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首都圏での「福岡の食」プロモーション・販路拡大業務 企画提案公募実施要領 

 

 福岡県では、首都圏での外食事業者に対する県産農林水産物の販売促進活動を強化するため、

以下の取組を実施することとし、その受託者を選定するための企画提案公募を以下に基づき実施

するもの。 

 

１ 事業の目的 

有名トップシェフによる首都圏の外食事業者等をターゲットとした「福岡の食」のプロモー

ションを行うとともに、卸事業者と連携し首都圏への福岡県産食材の販路を開拓することで、

首都圏の外食事業者等へ県産食材を使用したフェアの開催・継続取引を働きかけ、更なる「福

岡の食」の魅力発信、販路拡大を目指す。 

※「福岡の食」とは県産農林水産物や、酒等の加工品を指す。 

 

２ 事業の内容等 

  別途提示する業務委託仕様書のとおり 

 

３ 事業実施期間 

  契約の日から令和５年３月 31日（金）まで 

 

４ 委託費 

  ３０，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 参加資格要件 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４（一般競争入札の参加者の資

格）が規定する入札に参加できない者に該当しないこと。 

（２）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（令和元年５月 21日１総厚第

2932号）に基づく指名停止期間中でない者。 

（３）福岡県暴力団排除条例（平成 21年福岡県条例第 59号）に定める暴力団員又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を有する者でない者。 

 

６ 企画提案公募スケジュール（予定を含む） 

（１）企画提案公募開始         令和４年４月 28日（木） 

（２）事業説明会            実施しない 

（３）企画提案公募に関する質問受付期限 令和４年５月 11日（水）16時 

（４）企画提案公募に関する質問への回答 令和４年５月 13日（金）予定 

（５）企画提案書の提出期限       令和４年５月 23日（月）17時 

（６）書面審査の合否通知        令和４年５月 25日（水）予定 

（７）最終審査             令和４年６月 １日（水）予定 

（８）受託予定者の決定通知       令和４年６月 ３日（金）予定 

（９）委託契約締結           令和４年６月 下旬   予定 
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７ 応募手続 

（１）企画提案公募に関する質問受付 

①受付期間 令和４年４月 28日（木）～令和４年５月 11日（水）16時まで（必着） 

②提出方法 

イ 「質問書」（様式第３号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

ロ 電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

fukushoku@pref.fukuoka.lg.jp（福岡県農林水産部福岡の食販売促進課） 

   ハ 電話や口頭による質問、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

  

③回答方法 

質問に対する回答は、回答事項を取りまとめ次第、令和４年５月 13日（金）を目処に

県ＨＰで公開する。ただし、質問または回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に

かかわるものについては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっては回

答しないこともある。 

 

（２）企画提案書の提出（書類の郵送・持参に加え、PDFデータの提出が必要であるため注意） 

①企画提案書類の様式及び提出部数 

イ 企画提案応募書（様式第１号） １部 

ロ 企画提案書（任意様式、Ａ４版横書き、片面印刷、クリップ留め） ３部 及び PDFデータ 

 ・企画提案書は別紙「企画提案書の構成」により作成すること。 

 ・参考資料含め 30 ページ以内とすること。 

ハ 経費見積書（任意様式）  ３部 及び PDFデータ 

 ・仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、積算内容が分かるように記載する

こと。 

ニ 業務行程表（作業スケジュール）（任意様式） ３部 及び PDFデータ 

ホ 会社概要と過去２期分の決算書又は事業報告書（任意様式） １部 

・従業員人数の記載があるもの。 

・収支状況が分かるもの。 

へ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）及び定款の写し １部 

・個人事業主は個人事業の開廃業届出書の控え写し（税務署の受付印が押印されている

もの）、その他法人及び団体は定款その他の規約の写し又はこれらの事項を証明する

もの。 

ト 役員名簿（様式第２号） １部 

②提出期限 令和４年５月 23日(月) 17時必着 

③提出方法及び提出先（書類の郵送・持参に加え、PDFデータの提出が必要であるため注意） 

 ・印刷書類（上記①「イ～ト」全て）：郵送または持参  

※郵送先：福岡県農林水産部福岡の食販売促進課 

（〒812－8577  福岡市博多区東公園７－７ 福岡県庁５階） 

 ・PDFデータ（上記①「ロ、ハ、ニ」）：電子メールで提出 

※送信先：fukushoku@pref.fukuoka.lg.jp（福岡県農林水産部福岡の食販売促進課） 

   ※提出は、ファイル転送サービス、ギガファイル便（https://gigafile.nu/）または 

    データ便（https://www.datadeliver.net/）を活用すること。 

 

（３）応募の無効 

本要領に示した公募参加の資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の応募は無効と

する。 
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（４）その他 

①提出された企画書等は委託先の選定のみに使用する。 

なお、企画提案書は、情報公開請求を受けた場合、県情報公開条例に基づき、原則として

開示する。 

②企画書の作成に要した費用、その他公募参加に要した経費は、参加者の負担とする。 

③提出された企画書等は、採用の有無に関わらず返却しないものとする。 

 

８ 事業者の選定 

（１）選定方法 

一次審査(書面審査)を通過した企画提案書について、最終審査（プレゼンテーション）を

行い、審査委員会において総合的に審査し、優秀な提案を行った事業者を選定する。 

 

①一次審査(書面審査) 

イ 実施日 令和４年５月 24日（火）予定 

ロ 実施方法 事業者から提出された企画提案書類をもとに書面審査を行う。 

ハ 選定結果の通知方法：選定結果は、後日、提案者全てに文書で通知する。 

なお審査・選定結果に関する質問には応じない。 

 

②最終審査（プレゼンテーション） 

イ 実施日 令和４年６月１日（水）予定 

ロ 実施場所 福岡県庁またはその他県庁舎（予定）、もしくはリモートでの実施 

ハ 実施方法概要 

・１応募者あたりの持ち時間は 30分程度（説明 20分、質疑応答 10分程度）とし、

後日連絡する時間割により行うものとする。 

・出席者は１提案につき３名以内とする。 

・審査当日は、提案公募時と同じ資料を用いてプレゼンテーションを行うこと。 

・その他詳細については一次審査通過者に改めて連絡するものとする。 

ニ 選定結果の通知方法 

選定結果については、後日企画提案者全てに文書で通知する。なお、審査・選定結果

に関する質問には応じない。 

ホ 選定結果の公表方法・内容 

  最終審査を通過した事業者名のみ県ＨＰに公表し、審査内容は公表しないものとする。 

 

（２）主な審査項目 

①企画が具体的であるか。 

②実現性の高い実施内容となっているか。 

③円滑な提案事業の実施に必要となるノウハウがあるか。 

④企画の内容は、十分な成果が得られるものとなっているか。 

※審査については非公開とする。 

 

９ 契約について 

選定された事業者（以下「受託者」）と委託契約を締結する。 

（１）契約にあたっては、選考された提案をもとに細部について県と打合せを行うものとする。

その際、提出された提案書の内容等について一部変更する場合がある。 

なお、契約締結に係る諸費用（印紙代等）は、受託者の負担とする。 

（２）契約にあたっては、福岡県財務規則第 169条の規定により、契約金額の 100分の 10以上

の金額を契約保証金として福岡県に納めることとする。なお、この契約保証金は、契約が支
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障なく履行されたときは、契約期間満了時に全額返還するものとする。 

また、福岡県を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結された場合や、過去２年間

の間に県若しくは他の地方公共団体と同種類及び同規模の契約を数回以上にわたり締結し、

これをすべて誠実に履行した場合など、契約保証金が減免される場合がある。 

（３）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、賃借

料、謝金、保険料 等）を含むものとし、原則として領収書等で確認できるものを対象とす

る。 

ただし、受託者による会合や飲食費や、委託業務とは直接関係のない経費、備品の購入な

ど業者の財産取得となる経費は対象外とする。 

 

（４）福岡県暴力団排除条例の施行に伴い、契約にあたっては、「誓約書」を提出することとす

る。 

また、契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明した時は、直ちに当該契約を

解除するとともに違約金を徴収する。 

 

10 事業報告 

委託期間満了後、速やかに業務報告書を提出すること。 なお、事業実施に要した経費につ

いては、賃金台帳、金銭出納簿など収支を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておく

とともに、事業終了後５年間保管すること。 

 

11 問い合わせ先 

福岡県農林水産部福岡の食販売促進課 

担当者名：住吉、井上 

  〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７－７ 

TEL：092-643-3514  FAX：092-643-3531 
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別紙 

企画提案書の構成 

企画提案書は、次の第１から第３までの項目を必ず含むものとすること。 

 

第１ 表紙 

   ①「委託業務名」、②「事業者名」、③「住所」、④「代表者名」、 

⑤「正・副担当者名（所属、職）」及び「連絡先（電話番号、FAX番号、電子メ

ールアドレス）」 

 

第２ 目次 

   本文の項目及びページ番号を記載すること。またページ数は、参考資料含め 30

ページ以内とすること。 

 

第３ 本文 

１ 委託事業内容について 

１．トップシェフによる「福岡の食」プロモーションの実施  

☆プロモーションを行うトップシェフの候補を記載 

・候補は５名以上記載 

・シェフ名、シェフの料理のジャンル、経歴のほか、シェフの実績や知名度を示

すものを記載する（褒章やミシュランの星等受賞歴、主要な出演メディア、Ｓ

ＮＳ登録者数） 

・シェフごとに今回の事業への参加確約度を示すこと。 

・申請事業者がシェフとこれまでに連携した実績があれば記載 

 

（１）トップシェフが在籍するレストランでの「福岡フェア」開催 

     〇フェアのイメージを記載 

      ・実施時期や期間、使用食材など、どのようなフェアを実施するか記載 

 

   （１）－１ トップシェフによる産地視察の実施 

     〇視察のイメージを記載 

      ・実施時期や期間、視察先の計画を記載 

 

   （１）－２ 「福岡フェア」開催に係るＰＲ 

     〇産地視察の模様や視察した産地・食材についてのＰＲ方法を記載 

      ・効果的に首都圏の飲食業界関係者に発信・ＰＲする方法を具体的に記載 

（発信媒体、作成の方法、ＰＲ対象となる飲食業界関係者の範囲など） 

      

     〇「福岡フェア」についてのＰＲ方法を記載 

      ・首都圏の飲食業界関係者や一般消費者へ周知・ＰＲする方法を具体的に記載 

       （発信媒体、作成の方法、ＰＲ対象となる飲食業界関係者の範囲など） 
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     〇キックオフイベントの開催について 

      ・イベント実施店舗の候補（確約度）、開催予定時期、招待するインフルエン

サー候補、マスコミ候補などを具体的に記載 

 

   （２）トップシェフによる「福岡の食」料理セミナー 

     〇セミナー担当のトップシェフ候補を記載 

      ・確約度を記載 

      ・トップシェフにセミナー実施の経歴等があれば記載 

 

２．卸事業者との連携による県産食材の販路拡大  

    ☆連携する卸事業者の候補を記載 

     ・事業者名、所在地、従業員数等 

・連携の確約度を記載 

     ・県産食材の配送ルートの手配方法について記載 

・県産食材を販売するのに必要な販売許可・免許を持っていることの記載 

    （１）卸事業者との販路拡大活動の概要 

      〇卸事業者と連携した県産食材の販促（広告等）について 

       ・外食事業者へ県産食材を販売促進するための広告等の活動計画を記載 

      〇卸事業者と連携した県産食材の販促（フェア実施） 

       ・「福岡フェア」を実施する店舗の候補を記載 

       ・実施の確約度についても記載すること。 

 

３．老舗和菓子店や全国展開する洋菓子店との連携による県産食材のプロモーション  

    ☆連携する菓子店の候補を記載 

     ・連携の確約度を記載 

     ・連携のイメージについて具体的に記載（菓子商品の開発・期間限定販売、フェ

アの実施など） 

 

２ 包括的事項 

 本業務における提案者の強み、独自の創意工夫ポイント 

 

３ その他 

（１）本事業を実施するに当たっての体制の詳細を記載すること。また、各業務に

おける役割分担を記載すること。 

   ※担当は必ず、正・副の２名以上を配置すること。 

（２）同種・類似業務の受託実績 

   ※これまでに受託した類似事業の実績を具体的に記載（前述のものでも可） 

 


