
宿泊施設におけるおもてなし品質向上に向けた改善取組支援業務委託 

仕様書 

 

１ 事業目的 

  一般社団法人東紀州地域振興公社（以下「公社」という。）では、東紀州地域（以

下「当地域」という。）の観光関係事業者等と共に、当地域を訪れる旅行者が安心、

安全、快適に旅行を楽しめるための観光地域づくりを進めているところである。 

  本事業では、当地域において、旅行者がより快適に過ごせるよう、宿泊施設にお

けるおもてなし品質の向上に向けた改善取組を支援することを目的とする。 

 

２ 契約期間 

 契約締結日から令和４年３月 18日（金）まで 

 

３ 事業内容 

（１）宿泊施設利用者にかかる意識調査結果の把握 

公社が別事業で実施する観光を目的とした宿泊施設の利用者にかかる意識調査

（以下「宿泊施設利用者意識調査」という。）の結果について、公社から提供する

内容を十分に把握すること。 

【宿泊施設利用者意識調査にかかる参考情報】 

①調査項目案 

全体で10問程度を想定し、現段階での調査項目案は以下のとおり。 

・宿泊施設を選んだ理由について（以下の項目から１つだけ回答） 

□立地 □食事 □温泉 □料金 □サービス □その他（ ） 

・宿泊施設を知ったきっかけについて（以下の項目から１つだけ回答） 

□テレビ、ラジオ □新聞、雑誌 □チラシ、パンフレット □施設のホームページ 

□インターネットでの宿検索 □旅行代理店の紹介 □ＳＮＳ □家族、知人の紹介 

□その他（   ） 

・フロントでの従業員の接客・対応に関する満足度について（７段階評価） 

〔７：大変満足 ６：満足 ５：やや満足 ４：どちらでもない ３：やや不満 ２：不満 １：大変不満〕 

・食事の際の従業員の接客・対応に関する満足度について（７段階評価） 

・その他の場面での従業員の接客・対応に関する満足度について（７段階評価） 

・客室の快適性について（７段階評価） 

・食事の内容に関する満足度について（７段階評価） 

・その他改善が必要と思われる点について（自由記入） 

②調査対象 

３宿組合（くまの宿組合、尾鷲環境衛生旅館組合、古里観光協会）に加入している 29 施設の

内、25施設 

 



③調査期間 

 令和３年 10月１日から 11月 30日まで（予定） 

④調査結果のまとめ 

・個々の施設に係る報告書 令和３年 12月 17日までに提出（予定） 

・地区別、事業種別に係るもの 令和３年 12月 24日までに提出（予定） 

※報告書には、個々の施設、地区別、事業種別の課題も記載予定 

 

（２）宿泊施設によるセルフチェックの支援及び確認 

各宿泊施設のおもてなしにかかる取組の現状を客観的に把握するため、すべて

の施設がセルフチェックを行えるよう必要に応じてサポートするとともに、チェ

ック内容が適切に記載されているか、必要に応じ施設へのヒアリングや現地確認

を行い、内容を確認する。 

なお、セルフチェックにかかる項目は受託者側において作成することとし、内

容についは公社と協議のうえ確定する。 

当該業務については、令和４年１月末までに行うものとする。 

【セルフチェックにおけるの留意事項】 

・施設の規模や種類（ホテル、旅館、ゲストハウス等）に限らず、どのような施設

でも取組状況を確認できる内容とすること。 

・今後、宿泊施設において、継続的に改善取組の状況が確認できるものとすること。 

 

（３）個々の宿泊施設における課題抽出及び整理 

上記（１）の宿泊施設利用者意識調査の結果及び（２）宿泊施設におけるセル

フチェックの結果を踏まえて、個々の宿泊施設のおもてなしにかかる課題を改善

取組項目ごとに抽出し整理する。 

なお、課題整理については、地区別、事業種別にも行うこと。 

【改善取組項目例】 

・ホームページ等の情報内容  ・予約方法    ・接客対応 

・客室や施設の快適性     ・食事サービス  など 

 

（４）専門的な視点による改善取組の提案 

①改善取組提案の基本事項 

上記（３）において抽出・整理した個々の宿泊施設のおもてなしにかかる課題

に対し、当該宿泊施設において実施が望まれる改善取組の提案を、必要に応じて

宿泊施設へ訪問するなど、現地の状況をふまえて行うこと。この場合、以下の点

について留意すること。 

【改善取組提案の留意事項】 

・提案内容は、対象施設の規模や経営形態等に応じて、多額な設備投資を伴わない

実施可能な内容であること。 



・提案内容の実現に一定期間を要すると考えられる場合は、今後の取組のロードマ

ップとなるように内容をまとめること。 

②専門家の派遣 

専門的な視点による提案については、個々の改善取組項目に知見を有する専門

家の派遣等も可能とする。この場合、当該専門家の派遣は、受託者側において実

施することとし、事前に公社と派遣者の内容等について協議すること。 

③実施件数、その他 

当該業務は、令和４年２月末までに６件以上行うこととし、個々の宿泊施設に

おいて改善取組が速やかに行われた事例がある場合は、その内容について記録し、

整理すること。 

 

（５）宿泊施設改善取組にかかる仕組みの提案 

上記（１）～（４）の業務を通じ、今後、個別の宿泊施設が自主的におもてな

しの改善取組を継続して実施でき、その成果が宿泊施設側に実感できるような仕

組み等を提案すること。 

なお、上記の改善取組は、本業務も含め３年間で約 100 宿泊施設に対象を拡大

して実施することを目標とする。 

 

４ 見積限度額 

 4,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

 

５ 業務完了後の提出書類 

（１）成果品       業務実績報告書 ３部 

業務実績報告書概要 ３部 

（様式は任意とする） 

上記提出物の電子データ一式 

（２）成果品の提出期限  令和４年３月 18日（金）17時 

（３）成果品の提出場所  一般社団法人東紀州地域振興公社 

（三重県熊野市井戸町 371 三重県熊野庁舎２階） 

 

６ その他 

（１）業務実施の条件 

① 本委託業務の実施にあたっては、随時、実施内容を公社と協議しながら進め

るものとし、そのほか本業務仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が

生じた場合は、両者協議により、業務を進めるものとする。 

② 本委託業務の進捗及び事業費執行の状況について、業務監督職員の求めがあ

った場合には、速やかに経過報告書を提出するものとする。 

 



（２）業務遂行 

本委託業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受注者は業務監督職員と密接

な連携を図りつつ、業務の運営や事務処理等の作業を主体的に進めるものとする。 

（３）再委託 

再委託を行う場合は、事前に公社の了解を取り付け、再委託先事業者の管理監

督を行うこと。なお、再委託先に対して、業務遂行上必要に応じて業務監督職員

が直接に指示監督する場合がある。 

（４）資料等の作成 

成果品や本委託業務の過程で作成する書類は、パワーポイント・WORD・EXCEL 形

式等、公社において二次利用可能な形式にて作成するものとする。本委託業務に

より得られた成果品等の著作権、利用権は公社に帰属するものとする。 

（５）留意事項 

① 全体を通じ、仕様書以外で事業に追加することで高い効果が期待できる内容

がある場合には、積極的に提案すること。 

② 受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。

また、業務完了後も同様とすること。 

③ 契約期間内の各業務に係る経費は、すべて当初の契約金額に含むこと。 

 

 

  



 

 

 

事業対象施設一覧

名称 住所 宿組合

熊野市 早苗旅館 熊野市磯崎町2-1 01 くまの宿組合

熊野市 ビジネスホテルみはらし亭 熊野市井戸町555-4 01 くまの宿組合

熊野市 海ひかり 熊野市井戸町1020-7 01 くまの宿組合

熊野市 ビジネス旅館潮音 熊野市有馬町4633 01 くまの宿組合

熊野市 熊野倶楽部 熊野市久生屋町1430 01 くまの宿組合

熊野市 入鹿温泉　瀞流荘 熊野市紀和町小川口158 01 くまの宿組合

熊野市 山里民泊あかくら 熊野市育生町赤倉594-1 01 くまの宿組合

熊野市 ホテルなみ 熊野市大泊町772-1 01 くまの宿組合

熊野市 紀南荘 熊野市井戸町614-3 01 くまの宿組合

熊野市 ビジネスホテル河上 熊野市井戸町446-15 01 くまの宿組合

熊野市 旅の宿はるさめ 熊野市久生屋町748-1 01 くまの宿組合

熊野市 湯ノ口温泉 熊野市紀和町湯ノ口10 01 くまの宿組合

熊野市 農家民宿Mｔ.ＨＯＩＲＯ 熊野市飛鳥町佐渡477 01 くまの宿組合

尾鷲市 民宿　紀文 尾鷲市矢浜岡崎町123-2 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 民宿　福嶋 尾鷲市座ノ下3756-2 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 シティホテル望月 尾鷲市坂場町5-3 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 ホテル　ビオラ 尾鷲市北浦町1-4 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 ビジネスホテル末広 尾鷲市末広町2-17 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 ビジネスホテル胡蝶館 尾鷲市野地町13-2 02 尾鷲環境衛生旅館組合

尾鷲市 おわせビジネスホテル 尾鷲市野地町1-2 02 尾鷲環境衛生旅館組合

紀北町 酒蔵と地魚の宿　桃太郎 北牟婁郡紀北町古里1065 03 古里観光協会

紀北町 うまし宿　漁亭　美乃島 北牟婁郡紀北町古里1125 03 古里観光協会

紀北町 料理民宿　美浜 北牟婁郡紀北町古里1138-2 03 古里観光協会

紀北町 浜辺の宿　さざなみ 北牟婁郡紀北町古里1123-1 03 古里観光協会

紀北町 四季活魚の宿　紀伊の松島 北牟婁郡紀北町古里1057 03 古里観光協会

別紙１ 


