
仕 様 書 

 本仕様書は、一般社団法人ツーリズムとよた（以下、「甲」という。）が請負付託する「令
和３年度豊田市観光マーケティング調査等業務委託」に関して、受注者（以下、「乙」とい
う。）が実施すべき業務内容について記載したものである。 

１ 目的 
甲が取り組む観光施策の効果（ＫＧＩ及びＫＰＩ）を把握するための調査を行うととも

に、各事業に関するマーケティング・マネージメントを行うことを目的とする。 

２ 委託期間 
  契約日の翌日から令和４年３月２０日 

３ 委託場所 
  豊田市小坂本町地内ほか 

４ 業務内容 
  すべての業務において、甲と協議を行いながら、実施していくこと。 
（１）市内観光地対面アンケート調査 
  ア 目的 
    市内の主要観光地の来訪状況、満足度、観光消費額などを把握して、これまでの取

組の検証並びに今後の取組の方向性を検討する基礎データを作成することを目的と
する。 

  イ 業務内容 
    企画書の作成（調査対象の施設管理者等との事前調整含む）、調査票の作成、調査

実施、回収した調査票のデータ化、集計・分析、報告書の作成を行うこと。 
  ウ 調査対象・内容 
    別紙１のとおり 
  エ 把握するＫＧＩ及びＫＰＩ 
   ・観光宿泊客一人当たりの観光消費額 

・観光日帰り客一人当たりの観光消費額 
  オ 報告書の作成 
    グラフ等を活用し、観光マーケティングの知見がないものにも分かりやすいもの

とすること。報告書には、少なくとも調査概要、調査結果（グラフを含む）、調査結
果に関する考察と観光客の受入に関する改善点を記載すること。 

（２）インターネット調査 
  ア 目的 
    市内にある観光地等の認知度や関心度等を生活者視点で捉えるとともに、豊田市

の観光情報の接触メディアや来訪時の評価及び観光ブランドの浸透度等を把握する



ことを目的とする。 
イ 業務内容 

    企画書の作成、調査票の作成、調査実施、集計・分析、報告書の作成を行うこと。 
  ウ 調査対象・内容 
    別紙２のとおり 
  エ 把握するＫＧＩ及びＫＰＩ 
   ・観光客満足度 
   ・観光客リピート率（豊田市全体） 
   ・主な観光資源の認知度（県内） 
   ・市内観光資源の市民推奨度 

オ 報告書の作成 
    グラフ等を活用し、観光マーケティングの知見がないものにも分かりやすいもの

とすること。報告書には、少なくとも調査概要、調査結果（グラフを含む）、調査結
果に関する考察と観光客の受入に関する改善点を記載すること。 

（３）ＳＮＳ分析調査 
  ア 目的 
    SNS 上の発言内容や拡散経路等を確認し、甲の WEB プロモーション施策等に活

用していくことを目的とする 
イ 業務内容 

    企画書の作成、調査対象の選定、調査実施、集計・分析、報告書の作成を行うこと。 
  ウ 調査対象の SNS 
    Twitter・Facebook・Instagram 
  エ 報告書の作成 
    グラフ等を活用し、観光マーケティングの知見がないものにも分かりやすいもの

とすること。報告書には、少なくとも調査概要、調査結果（グラフを含む）、調査結
果に関する考察と SNS発信に関する改善点を記載すること。 

（４）事業立案・検証調査 
  ア 目的 
    市内のイベントまたはツーリズムとよたが実施した事業の効果を検証するための

調査を実施するとともに、今後の観光施策立案に向けた基礎データの収集を目的と
する。 

  イ 業務内容 
    調査対象のイベント・事業の効果検証に適した調査方法の提案、企画書の作成（施

設管理者等の調査対象との事前調整含む）、調査票の作成、調査実施、回収した調査
票のデータ化、集計・分析、報告書の作成を行うこと。 

  ウ 調査対象・内容 



    調査対象等の詳細は、甲と協議の上、決めること。 
 イベント・事業 有効回収サンプル数 

１ 市内大規模スポーツイベント（１回） 主催事業者等と協議の上設定 

２ 中山間地域アクティビティ事業（１回） 主催事業者等と協議の上設定 

３ その他必要な調査（１回） 甲と協議の上設定 

  エ 報告書 
    グラフ等を活用し、観光マーケティングの知見がないものにも分かりやすいもの

とすること。報告書には、少なくとも調査概要、調査結果（グラフを含む）、調査結
果に関する考察と改善点の助言を記載すること。 

（５）豊田市商業観光課実施の宿泊動向調査の集計・分析等 
  ア 目的 
    市内宿泊施設の宿泊者数などを把握して、今後の取組の方向性を検討する基礎デ

ータを作成することを目的とする。 
  イ 業務内容 
    豊田市商業観光課が年４回（４月、７月、１０月、１月）実施する宿泊動向調査の

調査票の作成及び調査結果データの集計・分析、報告書の作成を行うこと。 
   ※４月分の調査票については作成済み 
  ウ 報告書 
    グラフ等を活用し、観光マーケティングの知見がないものにも分かりやすいもの

とすること。報告書には、少なくとも調査概要、調査結果（グラフを含む）、調査結
果に関する考察と改善点の助言を記載すること。 

（６）甲の会員事業者や地区観光協会等への調査結果報告会の実施 
  ア 目的 

上記調査の結果を地区観光協会や調査施設等にフィードバックすることで、観光
客受入のスキルアップを図る。 

  イ 業務内容 
    次の調査について、調査対象の施設等と周辺の観光関連事業者、地区観光協会等に

向けた調査結果報告会を実施する。原則、対面でのセミナー形式での実施とするが、
新型コロナウイルスの感染状況によっては書面等での開催もありうる。 

  （ア）市内観光地対面アンケート調査…９回 
  （イ）事業立案・検証調査…３回 
  （ウ）すべての調査結果…１回 

５ 調査結果の報告に関する事項 
（１）宿泊動向調査以外の各調査についてサマリーを作成し、調査データ（個々の回答デー

タと集計データ）とともに報告書として、甲へ提出すること。 
（２）甲が求めるクロス集計などの追加事項に対し、適宜、対応すること。 



（３）報告書のデータ形式等については、甲と協議のうえ決定すること。 
（４）インターセプト法を用いた自記式調査に関しては、乙が調査票をＰＤＦ形式にてスキ

ャニングして甲にデータを提出すること。個人情報が記載された調査票については、調
査データ（個々の回答データと集計データ）とともに甲に提出すること。 

６ 成果品 
（１）次の調査終了後の個別報告書の電子データ（CD-R） 
  ア 市内観光地アンケート調査 各１部（９地点分） 
  イ インターネット調査 各１部（３調査分） 
  ウ 宿泊動向調査集計・分析 １部 
  エ 事業立案・検証調査 各１部（３調査分） 
  オ ＳＮＳ分析調査 令和３年３月から５月、６月から８月、９月から１１月、１２月

から令和４年２月の調査結果を各１部 
（２）「１１月末までに実施した調査結果を取りまとめた報告書」電子データ（CD-R）１部 
（３）「本年度実施した調査結果を取りまとめた報告書」 電子データ（CD-R）１部 

印刷物１０部 
（４）「報告書内に掲載された表、グラフ等のデータ及び各調査の回答・集計の元データ」 

電子データ（CD-R）１部 

７ 業務管理 
契約後、業務計画を策定し、甲の承認を得ること。乙は、マーケティング・マネージメ

ントに知見があり（著書・研究論文等）、同時に円滑に業務の推進を進めるため、行政又
は観光振興団体の事業計画、経営計画又はそれに類似した業務を行った経験のある者を
配置し、業務の停滞がないよう⼗分な体制を整えること。また、本契約の履行にあたって
は、業務意図及び目的を⼗分に理解したうえで、適切な技術の発揮又は提案をするように
努めなければならない。 

８ 打合せ 
甲との協議は月１回以上必要に応じて行い、甲の観光マーケティングのスキルアップ

につながる情報を積極的に提供すること。必要に応じて、乙が議事録を作成すること。 

９ 支払の特記 
委託料の支払整理日は、１２月２０日及び業務完了時とし、２回払の均等割とする。た

だし、１２月２０日の支払額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数金額の
合計を最終回に合わせて支払うものとする。 

１０ その他 
（１）本業務は、甲と⼗分な連絡調整のもとに行うものとする。 
（２）本業務を実施することにより、知り得た個人情報について、漏洩等の防止、その他の



個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、本業務以外の目的以外
に使用し、又は第三者に提供してはならない。これらのことは、本業務終了後において
も同様とする。 

（３）本仕様書に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合には、その都度協議し決定す
る。 

（４）報告書提出後、甲が検査して完了と認めたものについて、受託者が甲に対して支払い
を求めることができる。 

  



別紙１ 
市内観光地対面アンケート調査について 
１ 調査方法 

インターセプト法を用いた自記式調査 
２ 調査場所・有効回収サンプル数・調査予定時期等 

甲が指定する市内９観光スポットにおいて、詳細を甲と協議の上、実施すること。 

〇調査対象市内観光地 

 観光地 
有効回収 

サンプル数 
調査予定 実査日数 

調査員 

延べ人数 

1 鞍ヶ池公園 １００件以上 9月 ２日間以上 ４人 

2 豊田市美術館 １００件以上 9月上旬 ２日間以上 ４人 

３ 松平郷・王滝渓谷 １００件以上 8月 ２日間以上 ４人 

４ 愛知県緑化センター １００件以上 11月 ２日間以上 ４人 

５ 小原四季桜 ２５０件以上 11月 ４日間以上 ８人 

６ 香嵐渓 足助屋敷 ２５０件以上 11月 ４日間以上 ８人 

７ 三河湖 香恋の館 １００件以上 ７月 ２日間以上 ４人 

８ 旭高原元気村 １００件以上 ８月 ２日間以上 4人 

９ 
どんぐりの里いなぶ・ 

どんぐりの湯 
１００件以上 ８月 ２日間以上 ４人 

※ ウイルス感染対策等を⼗分に図り、調査実施場所で密集状態が起こらないように配
慮して実施すること。 

※ 回収したサンプル中の調査項目に無回答がないよう調査を実施すること。 
３ 調査項目 

次の項目について調査すること。ただし、本市観光等に関する現状把握及び甲のＫＧ
Ｉ・ＫＰＩ進捗並びに観光施策の成果等の把握のために必要な調査項目があれば、乙は積
極的に提案し、甲と協議のうえ決定すること。 

（１） 当日の外出目的 
（２） 同伴者 
（３） 交通手段 
（４） 接触メディア 
（５） 滞在時間 
（６） 来訪頻度 
（７） 分野ごとの満足度と総合満足度 
（８） 推奨度 
（９） 来訪前後の市内立ち寄り先 
（10） 市内支出額 



（11） 宿泊状況／宿泊場所 
（12） 当日の市内観光立ち寄り先 
（13） 性別／年代／職業／居住地 
（14） その他各地点での事業検証項目 
４ アンケート協力者へのインセンティブ 

対面アンケート調査では、甲が提供するノベルティを協力者に対し手交すること。なお、
配布数は１サンプルにつき１個とし、拒否された場合は手交しなくてよい。  



別紙２ 
 
インターネット調査について 
１ 調査方法 

インターネット調査 
２ 調査対象・有効回収サンプル数・調査予定時期等 
 〇インターネット調査一覧 

  有効回収サンプル数 調査予定 

1 夏季調査 ４２０件以上 ７月 

２ ブランディング調査 ４２０件以上 協議 

３ 冬期調査 ２，１６０件以上 １２月 

 〇夏季調査・ブランディング調査サンプル内訳 

  
男性 

４０歳未満 

男性 

４０・５０代 

男性 

６０歳以上 

女性 

４０歳未満 

女性 

４０・５０代 

女性 

６０歳以上 

愛知県 

（豊田市を含む） 
７０ ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ 

 〇冬期調査サンプル内訳 

  
男性 

４０歳未満 

男性 

４０・５０代 

男性 

６０歳以上 

女性 

４０歳未満 

女性 

４０・５０代 

女性 

６０歳以上 

愛知県 

（豊田市を含む） 
７０ ７０ ７０ ７０ ７０ ７０ 

岐阜県 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

三重県 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

静岡県 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

長野県 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

東京都 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

大阪府 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

石川県 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

３ 調査項目 
（１）夏季調査 

ａ 市内観光地等の認知度・関心度 
ｂ 豊田市の観光情報接触度 
ｃ 豊田市観光情報の接触メディア 

  ｄ プロモーションによる豊田市への来訪意向の変化 
  ｅ ツーリズムとよた認知度 



  ｆ 性別・年代・居住地等の属性 
  ｇ その他必要な項目 
（２）ブランディング調査 

ａ ツーリズムとよたブランドイメージ（Try it!Toyota さあ、とよたいけん）認知度 
ｂ 豊田市観光情報接触度 
ｃ 接触メディア 

  ｄ 来訪意向の変化 
  ｅ ツーリズムとよた認知度 

ｆ 性別・年代・居住地等の属性 
  ｇ その他必要な項目 
（３）冬期調査 

ａ 市内観光地等の認知度・関心度 
ｂ 豊田市の観光情報接触度 
ｃ 豊田市観光情報の接触メディア 

  ｄ プロモーションによる豊田市への来訪意向の変化 
  ｅ 市内観光地等（２０地点）への来訪経験 
  ｆ 市内観光地等（２０地点）のリピート度 
  ｇ 愛知県内の観光地等への出向頻度 
  ｈ 豊田市内の観光地等への出向頻度 
  ｉ 直近来訪での市内立ち寄り先 
  ｊ 直近来訪満足度 
  ｋ 直近来訪良かった点 
  ｌ 市民観光推奨度 
  ｍ 観光テーマ別の関心度 
  ｎ ツーリズムとよた認知度 
  ｏ その他必要な項目 
４ その他 
  設問「市内観光地等の認知度・関心度」「ａ ツーリズムとよたブランドイメージ（Try 

it!Toyota さあ、とよたいけん）認知度」について、甲の提供するイメージ画像を調査画
面に表示できるようにすること。 

 
 


