.html 

 (3) 「ひろしまの森づくり事業」の成果・効果について 

【広島県 HP】 

・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/ 

moridukurijissekir3.html（各年度取組実績） 

・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/moridukuri 

-jirei3.html（各年度市町取組事例） 

  ・https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/3rd-kensyou.html 

   （第３期事業検証報告） 

(4) ひろしまの森づくりキャラクター「モーリー」の詳細 

【広島県 HP】 

・http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/1195708454025.html 

【ひろしまの森づくりネット】 

・http://www.moridukuri.net/character.html 


