
東紀州地域マーケティング調査・分析業務委託 仕様書 

 

１ 業務の目的 

 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。）を訪れる旅行者の実態を把握するため、これまで調査・分析に取り組んできたところである。今

年度は、熊野古道客の実態調査を充実させるとともに、当地域の観光客や宿泊客に対してニーズや動向

を調査することで、当地域全体の観光客の実態を把握し、今後の観光戦略の策定や当地域への誘客促進

に資するデータを得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 調査内容 

（１）各調査の概要 

  ① 熊野古道客調査 

  （ア）目的 

     熊野古道伊勢路を訪れた観光客に対し、古道訪問のきっかけや情報入手方法、来訪の際の課

題等を把握し、リピーターの確保や情報拡散、周遊性の改善等につなげる。 

  （イ）対象/方法 

     熊野古道伊勢路を訪れた観光客を対象に、QRコードを用いた Web 上での調査を実施する。 

  （ウ）調査項目案 

    ・基本属性（居住地・性別・年代、同行者） 

・熊野古道伊勢路を訪問した主なきっかけ 

（「古道の歴史・文化が好きだから」「 ウォーキングを楽しむため」等、14項目程度を例示

して上位３つまで回答） 

・熊野古道伊勢路への訪問の参考にした主な情報源 

（「雑誌」「テレビ・映画」等、10項目程度を例示して上位２つまで回答） 

・年間の山歩き回数（５項目程度を例示して１つだけ回答） 

・熊野古道伊勢路を訪れて、不満に感じたことや改善してほしいこと 

（「古道の情報が得にくい」「交通アクセスが悪い」等、13 項目程度を例示して複数回答） 

・今回の旅行で、他に歩く熊野古道伊勢路の峠・ルート 

（峠・ルートの名称を 17項目例示して複数回答） 

・今までに歩いたことのある、あるいは今後歩いてみたいと思う熊野古道伊勢路の峠・ルート

（峠・ルートの名称を 17項目例示して複数回答） 

・熊野古道伊勢路以外で今までに歩いた、あるいは今後歩きたい熊野古道 

（伊勢路以外の峠・ルートの名称を７項目例示して複数回答） 

・今回の旅行での熊野古道伊勢路以外の立寄先とその目的 

（施設名と目的を自由記入、複数回答） 



・今回の旅行で利用した交通機関（11項目程度例示して複数回答） 

・熊野古道伊勢路を訪問した満足度・再来訪意向・他者紹介意向（それぞれ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〕 

 〔７：大変そう思う ６：そう思う ５：やや思う ４：どちらでもない ３：あまり思わない 

２：思わない １：全く思わない〕 

  （エ）その他参考 

熊野古道客調査については、平成 27 年度、平成 28 年度、令和元年度、令和２年度にも、特

定の峠で類似の調査を実施している。 

 

  ② 観光施設等利用者調査 

  （ア）目的 

     当地域を訪れた観光客に対し、観光目的や施設・体験・サービス等の利用にかかるニーズを

把握し、受入環境の整備や効果的な情報発信などにつなげる。 

  （イ）対象/方法 

     道の駅、観光案内所等の観光施設を訪れた観光客を対象に、QRコードを用いた Web 上での調

査を実施する。 

  （ウ）調査項目案 

    ・基本属性（居住地・性別・年代・同行者） 

・東紀州地域を訪れた主な目的 

（「熊野古道」「温泉」「食事」等、16 項目程度を例示して上位３つまで回答） 

・東紀州地域への訪問回数（回数に関して８項目程度を例示して１つだけ回答） 

・今回の旅行での宿泊先と宿泊日数 

（「日帰り」「東紀州地域内」「三重県内の他地域」「和歌山県内」「その他の地域」から選択

し宿泊日数を記入） 

・今回の旅行で利用した交通機関（11項目程度例示して複数回答） 

・東紀州地域への訪問の参考にした主な情報源 

（「雑誌」「テレビ・映画」等、11項目程度を例示して上位２つ回答） 

    ・今回の旅行の中で、特に良かったと感じたこと 

（「熊野古道」「食事」「ショッピング」等、９項目程度を例示して上位２つ回答） 

・今回の旅行の中で、不満に感じたことや改善してほしいこと 

（「観光案内が不十分」「無料 Wi-Fi が使えない」「駐車場が少ない」等、14項目程度を例示

して複数回答） 

・東紀州地域内・地域外の立寄先と目的（施設名と目的を自由記入、複数回答） 

・東紀州地域滞在中の消費額（交通費、宿泊費、土産代、飲食費、入場料、その他の項目ごと

に自由記入） 

 

 



・東紀州地域を観光した際の満足度・再来訪意向・他者紹介意向（それぞれ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〕 

 〔７：大変そう思う ６：そう思う ５：やや思う ４：どちらでもない ３：あまり思わない 

２：思わない １：全く思わない〕 

・（今回の旅行で宿泊された方）宿泊利用の満足度（満足度について７段階評価） 

・（今回の旅行で食事をされた方）食事内容の満足度（満足度について７段階評価） 

・（今回の旅行で観光体験をされた方）体験内容の満足度（満足度について７段階評価） 

  （エ）その他参考 

     観光施設等利用者調査については、令和２年度に国内（関東、関西、中部エリア在住）300 人

を対象とした類似の調査を実施している。 

 

  ③ 宿泊施設利用者調査 

  （ア）目的 

     観光を目的とした宿泊施設の利用者に対し、当該施設で提供されるサービス等のニーズや満

足度等を把握し、宿泊施設におけるサービス等の改善・向上等につなげる。 

  （イ）対象/方法 

     対象の宿泊施設を観光目的で利用する者を対象に、QRコードを用いた Web 上での調査を実施

する。 

  （ウ）調査項目案 

・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）各調査の設問数 

設問数は、「熊野古道客調査」は基本属性を含み 15問程度、「観光施設利用者調査」は基本属性

を含み 20問程度、「宿泊施設利用者調査」は 10問程度を想定している。 



（３）各調査対象 

調査対象は、熊野古道客調査が 17峠・ルート、観光施設利用者調査が 11施設、宿泊施設利用者

調査が 29施設を予定している。（別紙１「調査対象施設一覧」を参照） 

（４）調査スケジュール 

熊野古道客調査 観光施設等利用者調査 宿泊施設利用者調査 

・調査票作成 

・Web アンケートシステム構築 

・調査用資材の作製 

 令和３年９月 17 日（金）まで 

・調査期間 

令和３年 10 月１日（金）から 

令和４年２月 27 日（日）まで 

・集計・分析 

令和４年２月 28 日（月）から 

令和４年３月 18 日（金）まで 

・報告書提出 

令和４年３月 18 日（金）まで 

・調査票作成 

・Web アンケートシステム構築 

・調査用資材の作製 

 令和３年９月 17 日（金）まで 

・調査期間 

令和３年 10 月１日（金）から 

令和４年２月 27 日（日）まで 

・集計・分析 

令和４年２月 28 日（月）から 

令和４年３月 18 日（金）まで 

・報告書提出 

令和４年３月 18 日（金）まで 

・調査票作成 

・Web アンケートシステム構築 

・調査用資材の作製 

 令和３年９月 17 日（金）まで 

・調査期間 

令和３年 10 月１日（金）から 

令和３年 11 月 30 日（火）まで 

・集計・分析 

令和３年 12 月２日（木）から 

令和３年 12 月 24 日（金）まで 

・報告書提出① ※１ 

令和３年 12 月 17 日（金）まで 

・報告書提出② ※２ 

令和３年 12 月 24 日（金）まで 

※１：個々の施設の調査結果に関する集計、分析の報告書 

※２：地区別、事業種別の調査結果に関する集計、分析の報告書 

 

４ 業務内容 

（１）アドバイザリー業務 

  ① 公社が調査票を作成するに際し、設問内容等について、専門的な助言・提案を行うこと。 

  ② 公社が実施する QR コードを利用した Web アンケートシステムの構築について、専門的な助

言・提案を行うこと。 

  ③ 上記の助言・提案については、電話、メール等を用いた相談に加え、必要に応じてオンライン

会議等を用いて行うこと。 

 

（２）調査実施方法の提案 

  ① 各調査の実施方法について、必要な回答数が得られるよう、効果的な実施方法を提案するこ

と。 

  ② 上記の提案については、必要に応じてオンライン会議等を用いた打ち合わせを行うこと。 

  ③ 「熊野古道客調査」「観光施設等利用者調査」については、有効回答数の合計がそれぞれ 400

件以上になるように、調査の実施方法を提案すること。 

  ④ 「宿泊施設利用者調査」については、各調査実施施設における有効回答数が 20件以上（客室

数が４部屋以下の施設については有効回答数が 10件以上）となるように、効果的な調査の実施



方法を提案すること。 

 

（３）調査実施のための資材作製 

① ４（２）の提案の具体化に必要となる資材の作製を行うこと（例：対象施設に設置する QR コ

ードを印字した案内表示物）。なお、資材作製に当たっては、事前に公社と協議すること。また

作製物に関しては、各調査開始 14日前までに公社へ納入すること。 

② 上記作製物の対象施設への設置等に関しては、基本的に公社が実施する。 

 

（４）集計・分析及び報告書の作成 

  ① 公社が出力した３種類の調査データ（CSV データ等）を分析し、それぞれの調査報告書を作成

すること。 

  ② 設問ごとの各属性でのクロス集計を実施する等、様々なアプローチから分析を行い、報告書に

記載すること。 

  ③ 調査の目的達成において、有効な集計方法、分析方法がある場合は提案すること。 

  ④ 報告書の様式は任意とするが、調査ごとに以下の項目は必ず記載すること。 

熊野古道客調査 観光施設等利用者調査 宿泊施設利用者調査 

①本業務の実績 

②峠・ルート別の集計・分析結果 

③分析結果に基づく当地域の課題 

④課題改善のための今後の戦略に

対する提案 

①本業務の実績 

②集計・分析結果 

③分析結果に基づく当地域の課

題 

④課題改善のための今後の戦略

に対する提案 

①本業務の実績 

②個々の施設、地区別、事業

種別の集計、分析結果 

③ ②の結果に基づく、個々の

施設、地区別、事業種別の

課題 

 

５ 見積限度額 

  5,000,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

 

６ 業務完了後の提出書類 

（１）成果品 

  ①業務実施結果報告書 

    紙媒体３部 電子媒体１部 

  ②業務実施結果報告書概要 

    電子媒体１部 

 

（２）成果品の提出期限 

  令和４年３月 18 日（金） 

 

（３）成果品の提出場所 

  〒519－4393 



三重県熊野市井戸町 371 

一般社団法人東紀州地域振興公社 観光課（三重県熊野庁舎２階） 

 

７ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査対象施設一覧                                別紙１                                     

熊野古道客調査対象峠一覧 

峠・ルート名 年間来訪者数推計値(R2 年) 

（人） 

R1 年 10 月～R2 年２月の 

合計来訪者数推計値 （人） 

ツヅラト峠 8,762 6,621 

荷坂峠 7,478 5,324 

一石峠・平方峠 1,139 825 

三浦峠 3,454 2,222 

始神峠 5,530 4,799 

馬越峠 25,632 11,983 

八⿁山越え 4,066 2,818 

三木峠・羽後峠 2,664 2,367 

曽根次郎坂・太郎坂 2,765 2,300 

二木島峠・逢神坂峠 1,935 1,441 

波田須の道・大吹峠 3,118 2,055 

観音道 1,658 1,125 

松本峠 33,598 15,496 

横垣峠 373 321 

風伝峠 4,260 2,863 

通り峠 4,469 3,319 

浜街道 115,505 89,136 

 

観光施設利用者調査対象施設一覧 

名称 住所 年間入込客数(R2) 

（人） 

R1 年 10 月～R2 年２月

の入込客数    （人） 

道の駅「紀伊⾧島マン

ボウ」 

紀北町東⾧島 2410-73 395,214 176,901 

紀北 PA 始神テラス 紀北町三浦 600 438,710 241,070 

道の駅「海山」 紀北町相賀 1439-3 113,268 36,779 

キャンプ inn 海山 紀北町便ノ山 271 21,509 5,136 

おわせお魚市場おとと 尾鷲市古戸野町 2-10 243,556 112,599 

県立熊野古道センター 尾鷲市向井 12-4 90,091 63,316 

⿁ヶ城センター 熊野市木本町 1835-7 191,079 99,335 

道の駅「熊野・花の窟」 熊野市有馬町 137 152,677 83,949 

道の駅「熊野・板屋九郎

兵衛の里」 

熊野市紀和町板屋 82 92,802 49,283 



道の駅「パーク七里御

浜」 

御浜町阿田和 4926-5 138,533 62,889 

道の駅「紀宝町ウミガ

メ公園」 

紀宝町井田 568-7 149,582 65,378 

 

宿泊施設利用者調査対象施設一覧 

  名称 住所 宿組合 客室数 

熊野市 早苗旅館 熊野市磯崎町 2-1 01 くまの宿組合 5 

熊野市 民宿 ハタイ 熊野市木本町 217 01 くまの宿組合 11 

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 24 

熊野市 海ひかり 熊野市井戸町 1020-7 01 くまの宿組合 30 

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 8 

熊野市 熊野倶楽部 熊野市久生屋町 1430 01 くまの宿組合 40 

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 28 

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 1 

熊野市 ホテルなみ 熊野市大泊町 772-1 01 くまの宿組合 76 

熊野市 紀南荘 熊野市井戸町 614-3 01 くまの宿組合 10 

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 35 

熊野市 ビジネスホテル七里ヶ浜 熊野市有馬町 5070 01 くまの宿組合 13 

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 8 

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 7 

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 2 

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 

7 

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 

6 



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 

66 

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 

42 

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 

5 

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 

10 

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 

15 

尾鷲市 ビジネスホテルフェニックス 尾鷲市栄町 5-25 02 尾鷲環境衛生旅館組

合 

32 

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 6 

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 7 

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 5 

紀北町 荒磯処 民宿 はま風 北 牟 婁 郡 紀 北 町 古 里

1077-1 

03 古里観光協会 5 

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 5 

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 9 

 

 


