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仕 様 書(企画提案用) 

 

1. 事業名 

サステナブルツーリズムを訴求した TOKYO & AROUND TOKYO デジタルプロモーション事業 

 

【対 象 国】米国・英国・豪州(以下、「対象国」という) 

【ターゲッ ト】アフターコロナ／ウィズコロナで見込まれる訪日外国人旅行者、及び訪日外国人 

旅行検討者 (以下、「ターゲット」という) 

【連 携 先】一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 

埼玉県、千葉県、東京都(公益財団法人東京観光財団)、神奈川県、新潟県、山梨県、 

長野県（一般社団法人長野県観光機構）、東日本旅客鉄道株式会社 

 

2. 事業の目的 

   2022 年 4 月現在、日本における新型コロナウイルス感染症の動向は 3 月下旬までのまん延防止等

重点措置が終了し、社会・経済を回す動きが徐々に活発化している。また水際対策緩和も発表され、海

外との往来についても進展が見られる。このゴールデンウィークより、大手旅行会社の観光レベルでの

一部地域の海外旅行企画商品の販売も始まっている。一方、第 7 波の懸念も指摘され、4 回目のワク

チン接種も検討される等、海外との“観光レベル”での全面再開にはまだまだ多くのハードルが残る。し

かしながら、最新の民間調査では、日本はアフターコロナで訪れたい国第 1位と高い支持を得ており(※

1)、1日も早い往来再開が待たれる。 

   そのようなコロナ禍で、2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3 月）は、2021 年 7 月より開催された大規

模競技大会(2021 年 7 月 23 日～9 月 5 日)において、関東運輸局、一般社団法人関東観光広域連携

事業推進協議会(以下、「協議会」という)、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都

(公益財団法人東京観光財団)、神奈川県、新潟県、山梨県、一般社団法人長野県観光機構（以下、1

都 10 県を「連携先」という）、東日本旅客鉄道株式会社が連携し、この誘客拡大の好機に情報入手手

段として近年非常に人気の高い SNS(※2)による関東広域エリアの様々なコンテンツ情報発信を行い、

一定の成果を収めてきた。 

   一方、世界的潮流として昨今ＳＤＧｓに対する意識が急速に重要視されるようになってきている。2015

年に始まり、2030年をゴールとするこの持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）は観光

分野においても避けては通れない課題とされ、ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）は「観光はＳＤＧｓ全ての

目標において、直接的・間接的に貢献する力がある」としている。 

こうした流れを受けて、ＪＮＴＯ（日本政府観光局）は「サステナブルツーリズム」の取組方針(※3)を発

表して、これからは“住んでよし”“訪れてよし”の地域づくりの強化を謳っている。また一般個人レベルに

おいてもサステナビリティーに対する取組みを評価して旅行先を選定する、という行動はますます顕著

なトレンドとなっている(※4)。 

 これらの環境認識のもと、協議会、1都 10県の自治体、東日本旅客鉄道会社は連携して、サステ

ナブルツーリズムを訴求する観光コンテンツ情報を発信することにより、コロナ禍でリアルでは訪日出来

ない潜在需要を掘り起こし、来るべきリアルでの往来再開時に顕在化が期待される訪日外国人の需要

拡大、牽いては関東広域のブランディング強化を図る。具体的には、協議会が保有する SNSアカウント
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(Facebook、Instagram)を活用、トラベルサイクル(旅マエ)に適した各自治体の UGC（※5）を含む観光コ

ンテンツ情報を発信することにより、関東広域がサステナブルツーリズムに取組む姿勢を伝え、当該地

域への誘客、及び消費行動促進に繋げる。 

 

(※1) 2021年 10月「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査」 

(※2)観光庁「訪日外国人の消費動向」2020年 1～3月報告書。 

出発前に得た旅行情報源で役に立ったもの、1位「SNS」25.3％ 

   (※3)2021年 6月 22日ＪＮＴＯプレス発表 

「ＳＤＧｓへの貢献と持続可能な観光（サステナブルツーリズム）の推進に向けて」 

    (※4)2021年 6月発 Booking.com “Sustainable Travel Report 2021” 

(※5)UGC＝User Generated Contents 一般ユーザーが作成したコンテンツ(写真・動画) 

 

3. 事業の内容 

下記の（１）（２）（３）については事業費の概算・内訳を特定していない。提案にあたっては、受託者がそれ

ぞれの概算費用を明示すること。 

 

(1) SNSを活用した情報発信事業 

ア フェイスブック運用による情報発信事業 

① 業務の内容 

(A) 企画概要 

対象国のターゲットに対して、連携先自治体がサステナブルツーリズムに取り組む観光コンテンツ

への認知・興味関心を高め、情報の拡散を図るため、フェイスブックを活用した情報発信を行う。投

稿については、フェイスブックのユーザー特性を意識し、トラベルサイクル(旅マエ)に役立つ「テー

マ」、「目的」を明確にした発信を行うこととし、併せて協議会 WEBサイト及び連携先自治体が紹介

したい WEBサイト URL へのアクセス誘導を図る。 

(B) 協議会アカウントの運用 

協議会が保有するフェイスブックアカウント(https://www.facebook.com/TokyoandAroundTokyo.En) 

を指定する期間中に運用し、情報発信を行うこと。 

(C) アカウント運用期間 

令和 4年(2022年)5月下旬から令和 5年(2023年)2月 28日までとし、詳細な日程については協

議会と協議のうえ決定すること。 

(D) 投稿回数 

週 4～5回、計 198回以上 

連携先自治体の情報を原則均等に発信すること(1都 10県：各 18回以上の投稿)。 

(E) フェイスブックの投稿内容 

一 訪日意欲のある外国人視点での投稿とすること。 

  二 フェイスブックのユーザー特性を意識し、トラベルサイクル(旅マエ)に役立つ「テーマ」、「目的」

を明確とした投稿とすること。 

三 投稿画像については、原則受託者が 2．事業の目的を踏まえ、連携先自治体に提案して協議

https://www.facebook.com/TokyoandAroundTokyo.En
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のうえ決定すること。画像は受託者が保持するものや UGCを含め、幅広く活用すること。またコ

ンテンツによっては連携先自治体から要望があった場合、連携先自治体が提供する画像の活

用も対応すること。連携先自治体が提供した場合も、投稿回数は(D)に含むものとする。さらに年

度終了時には投稿画像が該当都県の他の事業にも利用できることが望ましい。 

四 投稿記事については英文とする。閲覧者にわかりやすい英文となるようネイティブが最初の記

事作成を行い、ネイティブ、もしくはそれと同等の翻訳能力を有するものが校正を行った後に、連

携先自治体と相互確認を行うこと。必要最小限での説明文で済むよう工夫する一方、投稿写真

によっては十分な説明が必要であり、画像内容や都県間のバランスに配慮して対応すること。ま

た、位置情報、アクセス（基本は JR 東日本の最寄り駅から）情報についても英文で記載するこ

と。投稿記事の決定のプロセスについては受託者決定後に別途指示する。 

五 投稿記事には、協議会 WEBサイト URL及び連携先 WEBサイト URL を掲載すること。なお、

掲載する協議会 WEBサイト URL、及び連携先 WEBサイト URLは、受託者決定後に別途指示

する。 

六 世界的な新型コロナウイルス感染症の感染継続と渡航制限等の状況を踏まえ、情報発信のス

タンスに十分な留意を行うこと。発信に当たっては、他国・他都市の観光セクターによる発信動

向や最新トレンドを注視しながら、発信内容を検討すること。発信にあたってはその方針につい

て協議会及び連携先自治体から承認を受けること。 

(F) 投稿フロー、及び運用方針 

一 投稿フロー 

選定された投稿画像及び投稿記事の連携先自治体への確認、投稿、投稿後のコメントの確認、

コメントへの対応までの業務フロー及び投稿スケジュールを構築すること。 

    二 コメント対応 

ユーザー間の双方向コミュニケーションを活性化するためコメントへの対応を行うこと。詳細につ

いては協議会および連携先と協議の上、決定すること。 

三 運用方針 

協議会と十分な協議の上、決定すること。 

(G) 投稿結果の分析レポート 

投稿結果のデータを収集・整理し、分析、アクセス解析を行い、投稿のリアクション及びリーチ数等

について毎月レポートすること。解析項目の詳細については、受託者決定後、当局及び連携先と

協議の上、決定すること。なお、2月分については「6. 提出期限」を考慮し、可能な範囲の期間に

て解析すること。 

(H) リスクマネジメント 

一 UGCを利用する場合：a)～d)の対策を講じること。 

a) 著作物(画像・動画・文章等)については著作者の許可を得ること。なお、指定のハッシュタグ

#tokyoandaroundtokyo を付けた投稿を促すため、左記ハッシュタグの付された投稿写真につ

いては、この限りでない。ただし、次の b)、c)の対策を免れるものではない。 

b) 個人の特定が可能と思われる状態で人物が映っている場合は著作者に肖像権を確認するこ

と。 

c) 被写体とした掲載物件に許諾が必要な場合は所有者に対して利用許諾を得ること。 
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d) 写真を選定する際は、十分な新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、新しい生活様式に照

らして適切だと思われる写真を選定すること。 

二 アカウント乗っ取り対策：アカウント乗っ取り防止のための対策を講じること。 

三 炎上・荒らし行為対策：a)～c)の対策を講じること。 

a) 投稿内容に不適切な言葉・表現が含まれていないこと。 

b) 不適正なタイミングで投稿をしていないこと。 

c) 投稿に対する不適切なコメントがないこと。 

四 端末紛失・情報漏洩対策：端末や情報の不適切な管理によるリスク回避策を講じること。 

(I) フェイスブック目標数値 

・リーチ数(アカウント運用期間延べ)：2,000,000人以上 

・フォロワー増加数(アカウント運用期間末時点)：10,000人以上 

・新エンゲージメント率(※)：各月４％以上、自治体別４％以上 

(※)(投稿にいいね！・コメント・シェアまたはクリックをした人数)÷投稿のリーチ数 

② 企画提案内容 

フェイスブックの運用に関する企画提案については、JNTO作成の運用ガイドラインに沿った提案を

行うこと。 

(ＪＮＴＯ Webサイト URL： https://www.jnto.go.jp/eng/download/JNTO_FacebookGuideline_2021.pdf) 

(A) 投稿内容の提案・具体例の明示 

2．事業の目的を理解・把握し、これに沿った画像の選定及び情報発信方法を提案すること。なお

提案にあたっては、各１１都県それぞれの最低１つ以上の投稿画像例（実際の画像ではなく文章

表記でも構わない）と投稿記事例（英文、及びその和訳）を具体的に明示すること。 

(B) フェイスブック運用のための投稿文例・投稿フロー・投稿システム・コメント対応・進行管理の提案 

フェイスブック投稿を効率的に運用し、かつ情報発信に際してのリスクマネジメントにも対応した投

稿文例、投稿フロー及び投稿システムを提案すること。コメント対応については、対応するコメント

の種別およびコメント内容について基本方針を策定し提案すること。また、連携先自治体が投稿の

進行管理状況を把握できる情報共有の仕組みも併せて提案すること。 

(C) 過去の運用実績 

次の一～四の運用実績について可能な範囲で記載すること。また、それらの運用実績から、本事

業において活用できる方策があれば提案すること。 

一 訪日外国人向け公式フェイスブックのアカウント立ち上げと運用実績 

二 上記アカウントにおける新エンゲージメント率が平均 8%以上の実績 

三  観光地域づくり法人(DMO)の公式フェイスブックのアカウントの運用実績、もしくは３団体以上

の複数自治体が参画している公式フェイスブックのアカウント運用実績 

(D) 自社で運営する海外向けのフェイスブックアカウントを保有している場合には、そのノウハウにつ

いて示すこと。また、これを通じ(２)の事業において広告配信先の絞り込みとして活用できる方策が

あれば提案すること。 

(E) 上記に加えて、事業目的を達成するため、より効果を上げる企画があれば提案を行うこと。 

 

イ インスタグラムの運用による情報発信事業 
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① 業務の内容 

(A) 企画概要 

対象国のターゲットに対して、連携先自治体がサステナブルツーリズムに取り組む観光コンテンツ

への認知・興味関心を高め、情報の拡散を図るため、インスタグラムを活用した情報発信を行う。

インスタグラムについてはターゲットに訴求する魅力的な画像の選定が最重要となるので、ＵＧＣを

効果的に収集・活用し、ビジュアルを重視した投稿を行うこととし、投稿内容については、インスタグ

ラムのユーザー特性を意識し、トラベルサイクル(旅マエ)に役立つ「テーマ」、「目的」を明確にした

発信を行う。 

(B) 協議会アカウントの運用 

協議会が保有するインスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/tokyoandaroundtokyo/) 

を指定する期間中に運用し、情報発信を行うこと。 

(C) 協議会アカウント運用期間 

令和 4年(2022年)5月下旬から令和 5年(2023年)2月 28日までとし、詳細な日程については、協

議会と協議のうえ決定すること。 

(D) 投稿回数 

週 4～5回、計 198回以上 

連携先自治体の情報を原則均等に発信すること(1都 10県：各 18回以上の投稿)。 

(E) インスタグラムの投稿内容 

一 訪日意欲のある外国人視点での投稿とすること。 

二 インスタグラムのユーザー特性を意識し、トラベルサイクル(旅マエ)に役立つ「テーマ」、「目的」

を明確にした発信を行うこと。 

三 投稿画像については、原則受託者が 2．事業の目的を踏まえ、連携先自治体に提案して協議

のうえ決定すること。画像は受託者が保持するものや UGCを含め、幅広く活用すること。またコ

ンテンツによっては連携先自治体から要望があった場合、連携先自治体が提供する画像の活

用も対応すること。連携先自治体が提供した場合も、投稿回数は(D)に含むものとする。さらに年

度終了時には投稿画像が該当都県の他の事業にも利用できることが望ましい。 

四 投稿記事については英文とする。閲覧者にわかりやすい英文となるようネイティブが最初の記

事作成を行い、ネイティブ、もしくはそれと同等の翻訳能力を有するものが校正を行った後に、連

携先自治体と相互確認を行うこと。必要最小限での説明文で済むよう工夫する一方、投稿写真

によっては十分な説明が必要であり、画像内容や都県間のバランスに配慮して対応すること。ま

た、位置情報、アクセス（基本は JR 東日本の最寄り駅から）情報についても英文で記載するこ

と。投稿記事の決定のプロセスについては受託者決定後に別途指示する。 

五 ユーザーの認知拡大、参加促進のために「#(ハッシュタグ)」を活用すること。この点については 

  今後、年度途中で JNTO との連携が予定されているので、柔軟な対応が出来る余地を残してお

くこと。 

六 世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大と渡航制限等の状況を踏まえ、情報発信のス

タンスに十分な留意を行うこと。発信に当たっては、他国・他都市の観光セクターによる発信動

向や最新トレンドを注視しながら、発信内容を検討すること。発信にあたってはその方針につい

て協議会、及び連携先から承認を受けること。 

https://www.instagram.com/tokyoandaroundtokyo/
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(F) 投稿フロー、及び運用方針 

一 投稿フロー 

選定された投稿画像及び投稿記事の連携先自治体への確認、投稿、投稿後のコメントの確認、

コメントへの対応までの業務フロー及び投稿スケジュールを構築すること。 

    二 コメント対応 

ユーザー間の双方向コミュニケーションを活性化するためコメントへの対応を行うこと。詳細につ

いては協議会と協議の上、決定すること。 

三 運用方針 

協議会と協議の上、決定すること。 

(G) 投稿結果の分析レポート 

投稿結果のデータを収集・整理し、分析、アクセス解析を行い、投稿のリアクション及びリーチ数等

について毎月レポートすること。解析項目の詳細については、受託者決定後、当局及び連携先と

協議の上、決定すること。なお、2月分については「6. 提出期限」を考慮し、可能な範囲の期間に

て解析すること。 

(H) リスクマネジメント 

一 UGCを利用する場合：a)～d)の対策を講じること。 

a) 著作物(画像・動画・文章等)については著作者の許可を得ること。なお、指定のハッシュタグ

#tokyoandaroundtokyo を付けた投稿を促すため、左記ハッシュタグの付された投稿写真につ

いては、この限りでない。ただし、次の b)、c)の対策を免れるものではない。 

b) 個人の特定が可能と思われる状態で人物が映っている場合は著作者に肖像権を確認するこ

と。 

c) 被写体とした掲載物件に許諾が必要な場合は所有者に対して利用許諾を得ること。 

d) 写真を選定する際は、撮影場所の緊急事態宣言発出期間を考慮し、可能な限りその期間に

撮影された写真を避けること。また、被写体のソーシャルディスタンスが保たれているなど、新

しい生活様式に照らして適切だと思われる写真を選定すること。 

二 アカウント乗っ取り対策：アカウント乗っ取り防止のための対策を講じること。 

三 炎上・荒らし行為対策：a)～c)の対策を講じること。 

a) 投稿内容に不適切な言葉・表現が含まれていないこと。 

b) 不適正なタイミングで投稿をしていないこと。 

c) 投稿に対する不適切なコメントがないこと。 

四 端末紛失・情報漏洩対策：端末や情報の不適切な管理によるリスク回避策を講じること。 

(I) インスタグラム目標数値 

・リーチ数(アカウント運用期間延べ)：1,000,000人以上 

・ハッシュタグ投稿数：20,000以上 

・フォロワー増加数(アカウント運用期間末時点)：5,000人以上 

・1投稿あたりのいいね数：リーチ数の 10%以上 

② 企画提案内容 

インスタグラムの運用に関する企画提案については、JNTO作成の運用ガイドラインに沿った提案を

行うこと。 
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(JNTO Webサイト URL： https://www.jnto.go.jp/eng/download/JNTO_InstagramGuideline_2021.pdf) 

(A) 投稿内容の提案・具体例の明示 

2．事業の目的を理解・把握し、これに沿った画像の選定及び情報発信方法を提案すること。なお

提案にあたっては、各１１都県それぞれの最低１つ以上の投稿画像例（実際の画像ではなく文章

表記でも構わない）と投稿記事例（英文、及びその和訳）を具体的に明示すること。なお、投稿画像

例はフェイスブックと同じで構わないが、投稿記事例はインスタグラムの SNS特性を生かした例の

明示が望ましい。 

(B) インスタグラム運営のための投稿文例・投稿フロー・ハッシュタグ・投稿システム・コメント対応・進

行管理の提案 

インスタグラムを効率的に運用し、かつ情報発信の際のリスクマネジメントにも対応した投稿文例、

投稿フロー、投稿時に入れる「#(ハッシュタグ)」及び投稿システムを提案すること。コメント対応につ

いては、対応するコメントの種別およびコメント内容について基本方針を策定し提案すること。ま

た、連携先が投稿の進行管理状況を把握できる情報共有の仕組みも併せて提案すること。 

(C) 過去の運用実績 

次の一～四の運用実績について可能な範囲で記載すること。また、それらの運用実績から、本事

業において活用できる方策があれば提案すること。 

一 訪日外国人向け公式インスタグラムのアカウント立ち上げと運用実績 

二 上記アカウントにおいてアカウント運営開始から 1 年以内に UGC の投稿件数１0,000 件以上を

達成した実績。 

三 観光地域づくり法人(DMO)の公式インスタグラムのアカウントの運用実績、もしくは３団体以上

の複数自治体が参画している公式インスタグラムのアカウント運用実績 

(D) 自社が運用するインスタグラムアカウントにて、良質な写真ハッシュタグ投稿を呼びかけ、集める

ことに成功していること。そのアカウントの運用実績を通して、対象国に好まれる写真の傾向デー

タ、UGCの中から対象国に対して適切な写真を選択するノウハウがあれば提案すること。 

(E) 上記に加えて、事業目的を達成するため、より効果を上げる企画があれば提案を行うこと。 

 

(2) 投稿の効果を上げるための販促施策業務 

① 業務の内容 

(A) (1)ア及びイの協議会アカウントの対象国のターゲットのフォロワー数を拡大し、また、SNS投稿の

エンゲージメント率を高めるために適切な販促施策(フェイスブック及びインスタグラム)を実施する

こと。一般的な手法は SNS広告配信と考えられるが、手法についての条件は付けないので、最も

効果的な手法を提案すること。但し、本事業の最優先事項は投稿事業であり、事業予算配分にお

いて、投稿品質が毀損されることないよう留意すること。 

(B) 販促の誘導先は、(1)ア及びイの協議会アカウントの投稿とする。 

(C) 受託者決定後、協議会と協議の上、定期的に販促によるリーチ数等の数値及び分析、アクセス

解析結果について報告書を提出すること。報告書の提出頻度、解析項目の詳細については、受

託者決定後、協議会と協議の上、決定すること。また報告書の結果を踏まえた次回改善策を実施

すること。なお、2月分については「6. 提出期限」を考慮し、可能な範囲の期間にて解析すること。 

(E) 販促施策に係る費用は、事前に当局及び連携先と調整のうえで決定すること。 
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(F) 販促施策期間は、令和 4 年(2022 年)5 月下旬から令和 5 年(2023 年)2 月 28 日の中で適切な時

期とすること。 

② 企画提案内容 

(A) 掲載先への誘導を図るため、適切な販促施策の手法並びに実施時期について、選定理由を含め

て提案すること。また、提案者独自の広告手法など、差別化できる点があれば提案に盛り込むこと。 

(B) バナー広告・動画広告を提案する場合には、そのデザイン案を提示すること。 

(C) 広告配信の場合、掲載期間や広告表示回数等の広告効果を明確にすること。 

(D) 広告配信の場合、インプレッション数・リーチ数の目標値を提示すること。 

(E) 上記に加えて、事業目的を達成するため、より効果を上げる企画があれば提案を行うこと。 

 

(3) それ以外の提案 

    (A) サステナブルツーリズムについての投稿画像の確保 

      本事業は協議会の令和４年度新規事業であり、テーマに合致した画像の確保がむずかしく、画

像数自体の枯渇、逼迫も考えられる。投稿画像を確保していく手法、アイデアについて提案する

こと。 

   （B）その他独自提案 

      本事業の費用対効果の最大化のためのアイデアがあれば、独自の提案をすること。 

 

4. その他留意事項 

① 各事業において、運営、管理を行うこと。 

② 本業務の業務遂行に重要な役割を果たす優れた経験及び能力を有する予定担当者を明確にし、

常態的に協議会及び連携先との連絡調整等を密に行えるものであること。 

③ 本事業は、協議会及び連携先と十分な協議を行いながら事業を進めることとし、作業内容及び本仕

様書の内容に疑義が生じたときには、その都度協議会及び連携先と協議の上、その指示に従い作

業を進めること。また、協議会及び連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告(報告書の

作成を含む)を求めることができるものとする。なお、本仕様書に定めの無い事項については、その都

度協議の上対応するものとする。 

④ 協議会及び連携先の確認等が必要な事項については、十分な時間を設けて進めること。 

⑤ 本業務の成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作

権等」という)は、納品の完了をもって受託者から協議会及び連携先に譲渡されたものとする。また、

受託者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 

⑥ 本業務の投稿内容において権利関係(撮影者、肖像権、掲載物件)につき疑義が発生した場合、全

て受託者の責任において対応すること。 

⑦ 成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再印刷等の必要な措置を講

じること。 

⑧ 本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

⑨ 必要に応じ緊急時の連絡体制を構築し、関係者と情報を共有すること。 

⑩ 受託者は本事業における各事業の提案及び実行など、すべての段階において、世界的な新型コロ

ナウイルス感染症の感染継続と渡航制限の状況を踏まえ、対象国の観光セクターによる発信動向を
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注視し、その時に最適と考える新型コロナウイルス感染症への配慮を情報発信及び活動に盛り込む

こと。なお、新型コロナウイルス感染症に伴う対応は、提案段階や、提案が採択された段階に定義さ

れていなかったものも協議会から要望できるものとし、受託者は出来る限りその要望に対応するもの

とする。 

 

 

5. 納品成果物 

 (1) 効果測定の実施 

① SNS投稿・販促施策の企画、運営、集計及び分析を行うこと。 

② 事業実施後における効果測定の提案、実施、今後の課題分析を行うこと(事業実施後における

SNS投稿に対するリーチ数、いいね数、コメント数、シェア数、クリック数等の測定を含む)。 

③ その他、協議会が指示したもの。 

(2) 事業の進捗管理及び目標、成果については、所定のシステムに入力し、管理・提出を求める場合

がある(詳細については受託者決定後に協議会が必要に応じて別途指示するので対応すること)。  

(3) 成果物の作成 

① 本事業実施報告書及び効果測定書(A4 版カラー冊子、計 40 頁以上(実施報告書 20 頁以上、効

果測定書 20頁以上)) 

協議会 1部 連携先自治体 各 2部 JR 東日本 1部 合計 24部 

② 本事業実施報告書及び効果測定書電子データ(報告書等を記録した電子媒体) 

協議会 1部 連携先自治体 各 1部 JR 東日本 1部 合計 14部 

(電子媒体は CD 又は DVD とし、Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Power Point 2013

において編集可能ないずれかのファイル形式及び PDF形式の両方で保存するものとする。) 

③ 事業の概要を A4版カラー1枚に簡潔にまとめた電子データ 

④ 報告書の用紙は、グリーン購入法に適合したものを使用すること。 

⑤ 報告書の作成にあたっては、事前に監督職員の承認を受けること。 

 

 

 

6. 提出期限 

① 本事業実施報告書及び効果測定書              ･･･令和 5年(2023年)3月 20日(月) 

② 本事業実施報告書及び効果測定書電子データ記録媒体 ･･･令和 5年(2023年)3月 20日(月) 

③ 事業概要版電子データ                      ･･･令和 5年(2023年)3月 20日(月) 

 

 

7. 提出先 

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-13-4 神交共ビル 4階 

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会事務局、及び連携先が指定する場所 
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  8. 監督職員 

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 事務局次長 佐々木晃久 


