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１．基本事項 
　　　事業名　　　　　イベント情報プラットフォーム「エンジョイいわて」運営事業 

　　　事業目的　　　　イベントの来場者や参加者の拡大 

　　　　　　　　　　　イベントの主催者や関係団体の連携促進 

　　　事業内容　　　　イベント情報及びイベントの関係者情報を登録し紹介するＷＥＢサイトの運営 

　　　サイトＵＲＬ　　https://enjoyiwate.com/　※「エンジョイいわて」で検索可能 

　　　サイト形式　　　ユーザーによる多方向通信型の閲覧用データベース（使用ソフト：WordPress） 

　　　対象ユーザー　　岩手県内で開催されるイベントの主催者、出演者、出場者、協力者、支援団体 

　　　対象イベント　　文化、芸術、スポーツ、教育、産業、福祉 

　　　運営体制　　　　サイトの開発・管理：株式会社ＡＺクリエイト 

　　　　　　　　　　　運営協力・利用促進：イベント運営に関わる各分野のＮＰＯ法人（随時提携拡大） 

　　　略歴　　　　　　2018年07月30日　いわて文化芸術コーディネーターの要望でサイトの開発を開始 

　　　　　　　　　　　2018年08月28日　北上市まちづくりチャレンジ補助金の交付決定 

　　　　　　　　　　　2019年01月27日　大船渡ビジネスプランコンテスト奨励賞を受賞 

　　　　　　　　　　　2019年04月11日　プレリリース（特定ユーザー登録開始） 

　　　　　　　　　　　2019年06月11日　公式リリース（一般ユーザー登録開始） 

 

　　お問合わせ先　（2019年4月1日現在） 

　　　開発管理　　　　株式会社ＡＺクリエイト　　〒024-0062 岩手県北上市鍛冶町2-4-7 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0197-72-6081　Ｅmail：info@azcreate.jp 

　　　運営協力　　　　ＮＰＯ法人芸術工房　　　　〒024-0061 岩手県北上市大通り2-8-27 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0197-64-7567　Ｅmail：g-kobo@ginga-net.ne.jp 

　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人フォルダ　　　　〒024-0033 岩手県北上市幸町1-30 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0197-72-7048　Ｅmail：folder@kitakamicity.com 

　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート　〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0197-61-5035　Ｅmail：npo@npo2000.net 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
２．サイトの特色 
　ａ）表示機能 

　　　　・登録されたイベントを開催期間・開催地・イベントの種類で検索表示することができます。 

　　　　・イベントの種類別・開催地別・開催月別の一覧を表示することができます。 

　　　　・参加者や協力者等を募集するイベントを一覧表示することができます。 

　　　　・イベントを登録したユーザー（個人又は団体等）の情報を表示することができます。 

　　　　・登録ユーザーの一覧を分野別に表示することができます。 

　　　　・パソコンとスマートフォンのそれぞれに対応した画面表示機能を備えています。 

　ｂ）登録・更新機能 

　　　　・すべての登録ユーザーが無料でイベントやユーザーの情報を登録・更新することができます。 

　　　　・HTMLの知識がなくても簡単にイベントやユーザーの情報を登録・更新することができます。 

３．サイトの利用効果 
　ａ）閲覧者（インターネットユーザー）のメリット 

　　　　・興味のあるイベントが見つかりやすくなります。 

　　　　・関心のあるイベントにスタッフとして関わることができ、活躍の場が広がります。 

　ｂ）登録ユーザーのメリット 

　　　　・新たな情報（収集／発信）ツールとしてイベントの企画や集客に役立ちます。 

　　　　・参加者や協力者等の募集とリサーチがしやすくなります。 

　　　　・多様な協力者が見つかることで、地域と連携したイベントが可能になります。 

　　　　・イベント主催者から出演・出展等のオファーがあり、活躍の場が広がります。 

　　　　・ユーザー情報を紹介することでホームページの代わりとなり、団体の認知度が高まります。 

　　　　・公式ホームページやFacebook、Twitterを登録し、閲覧を誘導することができます。 

 

　　　　　  

　　サイトユーザーの関係図 
 



 
４．表示画面 

 

 

５．サイト構成 

 



 
６．イベント一覧ページ 

　ａ）全イベント表示【ホーム画面】 

　　　　表示内容：その日以降に開催されるすべてのイベントの一覧を表示します。 

　　　　　　　　　開催日（又は開催期間の終了日）の日付順に表示します。 

　　　　　　　　　終了したイベントは表示されません。 

　　　　表示方法：ホーム又はＴＯＰを押すと表示されます。 

　　　　　　　　　パソコン画面では、１行１イベント又は１行３イベントの切り替えが可能です。 

　ｂ）検索結果表示 

　　　　表示内容：検索条件に一致するイベントの一覧を表示します。 

　　　　　　　　　開催日（又は開催期間の終了日）の日付順に表示します。 

　　　　表示方法：検索条件（開催期間、開催地、種類）を選択し、検索を押すと表示されます。 

　　　　　　　　　パソコン画面では、１行１イベント又は１行３イベントの切り替えが可能です。 

　　　　　　　　　スマートフォン画面では、メニュー内の検索欄に入力するキーワードで検索できます。 

　　　　　　　　　（イベント情報内の単語を検索し、マッチングレベル順に表示されます。） 

　ｃ）開催地別表示 

　　　　表示内容：その日以降に開催されるイベントの一覧を開催地別に表示します。 

　　　　　　　　　開催日（又は開催期間の終了日）の日付順に表示します。 

　　　　　　　　　終了したイベントは表示されません。 

　　　　表示方法：開催地一覧から表示したい開催地を選択すると表示されます。 

　　　　　　　　　各イベントに一緒に表示される開催地アイコンを押しても表示されます。 

　　　　　　　　　パソコン画面では、１行１イベント又は１行３イベントの切り替えが可能です。 

　ｄ）種類別表示 

　　　　表示内容：登録されたイベントの一覧を種類別に表示します。 

　　　　　　　　　開催日（又は開催期間の終了日）の日付順に表示します。 

　　　　　　　　　終了したイベントは表示されません。 

　　　　表示方法：イベントの種類一覧から表示したい種類を選択すると表示されます。 

　　　　　　　　　各イベントに一緒に表示される種類アイコンを押しても表示されます。 

　　　　　　　　　パソコン画面では、１行１イベント又は１行３イベントの切り替えが可能です。 

　　　　　　　　　「募集」の種類で登録されたものは、それを一覧で表示することができます。 

　ｅ）開催月別表示 

　　　　表示内容：登録されたイベントの一覧を開催月別に表示します。 

　　　　　　　　　開催日（又は開催期間の終了日）の日付順に表示します。 

　　　　表示方法：ページ末尾の月別イベントを押すと表示される開催月の中から、表示したい開催月を選択

　　　　　　　　　して表示します。 

　　　　　　　　　パソコン画面では、１行１イベント又は１行３イベントの切り替えが可能です。 

　ｆ）新着順表示 

　　　　表示内容：登録されたイベントの一覧を登録順に表示します。 

　　　　表示方法：ページ末尾の新着イベントを押すと表示されます。 

　　　　　　　　　新着イベントは、スマートフォン画面ではメニュー内にもあります。 

 

 



 
７．イベント紹介ページ 

　　　　表示内容：選択したイベントの登録情報を表示します。 

　　　　　　　　　右上にアクセスユーザー数を表示します。 

　　　　　　　　　イベント情報の下にイベントの情報掲載者を紹介します。 

　　　　　　　　　情報掲載者の下に申し込みのあったユーザーの Pick Up イベントを表示します。 

　　　　　　　　　Pick Up イベントの下に関連イベントを６件紹介します。 

　　　　　　　　　（関連イベントは、同じ種類のイベントからランダムに抽出されます。） 

　　　　表示方法：イベント一覧ページから表示したいイベントを選択すると表示されます。 

　　　　　　　　　登録ユーザー紹介ページの次に表示されるユーザー登録イベントからも選択できます。 

　　　　　　　　　人気イベントランキングの中から選択することもできます。 

　　　　　　　　　Facebookのシェアボタンやいいねボタンを装備しています。 

　　　　　　　　　Twitterのシェアボタンやフォローボタンを装備しています。 

８．登録ユーザー一覧ページ 
　　　　表示内容：登録ユーザーの一覧を分野別に表示します。 

　　　　　　　　　無料ユーザーは表示されません。（但し、2020年3月31日までは表示されます。） 

　　　　　　　　　登録イベント数の多いユーザーから順に表示します。 

　　　　　　　　　登録ユーザーのプロフィール情報は、冒頭部分（50字程度）のみ表示されます。 

　　　　表示方法：登録ユーザー一覧を押すと表示される登録分野一覧の中から、表示したい分野を選択して

　　　　　　　　　表示します。 

　　　　　　　　　スマートフォン画面では、登録ユーザー一覧はメニュー内にあります。 

９．登録ユーザー紹介ページ 
　　　　表示内容：登録ユーザーの情報を個別に表示します。 

　　　　　　　　　登録したホームページ、Facebook、Twitter へリンクするアイコンも表示されます。 

　　　　　　　　　最後のログインから１年以上経過した無料ユーザーは表示されません。 

　　　　　　　　　ユーザー情報の次に、そのユーザーが登録したイベントがすべて表示されます。 

　　　　表示方法：登録ユーザー一覧かイベント情報掲載者の登録ユーザー名を選択すると表示されます。 

10．ユーザー登録ページ 
　　　　表示内容：新規ユーザーの登録に必要な事項を表示します。 

　　　　表示方法：登録ユーザー募集ページ内のリンク表示や、末尾のユーザー登録を押すと表示されます。 

11．その他のページ 
　ａ）エンジョイいわての紹介ページ　 

　　　　表示内容：エンジョイいわての事業内容を表示します。 

　　　　表示方法：エンジョイいわての紹介を押すと表示されます。 

　　　　　　　　　スマートフォン画面では、エンジョイいわての紹介はメニュー内にあります。 

　ｂ）イベント＆ユーザー登録ページ　 

　　　　表示内容：イベントやユーザー登録に関する情報を表示します。 

　　　　表示方法：イベント＆ユーザー登録を押すと表示されます。 

　　　　　　　　　スマートフォン画面では、イベント＆ユーザー登録はメニュー内にあります。 

　　　　　　　　　サイトＰＲ画像「イベント情報募集中」を押しても表示されます。 



 
　ｃ）プライバシーポリシーの説明ページ 

　　　　表示内容：個人情報等に関する重要事項を表示します。 

　　　　表示方法：ページ末尾のプライバシーポリシーを押すと表示されます。 

　ｄ）掲載情報の誤り連絡ページ 

　　　　表示内容：閲覧者に掲載情報の誤りを連絡していただくための入力フォームを表示します。 

　　　　表示方法：ページ末尾の掲載情報の誤りにお気づきの方はお知らせくださいを押すと表示されます。 

　ｅ）人気イベントランキング 

　　　　表示内容：イベント紹介ページの閲覧数・シェア数・いいね数・ツィート数を元に計測した「エン　

　　　　　　　　　ジョイいわて」内のランキングを表示します。 

　　　　表示方法：常時表示されます。 

12．ユーザー登録 
　ａ）登録内容 

　　　　登録するユーザー情報は、次のとおりです。 

登録項目（★は必須項目） 登録内容 表示場所 

★呼称又は団体名 個人名、芸名、団体名等 一覧ページ・紹介ページ 

★代表者（又は連絡先）の氏名 連絡の窓口となる方 なし 

★代表者（又は連絡先）の住所 連絡の窓口となる住所 なし 

★電話番号 連絡先の電話番号 紹介ページのみ 

★メールアドレス 連絡先のメールアドレス 紹介ページのみ 

　ホームページ ＵＲＬ すべてにアイコンで表示 

　Facebook  ＵＲＬ すべてにアイコンで表示 

　Twitter  ＵＲＬ すべてにアイコンで表示 

★プロフィール情報 文字数制限なし 一覧ページ／冒頭部分のみ 
紹介ページ／すべての情報 

★登録分野（付表１参照） 表示される登録分野から選択 なし 

★ログインユーザー名 アルファベットのみ 
文字数制限なし 

なし 

　ユーザー画像 jpg形式、1.5MB以下、※参照 一覧ページ・紹介ページ 

 
　ｂ）登録方法 

　　　　①ユーザー登録ページの登録フォームに必要事項を記入し、登録を押します。 

　　　　②エンジョイいわて運営事務局からメールで受付・承認待ちのお知らせが届きます。 

　　　　③承認が完了すると、エンジョイいわて運営事務局からメールで登録完了のお知らせとログイン情報

　　　　　（ログインＵＲＬ、ログインメールアドレス、ユーザー名、パスワード）が届きます。 

　ｃ）登録情報の変更 

　　　　①ログイン画面でユーザー名（又はメールアドレス）とパスワードを入力し、ログインします。 

　　　　②ワードプレスの操作画面でプロフィールかプロフィールを変更を押して画面を切り替えます。 

　　　　③プロフィール画面の変更したい項目を修正し、プロフィールを更新を押します。 



 
　ｄ）注意事項 

　　　　・登録分野は、複数選択することができます。登録数の増加に合わせて分野の細分化を進めます。 

　　　　・登録情報に実在しない項目が一つでも含まれる場合は、ユーザー登録ができません。 

　　　　※ユーザー画像は、ユーザー登録完了後に登録情報の変更（プロフィール画面）で登録します。 

　　　　※長方形画像をユーザー画像に登録すると、短辺サイズの正方形にトリミング表示されます。 

　登録を継続したい方は、年に１回以上のログインが必要です。最後のログインから１年以上経過

すると、情報がすべて非表示になり、ログインもできなくなります。同じメールアドレスでは再登

録できませんので、ログインを忘れていた方は直接メールでお知らせください。 

 

13．イベントの登録 
　ａ）登録内容 

　　　　登録するイベント情報は、次のとおりです。 

登録項目（★は必須項目） 登録内容 表示場所 

★イベント名 イベントの名称 一覧ページ・紹介ページ 

　アイキャッチ画像 jpg又はpdf形式、1.5MB以下、※参照 一覧ページ・紹介ページ 

　紹介文 文字数制限なし 一覧ページ／冒頭部分のみ 
紹介ページ／すべての情報 

　紹介文挿入画像 jpg形式、1.5MB以下、※参照 紹介ページのみ 

　イベント開始日 単一日の場合は入力不要 一覧ページ・紹介ページ 

★イベント終了日 単一日の場合はここに入力 一覧ページ・紹介ページ 

★開催時間 開会、開場、開演等 紹介ページのみ 

　別日程 雨天の順延日等 紹介ページのみ 

★開催場所 施設名、部屋名等 紹介ページのみ 

★住所 開催場所の住所 紹介ページのみ 

　駐車場 駐車場の場所、台数、料金等 紹介ページのみ 

　アクセス 開催場所までの交通手段等 紹介ページのみ 

　料金 イベントの入場料、参加料等 紹介ページのみ 

　お問合わせ先 主催者の電話番号・メールアドレス等 紹介ページのみ 

　ホームページ イベントが掲載されたサイトＵＲＬ 紹介ページのみ 

★開催地 サイドバーから選択 開催地ボタンで表示 

★イベントの種類 サイドバーから選択、付表２参照 種類ボタンで表示 

　ｂ）登録方法 

　　　　①ログイン画面でユーザー名（又はメールアドレス）とパスワードを入力し、ログインします。 

　　　　②ワードプレスの操作画面で投稿＞新規追加か＋新規＞投稿を押して画面を切り替えます。 

　　　　③新規投稿追加画面にイベント情報を入力し、公開を押します。 



 
　ｃ）登録情報の変更 

　　　　①ログイン画面でユーザー名（又はメールアドレス）とパスワードを入力し、ログインします。 

　　　　②ワードプレスの操作画面で投稿＞投稿一覧を押して画面を切り替えます。 

　　　　③投稿一覧画面で変更したいイベントの編集を押して画面を切り替えます。 

　　　　④投稿の編集画面で変更したい項目を修正し、更新を押します。 

　ｄ）登録情報の削除 

　　　　①ログイン画面でユーザー名（又はメールアドレス）とパスワードを入力し、ログインします。 

　　　　②ワードプレスの操作画面で投稿＞投稿一覧を押して画面を切り替えます。 

　　　　③投稿一覧画面で削除したいイベントのゴミ箱へ移動を押します。 

　ｅ）注意事項 

　　　　※一覧ページの画像は、すべてのイベントの画像が統一された高さに縮小表示されます。 

　　　　※紹介ページの画像は、幅が大きい場合はページ幅に合わせて縮小表示されます。 

　　　　・登録情報は、公開前に下書きとして保存しておくことができます。 

　　　　・存在しないイベントが登録された場合は、エンジョイいわて運営事務局が削除し、ユーザー登録を

　　　　　解除します。 

　　　　・Pick Up イベントの掲載を希望する方は、メールでお申し込みください。 

14．利用料金 

　ａ）料金体系 

 
 

ユーザー登録 
イベント登録 

登録ユーザー一覧 
への表示 

料　金 
（年額） 

 
一般ユーザー 

無料ユーザー 可　能 　非表示※ 無　料 

有料ユーザー 可　能 表　示 　3,000円※ 

特定ユーザー（公共施設等）　 可　能 表　示 無　料 

　　　　※プレリリースから１年間（2020年3月31日まで）は、すべてのユーザーを無料で登録ユーザー一覧 

　　　　　に表示します。 

　　　　・「公共施設」の分野で登録承認されたユーザーは、特定ユーザーとなります。 

　　　　・Pick Up イベントの掲載料金は、すべてのユーザーが有料（１イベント10,000円）となります。 

　ｂ）請求 

　　　　・有料ユーザーの利用料金は、利用開始時及び有料期限の１ヶ月前にメールで請求いたします。 

　　　　・Pick Up イベントへの掲載料金は、申し込み時にメールで請求いたします。 

　ｃ）支払 

　　　　・料金の支払いは、請求後１ヶ月以内に指定の銀行に振り込んでいただきます。 

　　　　　（振り込み手数料は、ユーザー様の負担とさせていただきます。） 

　　　　・入金を確認できない場合は、有料のサービスを開始（又は継続）いたしません。 

 

 

 

 

 



 
付表１．ユーザー登録分野 

登録分野 対　　象 

公共施設 官庁、文化施設、体育施設、教育施設、福祉施設、公民館、その他 

企業、店舗 百貨店、ショッピングセンター、飲食店、レジャー施設、ホテル、その他 

まちづくり 自治会、商店会、まちづくり団体、その他 

文化団体 文化活動支援団体、民俗芸能団体、文芸・手芸・園芸団体、その他 

芸術団体 アーティスト、芸術団体、伝統芸能団体、企画制作団体、その他 

スポーツ団体 アスリート又はアスリート団体、競技企画団体、その他 

教育団体 子育て団体、学習支援団体、教育研究団体、その他 

福祉団体 各種福祉活動団体 

産業団体 農林水産業、工業、サービス業、観光、その他 

支援団体 イベント機材、技術支援、印刷、物販、スタッフ、その他の支援団体 

その他 上記のいずれにも当てはまらない団体 

 

付表２．イベントの種類 

種類 対　　象 

文化 お祭り、季節行事、民俗芸能、文芸、手芸、園芸、その他 

芸術 音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、美術、その他 

スポーツ 競技スポーツ、レジャー、健康づくり、その他 

教育 子育て、学校教育、社会教育、生涯学習、その他 

産業 農林水産業、工業、製造業、建設業、サービス業、観光、その他 

福祉 児童福祉、障がい者福祉、医療福祉、老人福祉、生活保護、その他 

募集 参加、出演、出場、出展、提供、出店、協力、スタッフ、その他 

 

付表３．バージョン情報 

Ver.No. 更新内容 

Ver.1.0 プレリリース用として初版発行 

Ver.1.1 運営協力法人の連絡先を訂正 

Ver.1.2 付表３．バージョン情報を追加 

Ver.1.3 「イベント情報＆登録ユーザー募集」を「イベント＆ユーザー登録」に変更 
「イベント広告」を「Pick Up イベント」に変更し、関連する説明文を修正 

 

 



 
 

 

サイトユーザーの関係図 

　　  

 

 

表示画面の作図 

　　  

 

 

 

 

 



 
サイトの構成図の作図 

　　  

 


