
 

別府市誌編纂委託業務仕様書 

 

 

１ 業務名 

別府市誌編纂委託業務 

 

２ 履行場所 

別府市上野口町 1 番 15号別府市役所外 

 

３ 業務目的 

別府市は、令和 6 年に市制施行 100周年を迎えるにあたり、その記念事業の一環として

市誌編纂に取り組みます。 

別府市ではこれまで、昭和 3年・昭和 8年・昭和 48年・昭和 60年・平成 15年に市誌 

を刊行しており、その都度、郷土の歴史や温泉文化に関する知見が蓄積されています。 

今回の市誌編纂事業では、これまで蓄積されてきた別府市の歴史や温泉文化に関する知 

見についてわかりやすい形でまとめ、別府について知ることができる入門書として、市内 

外へ発信することができる市誌を編纂します。 

新しい市誌の刊行により郷土に対する理解や愛着を深め、教育の現場や様々な場面で活 

用することにより、次の世代に別府の「誇り」を継承するとともに別府の魅力を発信する 

ことを目的とします。 

 

４ 業務の履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日までとする。 

 

５ 市誌編纂に関する基本方針及び業務内容について 

(1) 基本方針 

ア 既刊の別府市誌など、これまでに蓄積されてきた別府市の歴史に関する調査・研究成 

果について、写真や図版とともにわかりやすい文章で紹介し、だれもが利用しやすく、 

気軽に手に取ることができるものとします。 

イ 別府温泉の発展史を中心軸として、それにまつわる歴史や文化・近年の動向に関する 

記述を充実させるとともに、個性豊かな別府八湯に関する地域史についても記載しま 

す。 

ウ 編纂事業で得られた資料を、今後のまちづくりや生涯学習、学校教育での学習資料と 

して活用するため、デジタル化を図るとともに、別府市立図書館において保存し活用を 

図ります。 

(2) 市誌の構成 

ア 市誌の構成は、「通史編」と「図鑑編」とする。 

イ 「通史編」は、上記の(１)基本方針に沿って取り上げられる項目(100テーマ程度) 

を、写真や図版を豊富に使用して記述する。作成にあたっては既存の別府市誌を参考に 

して、その後の学問的成果や調査・研究を踏まえて記述する。１テーマは、見開き２頁 

を基本とする。 

ウ 「図鑑編」は、上記の(１)基本方針に沿って収集した資料を、デザイン性に優れた形 

で紹介し、専門家等による解説を収録する。 
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エ 「通史編」は 250 頁程度、「図鑑編」は 400頁程度とする。 

(3) 業務委託内容 

ア 編纂支援業務 

(ｱ) 束見本・装丁案・組見本の提案 

(ｲ) 執筆要綱(用字・用語・表記等)の作成・提案 

(ｳ) 編纂業務の進捗管理 

(ｴ) 執筆者の選任 

(ｵ) 執筆者や監修者への依頼や謝金の支払いを含む事務的な対応 

(ｶ) 別府市誌編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)への出席(年４回程度) 

(ｷ) 編纂委員会の会議資料及び会議録の作成 

イ 編集業務 

(ｱ) 編纂委員会で示された意見の反映 

(ｲ) 装丁から版組みに至るまでのデザイン 

(ｳ) 校正・表記統一から割付までの編集作業 

(ｴ) 校訂・原稿チェック 

(ｵ) 著作権処理及び二次利用申請の補助(著作権確認・許諾交渉・申請書作成) 

(ｶ) 執筆者に対する支援及び進行管理 

(ｷ) 図表や解説イラストの作成 

(ｸ) 索引作り 

(ｹ) 年表作り 

(ｺ) 市が指定する資料のスキャニング・写真撮影（20,000コマ程度）  

ウ 執筆業務 

(ｱ) 既存の「別府市誌」の内容から大きな変更のないテーマついては、加筆や修正を加

えつつ、編纂委員会で決定された事項等に基づき原稿を執筆する。 

(ｲ)既存の「別府市誌」（平成 15年発刊）後における本市の動向については、本市が提

供する資料により編纂委員会で決定された事項等に基づき原稿を執筆する。 

(ｳ) 受託者は、原稿執筆の作業が円滑に進むよう、執筆者との連絡調整及び資料の受け 

渡しを行うものとする。 

(ｴ) 受託者は、本市が提供する資料以外の資料収集を行うものとする。 

エ 多言語対応版制作業務 

(ｱ) 「通史編」「図鑑編」の多言語対応版を制作する。 

(ｲ) 英語版の制作は必須とする。 

(ｳ) 日本語版を単純に翻訳するのではなく、歴史的・文化的背景を知らない外国人にと 

っても分かりやすい表現となるよう、最初に日本語の文章を修正及び書き換えるなど 

して作成し、その修正した日本語の文章を翻訳することとする。なお、日本語の文

章を修正する際は、執筆者のチェックを受けること。 

(ｴ) 翻訳に際しては、別府市が選定する監修者と協議して進めること。また、翻訳した 

文章は、必ずネイティブチェックを行うこと。 

オ 校正業務 

(ｱ) 印刷校正回数は３回を予定する。うち、色校１回を予定。 

(ｲ) 各校正段階において、校正刷りを提出する前に受託者内で校正を行うこと。 

(ｳ) 校正時には不適切用語、図表の数値の確認、用字用語のチェックを行うこと。 

カ 印刷・製本業務 



 

(ｱ) 本業務における印刷・製本は、「通史編」(日本語版)のみ行う。 

(ｲ) 「通史編」(日本語版)印刷仕様 

a 判型：A5～B5判※市誌編纂委員会の議論のうえ決定する。 

b 綴じ方：糸かがり綴じ 

c 編成：並製本(ブックカバー・表紙・本文・スピン) 

d 刷色：オールカラー 

e 頁数：250頁程度(目次・索引等を含む) 

f 部数 1,200部 

(4) 留意事項 

ア 契約後速やかに業務計画書を作成し提出すること。 

イ 執筆者は、別府市の了解を得たうえで社内又は外部ライターによる執筆も可とする。 

また、専門家等の外部執筆者は別府市が選定する。 

ウ 収集した資料は、適切に管理・整理し業務報告書で報告の上、移管が可能なものにつ 

いては成果品として別府市に納めること。 

エ 常用漢字以外の外字を作成することがある。 

オ 執筆者への謝金は１頁 10,000円を目安とする。 

カ 執筆及び監修に係る謝金を含む経費は、委託料に含むこととする。 

キ 資料のスキャニング・写真撮影に関しては、経験と知識を有したものが実施し、毀損

等がないように実施すること。また、毀損等が発生した場合は、受託者の責任におい

て補償を行うこと。 

(5) 「電子データ」 

ア 本編纂業務で制作した「通史編」(日本語版)・(多言語版)、「図鑑編」(日本語版)・ 

(多言語版)については、EPUB形式の電子書籍データを作成すること。また、文字の 

検索及び拡大ができること。 

イ 本編纂業務で制作した「通史編」(日本語版)・(多言語版)、「図鑑編」(日本語版)・ 

(多言語版)については、HTMLファイルを作成すること。 

ウ 本編纂業務で制作した「通史編」(日本語版)・(多言語版)、「図鑑編」(日本語版)・ 

(多言語版)については、高解像度印刷が可能な PDFとインターネット公開が可能な程 

度の PDFの２種類の PDFを作成すること。 

エ 電子データは、通史編・図鑑編に分けて DVD等の媒体に格納して納品すること。 

オ 資料のスキャニング・写真撮影データ（JPEG・TIFF）を納品すること。また、資料一 

覧表を作成すること。 

(6) 成果品 

ア 業務報告書一式 

イ 編纂委員会議事録一式 

ウ 「通史編」(日本語版)1,200部 

エ 電子データ(DVD 等の媒体に格納)「通史編」5部、「図鑑編」5部 

オ 市誌編纂のために収集した現物資料 

カ 市誌編纂のために収集した資料のデジタルデータ及び一覧表(DVD 等の媒体に格納) 

(7) 納期、納品場所 

ア 納期令和７年３月３１日 

イ 納品場所別府市内(１箇所) 

 



 

６ 特記事項 

受注者は、本業務を遂行するにあたり、以下の内容について十分留意して、確実に履行 

すること。 

(1) 十分な経験と知識を有する者を配置のこと。 

(2) 業務を円滑に遂行するため、適宜事務局と打合せ等を行い、特に業務集中時には確実 

に対応できるようにすること。 

(3) 業務上で知り得た個人情報や秘密を他人に漏らすことはできない。また、業務終了後 

も同様とする。 

(4) 業務完了後、受注者の責任に帰すべき事由により不良箇所が認められた場合は、速や 

かに訂正や補足等、適切対応するものとし、これに係る経費は受注者の負担とする。 

 

７ 著作権 

別府市に帰属する。 

 

８ その他の事項 

この仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 

 

９ 事務局 

別府市教育部社会教育課文化財係 

〒８７４−８５１１ 大分県別府市上野口町１番１５号 

TEL：０９７７－２１－１５８７ 

E-mail：lle-be@city.beppu.lg.jp 

 

 

 



章 頁数

凡例・目次など 7

第1章

テーマ別の資料紹介
305

第２章

平成～令和の本市の動向
77

索引等 11

400

※第１章については、別府市が選定する専門家等の外部執筆者（30名程度を想定）の執筆を想

定しているが、テーマによっては受託者側が執筆する場合がある。

※第２章については、受託者側で執筆。

※テーマは、今後開催される編纂委員会で決定するので変更となる場合がある。

想定されるテーマ

ー

別府市誌『図鑑編』（仮称）　構成案

考古資料／鬼ノ岩屋古墳群／実相寺古墳群／荘園史／

大友家と別府／雪村友梅／石垣原合戦／ 江戸時代の庶

民の暮らし／江戸時代の紀行文／ 鶴見七湯廼記／江戸

時代の古地図／庄屋宅資料／別府築港／別府大阪航路

／電車・鉄道／近代の古地図／近代の来別著名人／湯

突き／ 別荘文化／ 吉田初三郎・鳥瞰図／油屋熊八／別

府お伽倶楽部／吉田鉄郎建築／博覧会／戦時下の別府

／米国国立公文書館資料／災害関係／ 地獄蒸し／文学

／絵画／植物／動物 　　　など

行財政・議会・選挙／産業／厚生・福祉・保健・医療

／建築・土木・衛生・環境／交通・通信・治安・消防

／教育／動植物／芸術文化　　　など

ー



章 想定されるテーマ 頁数

凡例・目次など 8

第１章　火山と温泉
火山の特色／温泉水の起源と滞留時間／泉質と分布

など
14

第２章　古代～中世

扇状地の弥生人／鬼ノ岩屋古墳群の装飾壁画／

実相寺古墳群と畿内政権／速見郡衙／豊後国風土記／

古代～中世の災害史／一遍上人の開湯伝承／大友氏と別

府／石垣原合戦　　　など

32

第３章　近世

分割された別府地域／天領の地域／久留島藩領の地域／

農村の暮らし／漁村の暮らし／災害／特産物／照湯温泉

場／紀行文にみる別府地域／湯株制度／安政コレラ騒動

／幕末の別府地域　　　など

32

第４章　近代

明治初期の行政区分／別府築港／別府町と浜脇町／御越

町と亀川町／石垣村／朝日村／瀬戸内航路／電車と鉄道

／街区と上水場整備／海岸線の変化／油屋熊八／別府お

伽倶楽部／博覧会／吉田鉄郎建築／観光施設の整備／大

別府市成立／データに見る温泉都市の発展／連合艦隊・

陸海軍病院／戦時下の別府／キャンプチカマウガ／別荘

文化　　など

54

第５章　別府市の100年 市制施行から令和6年までの100年のあゆみ 32

第６章　温泉文化

竹細工／豊後明礬・湯の花／地獄蒸し／浜脇薬師祭りの

見立て細工／共同浴場／文学／美術／民謡／温泉建築／

地獄　　　　など

34

第７章　別府八湯と地域の歴史

浜脇温泉／別府温泉／観海寺温泉／堀田温泉／明礬温泉

／鉄輪温泉／柴石温泉／亀川温泉／石垣地区／鶴見地区

／内成地区／東山地区／内竈地区　　　など

34

索引など 10

250

別府市誌『通史編』（仮称）　構成案

※既存の「別府市誌」の内容を基にして、受託者側で執筆。

※既存の「別府市誌」から変更点が大きいテーマについては、専門家等の外部執筆者（20名程度を

想定）が執筆。

※テーマは、今後開催される編纂委員会で決定するので変更となる場合がある。
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