
 

SNS運用業務公募型プロポーザル 

質問に対する回答 

 

記載箇所 質問の内容 回答 

6 

ブランディングコンセプトは各言語ア

カウントにおいても英語での訴求でよ

いか。 

お見込みのとおりで、問題ございませ

ん。 

6(1)ア(ｲ) ・英語アカウントの対象市場が欧米豪とな

っていますが、東南アジア英語圏（シンガ

ポール・マレーシア・フィリピン等）はタ

ーゲットから除外されますか。 

 

 

 

・各 4 アカウントにおいて特に重点を置

いているアカウント、市場はあるか。また

それに応じて投稿頻度や広告への傾斜を

つけてよいか。 

・英語アカウントの対象市場は欧米豪とい

たします。ただし、6(1)ア(ｲ)に示す対象市

場へ、最も効果的と思われる SNS 情報発

信や広告を行った上で、追加提案として他

市場への情報発信等を行うことを妨げる

ものではありません。 

 

・4 アカウントに対応する対象市場うち、

重点市場を設けるかは、ご提案によるもの

とします。対象市場の旅行動向や嗜好など

についてご考察の上、ご提案ください。 

また、それに伴う投稿頻度や広告への傾

斜についても、ご提案によるものとしま

す。ただし、各アカウント週１回以上の発

信は必須とします。 

6(1)ア(ウ) 

 

・投稿の開始はいつ頃を想定されており

ますか？（契約締結後、投稿計画書を提

出と考えると８月頃と考えていますが、

それより早い、または遅い想定でしょう

か？） 

 

・札幌市国際観光誘致事業実行委員会公

式 Facebook アカウントですが、受託

者に FB のアクセス権限の許諾を頂き、

投稿者が直接アップできますか？ 

（アクセス権限の許諾を頂ければ、管理

画面でアクセス解析ができるので報告

書のまとめも自前でできると思ってお

りますが、認識間違いありませんか？ 

契約締結後、可能な限り早期の実施を予

定しております。 

 

 

 

 

・受託者に Facebook アカウントのアク

セス権限を付与いたしますので、受託者

に投稿作業を行っていただきます。 

6(1)ア(エ) ・「対象市場の嗜好を十分に分析」「ネイ

ティブまたはネイティブレベルの原稿

作成表現」とあるが、Facebook 繁体字

・提案によるものとします。 

 

 



の言語表現や内容について、対象市場香

港・台湾のどちらを優先という指定はあ

るか。提案者の提案任意でよいか。 

 

・「コンテンツの選定、記事掲載可否確

認、情報収集、記事制作、 投稿用素材

収集、翻訳、SNS 発信は受託者が行う

こと。」とありますが、記載された業務

の一部を再委託（外注）することは可能

でしょうか？ 

 

・コンテンツの選定・・・新規のほかに、

最新の状況を確認したうえで過去の自

社（または再委託（外注先））所有のア

ーカイブ（写真など）を活用することは

差支えありませんか？ 

 

・投稿素材として適した画像があった場

合、一般社団法人札幌観光協会の観光写

真ライブラリー画像を利用することは

可能ですか。 

 

 

 

 

 

・再委託の可否については、契約締結後、

再委託の理由や業務の性質等を考慮し、

判断いたします。 

 

 

 

 

・既存のアーカイブの写真や動画は、第

三者の商標権、著作権その他の諸権利を

侵害しない限りは使用して差し支えあ

りません。 

 

 

・投稿素材として適した画像があった場

合、使用して差し支えありません。 

6(1)ア(ｶ) 2021 年 3 月時点の各アカウントのリー

チ数、エンゲージメント数を提示いただ

くことは可能か。 

2021 年 3 月末時点の各アカウントのリ

ーチ数、エンゲージメント数は下記のと

おりです。 

 

 英語 繁体 タイ 韓国 

リーチ

数 

7,462 109,879 40,454 4,687 

エンゲ

ージメ

ント数

( い い

ね数) 

271 3,605 1,336 152 

 

6(1)イ(イ) ・広告事業規模 2,000 千万円程度は、本

業務の予算上限 6,500 千万円範囲内と

いう認識でよいか。別事業として予算が

つくか。 

 

 

・広告事業費は、予算上限 6,500千円の

内数となります。本事業の総事業費であ

る 6,500千円のなかで、広告事業を実施

していただきます。 

 

 



・事業規模 2,000 千円程度に自社または

再委託（外注）先の手数料を含めること

は差支えありませんか？ 

 

・この事業規模 2,000 千円程度の中に、

広告出稿の分のレポートフィーを含ん

で良いのか？それとも広告出稿は、

2,000 千円程度、全体予算の中で、含む

べきなのか？ 

 

・広告の運用を再委託（外注）すること

は可能ですか？ 

  

・お見込みのとおり差し支えありませ

ん。 

 

 

・広告出稿の分のレポートフィーも広告

の事業費(2,000千円程度)に含めて差し

支えありません。 

 

 

 

・再委託の可否については、契約締結後、

再委託の理由や業務の性質等を考慮し、

判断いたします。 

6(1)ウ 再委託（外注）先のアーカイブの活用が

可能な場合、二次利用ができるよう調整

したうえで、その著作権を再委託（外注）

先に帰属させることは可能でしょう

か？ 

既存のアーカイブの写真や動画の著作

権の帰属先は問いません。 

6(1)ウ(ア) 二次使用の権利調整に努めるような運

営を想定しているが、投稿内容により、

借用写真や人物等の使用により、必ずし

も投稿全写真の二次使用許諾を得るこ

とが難しい場合も想定されるが、都度札

幌市様とご相談ということで問題ない

か。 

お見込みのとおりで、問題ございませ

ん。 

7(1) レポート提出はメール等によるデータ

提出で問題ありませんか。報告会の実施

は必要ですか。 

レポートはデータでご提出いただけれ

ば問題ございません。報告会の実施につ

いては、ご提案によるものとします。 

8(4)イ 

及び 10(3)ウ 

8(4)イ事業者の会社概要提出について、

10(3)留意事項ウを踏まえて作成した場

合、会社を特定できない形で、会社のサ

ービス概要、業務実績等を記載したもの

という認識で問題ないか。また、業務実

績に関して、実績の自治体・企業・団体

名は明記して問題ないか（提出書類上で

は、弊社名を特定できない範囲） 

お見込みのとおりで、問題ございませ

ん。 



9 参加資格要件を満たした複数の企業に

てコンソーシアムを組んでの参加は可

能でしょうか？ 

複数事業者が連携し、企画提案を行うこ

とは可能ですが、参加申込を行うのは代

表事業者のみとなります。連携事業者が

いる場合はその旨企画提案書にご記載

ください。 

10(2) 企画提案書のページ数に指定はありま

すか？ 

企画提案書のページ数に指定はござい

ません。 

10(2)イ 見積は、押印無しでの提出で問題ないか お見込みのとおりで、問題ございませ

ん。 

10(2)ウ 提出 CD-R の盤面に社名明記の上、提出

で問題ないか。 

お見込みのとおりで、問題ございませ

ん。 

11(3) ヒアリングの実施方法、開催場所につい

てご教示ください。 

ヒアリングの実施方法、開催場所につい

ては、未定となっております。 

6 月 20 日㈰まで、各自治体で緊急事態

宣言等が発令されていることから、緊急

事態宣言期間後の状況に応じ、実施方

法、開催場所を決定いたします。 

実施方法及び開催場所が決定し次第、参

加申し込みを行った事業者にご連絡を

させていただきます。 



その他 再委託（外注）における注意点（再委託

可能な金額の比率など）をご教示くださ

い。 

再委託の可否は、下記を基準に、受託者

との契約締結後、再委託の理由や業務の

性質等を考慮し、判断いたします。 

業務内容 再委託の可否 

全部 禁止 

 

 

 

 

一

部 

主要部分 原則禁止。 

ただし、性質

上やむを得な

いと認められ

る場合、委託

者の承認を経

て 再 委 託 可

能。 

補
助
的
・
付
随
的
部
分 

再
委
託
が
一
般
的
で
な

い
内
容 

再
委
託
が
一

般
的
な
内
容 

再委託可能と

する。 

 

その他 ・公開可能であれば下記業務の受託先を

ご教示ください。 

（令和２年）SNS を活用したアジア市

場向けプロモーション運営業務公募型

プロポーザル 

SNSを活用したアジア市場向けプロモー

ション運営業務（令和２年） 

受託事業者：株式会社メガ・コミュニケ

ーションズ 

様式１ 従業員数の常勤数についての定義につ

いてをご教示ください。 

雇用形態（正社員・非常勤社員）なのか、

勤務日数なのかなど、具体的な内容をい

ただけると助かります。 

雇用形態（正社員・非正規社員）を基準

に、ご記入ください。 

 

 


