
質問に対する回答 

（首都圏での「福岡の食」プロモーション・販路拡大業務委託事業 企画提案公募に係る質問とその回答について） 

 

No 項目 該当箇

所 

質問内容 回答 

1 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P1 トップシェフについて坂井宏行シェフ、落合務シェフなどが例とし
て挙げられておりますが、現時点でも認知度も高い方で過去の実績
も影響力も高い方ではありますが、年齢も高く、現時点ではそれほ
ど影響力のない方と認識しており、過去に影響力があった方でも良
いという意味でしょうか。 
また、今回、坂井シェフや落合シェフの名前を挙げている理由はあ
るのでしょうか。 
 

坂井宏行シェフ、落合務シェフは、あくまで認
知度、実績、影響力のある方の例として挙げた
ところです。 
他に認知度・実績・影響力ともにあるシェフの
方がいらっしゃれば、ご提案をお願いします。 

2 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P1  トップシェフの料理のジャンル「その他」に、スペイン料理などの
例の記載がありますが、スイーツ・パティスリーも含みますか（指
定の県産食材活用を前提に、要件に洋菓子店との連携による県産食
材のプロモーションも含むため）。 
 

スイーツ・パティスリーも可です。 

3 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P1 
 

「料理のジャンルにつき１名×５ジャンルとして５名 ジャンルは、
フレンチ、イタリアン、和食（日本料理）、中国料理（中華料理）、 
その他（スペインなど）とする」とありますが、上記記載の5ジャン
ルで確定という事でしょうか。 
その他のジャンルでカフェダイニングやカフェバー、バール、アジ
アンダイニング、居酒屋等の他のジャンルはないのでしょうか。 
現在、スペイン料理は首都圏で殆ど聞かなくなっております。 
 

フレンチ、イタリアン、和食（日本料理）、中国
料理（中華料理）については、優先的に設定く
ださい。 
その他については、例に挙げた、認知度・実績・
影響力のあるシェフ・料理人等がいる業態をご
提案ください。 

4 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 

P1 料理ジャンルの業態について、バーは含んでいいのか 
（果実の使用などが想定される為） 

例に挙げた、認知度・実績・影響力のあるシェ
フ・料理人等がいる業態であれば問題ありませ
ん。 

5 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P2  
 

＜委託事業者の役割＞フェア開催に係る費用。 
食材の送料（卸を挟まず産地から直送の場合）との記述があります
が、トップシェフが在籍するレストランへの食材の送料に関して、
卸経由の送料は経費対象外になるのでしょうか。 
 

産地から宅配便を利用し直接農林水産物を購入
した際に発生する送料が対象となります。 
卸経由の送料は対象外となります。 



6 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 
 

P3 ① 
 

＜委託事業者の役割＞産地視察に係る費用。 
諸経費に産地間移動のためのタクシー代等とありますが、レンタカ
ーを活用した移動に係る費用（レンタカー代、ガソリン代、駐車場
代等）も委託費経費対象となりますか。（効率的な移動のため）。 
 

レンタカーを活用した移動に係る費用（レンタ
カー代、ガソリン代、駐車場代等）も委託費経
費対象となります。 

7 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P3 ① 産地視察をする際にそれぞれの食材の視察先の担当者をご紹介
いただけますでしょうか。 視察先については、協議の上確定とする予定で

す。視察先の担当者についても協議の際にご紹
介します。 

8 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P3 ① 延べ４日間以上とは、5名で産地に一緒に行った場合は１日×５名
で５日間以上とカウントされるのか 

 
カウントされません。「延べ 4 日間以上」とは視
察時期（8～9 月、10～11 月、1 月のいずれか）
のうち、視察を実施した日数をカウントするも
のです。5 名同時に 1 日間視察した場合の視察
日数は「1 日間」とカウントします。 
また、仕様書 P3 に招へいシェフ数は 5 名以上と
記載しております。このため少なくとも 5 名×
4 日間（2 日×2 回、4 日×1 回 等）＝20 名・
日が必要となります。 
なお、視察のスケジュール、視察先は県と協議
のうえ決定します。 
 

9 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P4 ②
ア イ 
 

飲食業界関係者や一般消費者の多くが読者となる「雑誌」に特集記
事として掲載との記述がありますが、「雑誌」に限るのでしょうか
。新聞・業界紙やＷＥＢにおけるランディングページ、メルマガな
ども同様のＰＲ効果が見込まれますが対象になりますか。また、「
雑誌」は必須なのでしょうか。 
 

雑誌への掲載は必須ではありません。 
新聞・業界紙やＷＥＢにおけるランディングペ
ージ、メルマガなどでも可ですが、同様もしくは
より高いＰＲ効果が見込まれる根拠をご提示く
ださい。 

10 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 
 

P4 ②
ア イ 

トップシェフのユーチューブチャンネル等ＳＮＳで配信との記述が
ありますが、トップシェフの個々のＳＮＳだけでなく、トップシェ
フが所属する事業者・団体等のＷＥＢサイトやＳＮＳでの配信も同
様のＰＲ効果が見込まれますが対象になりますか。 
 
 

団体等のＷＥＢサイトやＳＮＳでの配信も可で
すが、同様のＰＲ効果が見込まれる根拠をご提示
ください。 



11 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P4 ②
ア イ 

・YOUTUBE以外の想定しているSNSについて 
・YOUTUBE配信の場合の動画の長さについて ・インスタグラム、フェイスブック、ツイッター

等を想定しています。 
・動画は 5分～10 分程度を想定しています。 

12 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P5 ウ 生産者による、県産品・産地についてのＰＲの項目がありますが、
自身のＰＲに対して謝金は必要なのでしょうか。また、トップシェ
フにおいてはこだわりの生産者を指定することが多いですが、ＰＲ
に招聘する生産者は、産地視察や協議などを通じて、こちらで指定
できるのでしょうか。公平性の観点から農協や漁協の職員や指定の
生産者に限られてしまうのでしょうか。 
 

招へいする生産者及びそれに伴う謝金について
は、県と協議の上決定します。 

13 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P6 （2） トップシェフによる「福岡の食」料理セミナー 
セミナー回数に関して、１日２回（午前の部、午後の部）と記載が
ありますが、２日に分けての開催（例えば午後の部×２回等）でも
よいのでしょうか。 

日程を分けることも可能です。 

14 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P6 （2） アンケート実施の項目がありますが、これまでの事業で参加したシ
ェフ・料理人・店舗における福岡の食に対して実施したアンケート
の集計結果を共有してください。全体が難しい場合は、これまで、
どのような評価や課題があったか、代表的なコメントだけでも公開
してください。 
 

 
過去に実施した「福岡県農林水産物プロモーショ
ン強化業務（2019）」のアンケートの集計結果を記
載します。 
Q１「福岡の食プロモーション」ふくおか食の交流
会 in 東京の企画内容について 
回答数：38 名（非常に満足：22 名、満足：16 名） 
Q１-②食材について 
回答数：38 名（ほとんど知っていた：2名、だい
たい知っていた：21 名、ほとんど知らなかった：
15 名） 
Q2 興味のある食材や食材や貴社で使ってみた食
材はありましたか？ 
あまおう、八女茶等の食材名について回答あり 
Q3 貴社にて「ふくおかフェア（県食材を使用した
メニュー）」の開催を、ご検討いただけますか？ 
回答数：33 名（開催したことがある：8名、関心
がある：14 名、予定はない：11 名） 
 



15 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P7 2 県産食材の販促活動（①広告）。 
卸事業者が特集広告を行うよう取り計らうとの記述がありますが、
特集する広告媒体は卸事業者が独自に発行するようなチラシ・カタ
ログ・機関誌・ＷＥＢ・ＳＮＳなどでの展開でも、首都圏の外食事
業者へリーチできる形ならば良いのでしょうか。それとも、先述の
トップシェフの時同様に指定の媒体はあるのでしょうか。 
 

首都圏の外食事業者へリーチできる形であれ
ば、指定の媒体はありません。 
特集する広告媒体は、卸事業者が独自に発行す
るチラシ・カタログ・機関誌・ＷＥＢ・ＳＮＳ
などでの展開でも問題ありません。 

16 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P7 2 卸事業者との販路拡大活動の概要 
委託期間中の福岡県産食材の取扱い額は、卸業者の仕入れ金額と考
えてよいのでしょうか。 
また、複数の卸事業者と連携した場合は、その総額で考えてよいの
でしょうか。 
 

福岡県産食材の取扱額は、卸事業者の県産食材の
仕入れ金額です。 
複数の卸事業者と連携する場合は、各卸事業者の
金額の内訳及び総額の報告をお願いします。 

17 

仕様書別紙 
業務内容 
補足資料 
 

P8 3 「老舗和菓子店」や（および）「全国展開している洋菓子店」、と記
載がございますが、 
・「老舗和菓子店」「全国展開している洋菓子店」いずれかの展開で
よろしいでしょうか。もしくは両方でしょうか。 
・「老舗和菓子店」であれば１店舗での展開でよろしいでしょうか
。 
・「全国展開している洋菓子店」での展開の場合は、全店舗が展開
対象になりますか、もしくは５店舗以上、などの店舗数に条件はご
ざいますか。 
 

・「老舗和菓子店」、「全国展開している洋菓子店」、
両方の展開をお願いします。 
・「老舗和菓子店」、「全国展開している洋菓子店」
は店舗数に要件はありませんが、複数店舗での展
開が望まれます。 

18 

企画提案 
公募実施 
要領 

P3 8 選定についての選考基準や評価基準等はあるか 
・企画提案実施公募要領８（２）に基づき、提出
書類様式や部数、仕様書内容を満たす内容かどう
か等も含め、総合的に審査します。 

19 

企画提案 
公募実施 
要領 

P5 
P6 

参加・連携「確約度」を記載する項目が多く見受けられますが、イ
メージされている指標の表現方法の記入例はございますでしょうか
？採択・受託を前提にしたとしても、コロナ禍などの外部環境の変
動要素が多い状況において確約を指標化するのは一般的には難しい
と感じますので、見本・記入例があると助かります。 
 

確約済・確約度高・アプローチ中・アプローチ予
定などでご記載下さい。 

 

 


