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令和４年度「さぬき讃シリーズ」プロモーション事業委託業務仕様書 

 

１、趣旨 

 本業務は、県内量販店の店頭などにおいて、県内の消費者に「さぬき讃シリーズ」をはじめと 

する県産ブランド農産物をＰＲすることで、それらの認知度向上と消費拡大を図る。 

 

２、委託者 

 かがわ農産物流通消費推進協議会 会長 早川 茂 

 

３、委託業務の内容 

（１）かがわ「旬のイチオシ！」農産物フェアの企画・運営 

  県内の消費者に対して、「さぬき讃シリーズ」をはじめとする県産ブランド農産物の認知度向上

を図るため、次に定める期間中、県内量販店において、農産物フェアを円滑かつ効果的に実施で

きるよう企画・運営を行うこと。 

《「かがわ「旬のイチオシ！」農産物フェア」の概要》 

  ○ 実施期間：令和４年７月～令和５年２月 

  ○ 実施場所：県内量販店のうち旗艦店舗 ７店舗程度 

         なお、店舗は、委託者と協議のうえ、決定する。 

  ○ 実施回数：28回程度（４回程度／店×７店舗） 

                  *うち 1 回は、委託業務（２）「さぬき讃サン花・野菜・果実（はなやか）大収穫祭」への出店とする。 

  ○ 実施内容：フェア開催期間中（1回当たり 3日間程度）、量販店内に設置された特設コーナ

ーで、生産者や、さぬき讃サンはなやか大使、PR キャラクター（ベジィさん、

おいでまいちゃん（着ぐるみ））等が店頭に立ち、「さぬき讃シリーズ」や、「お

いでまい」等、旬の県産ブランド農産物を PR販売する。 

 《委託内容》 

１）ＰＲスペースの企画・運営 

    県産ブランド農産物のイメージ向上につながるようなＰＲスペース（５㎡以上）のレイア

ウトや運営等について、企画提案するとともに、会場の設置・撤去を行うこと。 

   ○会場設営、撤去について 

 ①会場設営（会場設営の日時、時間帯は、委託者と協議の上決定） 

 ②会場撤去（会場撤収の日時、時間帯は、委託者と協議の上決定） 

 ③装飾品等搬出、保管 

  ・フェア終了後、次の店舗での開催までの期間、装飾品等を保管しておくこと。 

  ・委託者が準備する装飾品（のぼり、ミニのぼり等）は、会場撤去時に併せて回収し、 

毎回委託者まで届けること。 

 ④会場設営に当たっての注意事項 

     ・実施場所毎に、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の QR コードが掲載

された掲示物を掲示すること。 

     ・アルコール消毒薬等を設置すること。 

     ・マスク着用の徹底（イベント参加者のためのマスクの準備）すること。 

○会場装飾 

 ①ＰＲスペース展示用横断幕の作成 

      ＰＲスペースの展示用横断幕（縦 45cm×横 180cm、カラー４色、シルク印刷、防炎素

材）について提案し、30部を作成すること 

② レシピの作成 

・ 野菜ソムリエにより、７～２月までの期間、「さぬき讃ベジタブル」の対象品目を使

用したレシピ（Ａ６サイズ）について提案し、毎月、１品目以上のレシピデーターを作

成すること。 

     ・ なお、レシピに採用する「さぬき讃ベジタブル」の対象品目は、委託者と協議のうえ 
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決定する。 

    ③県産ブランド農産物（さぬき讃ベジタブル等）の PR映像の放映 

     ・ 来店者に、県産ブランド農産物を PR するため、動画放映機材を準備するとともに、

フェア期間中 PRスペースにおいて、協議会等が保有する「香川の野菜」等の動画を放

映すること。 

    ④専用プライスタグ、及びプライスレール用タグの作成 

     ・ フェア開催を PRするため、「かがわ「旬のイチオシ！」農産物フェア」、及び「さぬ

き讃ベジタブル」、「さぬき讃フルーツ」等の文字、ロゴマークを記載したプライスタ

グ（規格：B5サイズ、片面、カラー）、プライスレール用タグ（幅 30cm×高さ 6㎝、 

片面、カラー）のデザインを提案すること。 

 

２）配布用ノベルティグッズの作成 

     イチオシ品目の購入者に、さぬき讃サンはなやか
花 野 果

大使などが配布するノベルティグッズ

について提案し、作成する。 

     ノベルティグッズは、3,000 個作成することとし、ブランド農産物のロゴマーク※1 等の

印刷や「さぬき讃ベジタブル」レシピ集サイトのＱＲコード※2を作成・添付するとともに、

配布しやすい大きさ、形状のものとする。 

    ＊１ 「さぬき讃フルーツ」、「さぬき讃ベジタブル」、「さぬき讃フラワー」 

    ＊２ さぬき讃「旬のｲﾁｵｼ!」ﾚｼﾋﾟ集（https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/osusume/recipe/top.html） 

 

３）関係者の調整 

    フェアが円滑に実施できるよう、委託者及び量販店の担当者等との打合せを月３回程度実

施し、関係者と日程、会場並びにフェアで取扱うイチオシ品目の調整を行うこと。 

○ イチオシ品目 

月 イチオシ品目（例） 

７月 

① さぬき讃ベジタブル：金時いも、アスパラガスミニトマト、きゅうり、青ねぎ 
なす（三豊なす） ほか 

② さぬき讃フルーツ：桃、シャインマスカット、ピオーネ、ハウス小原紅早生 ほか 
③ さぬき讃フラワー：キク、ヒマワリ ほか 

８月 

① さぬき讃ベジタブル：金時いも、アスパラガス、ミニトマト、きゅうり、青ね 
ぎ、なす（三豊なす） ほか 

② さぬき讃フルーツ：桃、シャインマスカット、ピオーネ、ハウス小原紅早生 ほか 
③ さぬき讃フラワー：キク、ヒマワリ ほか 

９月 
① さぬき讃ベジタブル：金時いも、アスパラガス、きゅうり、青ねぎ、なす（三豊なす）  

ほか 
② さぬき讃フルーツ：シャインマスカット、ピオーネ、梨 ほか 

10月 
① さぬき讃ベジタブル：金時いも、ミニトマト、きゅうり、青ねぎ、なす（三豊なす） 

ほか 
② さぬき讃フルーツ：さぬきゴールド、ピオーネ ほか 

11月 
① さぬき讃ベジタブル：レタス、ブロッコリー、ミニトマト、青ねぎ ほか 
② さぬき讃フルーツ：さぬきゴールド、さぬきキウイっこ ほか 
③ その他：おいでまい 

12月 

① さぬき讃ベジタブル：レタス、ロメインレタス、リーフレタス、ブロッコリー 
青ねぎ、ミニトマト、金時にんじん、なばな、パセリ ほか 

② さぬき讃フルーツ：小原紅早生、香緑、さぬきひめ ほか 
③ さぬき讃フラワー：キク、マーガレット、ラナンキュラス、カーネーション ほか 

１月 

① さぬき讃ベジタブル：レタス、ロメインレタス、リーフレタス、ブロッコリー 
青ねぎ、大根、金時にんじん、パセリ、まんば、食べて菜  
ほか 

② さぬき讃フルーツ：小原紅早生、不知火、香緑、さぬきひめ ほか 
③ さぬき讃フラワー：キク、マーガレット、ラナンキュラス、カーネーション ほか 
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２月 

① さぬき讃ベジタブル：レタス、ロメインレタス、リーフレタス、ブロッコリー 
セルリー、青ねぎ、キャベツ、大根、なばな、アスパラガス 
パセリ ほか 

② さぬき讃フルーツ：さぬきひめ、香緑 ほか 
③ さぬき讃フラワー：キク、マーガレット、ラナンキュラス、カーネーション ほか 

 

（２）『さぬき讃サン花・野菜・果実（はなやか）大収穫祭』の企画・運営 

   県内消費者に対し、「さぬき讃シリーズ」を PR するため、県内量販店を会場に「さぬき讃シ

リーズ」はじめ、「さぬき讃ベジタブル」や「さぬき讃フルーツ」等の調理品、加工品を販売す

るイベントを円滑かつ効果的に実施できるよう、出店者の確保、及びイベントの企画・運営を

行うこと 

 《「さぬき讃サン花・野菜・果実（はなやか）大収穫祭」の概要》 

○開催日時：令和 4年 11月 11日（金）～11月 13日（日）10:00～16:00 

  ○開催場所・内容 

フジグラン丸亀店（763-0092 香川県丸亀市川西町南１２８０−１） 

・屋内会場：店内イベントスペース（約 105㎡） 

①「さぬき讃シリーズ」等県産農産物販売（かがわ「旬のイチオシ！」農産物フェア） 

②出店者による「さぬき讃ベジタブル」、「さぬき讃フルーツ」を使った加工品の販売 

・屋外会場：フジグラン丸亀店駐車場（2ｔ車 7台程度） 

③出店者による「さぬき讃ベジタブル」、「さぬき讃フルーツ」を使った調理品（現場で

の調理を含むもの）の販売 

       ＊応募資格確認結果通知時に、「屋内会場フロア図」、「屋外会場キッチンカー設置 

場所」を提供します。 

《委託内容》 

１）会場のレイアウト設計 

   ・ イベントの効果的な演出とスムーズな動線が実現できるレイアウトを提案すること。 

＊目安となるブース数：屋内会場①イチオシフェアと同様 

屋内会場②10 ブース 

屋外会場  7 ブース 

     ＊目安となるブース規格：屋内会場① 5 ㎡以上 

屋内会場② 長机 1 台（幅 180cm×奥行 60cm×高さ 70cm） 

                 屋外会場  キッチンカー1 台（規格は出店者により異なる） 

・ 来場者にイベント趣旨や出店者情報が分かりやすいよう、会場内に看板・案内板、横断幕      

等を効果的に設置すること。 

  ・ 会場管理者で準備可能な備品 

No 備品名 

１ 長机 

２ パイプイス 

３ 白布 

４ アルコールディスペンサー 

５ ゴミ箱 

 

２）出店者の募集・決定 

   ・ 「さぬき讃ベジタブル」や、「さぬき讃フルーツ」等を使った加工品、調理品を扱う生産

者・製造業者等に出店者募集を行うこと。 

・ 出店者数は、屋内会場 10 者、屋外会場７者程度とし、8 月末までに出店内容を確定する

こと。 

・ 出店者選考にあたっては、出店者や取扱品目の適性を確認するため、委託者と相談の上、

書類審査や面談を実施すること。 

＊選考では、SNS等で情報発信力の高い生産者・製造業者を優先すること。 
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 ３）会場管理者（量販店）等との連絡調整 

  ・会場管理者や委託者等との連絡調整（必要な申請行為等を含む）を行うこと。 

   委 託 者：かがわ農産物流通消費推進協議会（事務局：香川県農政水産部農業生産流通課） 

農産物ブランド推進グループ 担当：柴田 087-832-3417 

   会場管理者：株式会社フジ・リテイリング 担当：広谷 0877-57-2411 

   

４）会場設営・管理 

  ・会場全体の管理（養生、終了後の清掃含む） 

    ＊会場の使用に当たっては、会場管理者の指示に従うこと 

 

  ５）運営管理等 

   ① 事前 

    ・会場使用範囲の設定、会場費、器材・機器使用料の支払い 

    ・各種申請等の代行（保健所、消防など） 

     上記２点については、事前に会場管理者と十分な協議を行ったうえで実施すること。 

② 当日 

    ・会場設営     11月 10日（木）（設営の時間帯は、会場管理者と協議の上決定） 

    ・イベント運営   11月 11日（金）～11月 13日（日）10:00～16:00 

    ・会場撤去     11月 13日（日）（撤去の時間帯は、会場管理者と協議の上決定） 

・開催中の管理運営  

    ・来場者誘導、清掃、汚水・ゴミ処理、写真撮影、傷害・賠償保険等への加入をすること。 

    ・出店者から出店量を集金し、イベント終了後、店舗に支払うこと。 

≪会場設営に当たっての注意事項≫ 

    ・実施場所毎に、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の QR コードが掲載さ

れた掲示物を掲示すること。 

    ・イベント開催中に、参加者の飛沫が飛散しないような配慮すること。 

    ・参加者の間の間隔が十分にある配置とすること。 

    ・マスク着用の徹底すること（未着用者のためのマスクの準備）。 

 

６） プロモーション活動業務 

  ○ 誘客のためのプロモーション活動 

    ・来場客にイベント趣旨や出店者情報が分かりやすいよう看板・POP 等を設置すること。 

    ・当日の出店者やイベント内容を網羅したチラシの制作・配布すること。 

    ・その他効果的な媒体を活用したタイムリーな情報発信を行うこと。 

   ○委託者で準備可能な備品 

No 備品名 その他 

１ さぬき讃フルーツ 横断幕  

２ さぬき讃フルーツ Ｂ２版ポスター  

３ さぬき讃フルーツ のぼり ポール・台座は別途準備すること 

４ さぬき讃フルーツ 卓上ミニのぼり  

５ さぬき讃ベジタブル Ａ３版ポスター  

６ さぬき讃ベジタブル のぼり ポール・台座は別途準備すること 

７ さぬき讃ベジタブル 卓上ミニのぼり  

８ さぬき讃フラワー Ｂ２版ポスター  

９ さぬき讃フラワー のぼり ポール・台座は別途準備すること 

10 さぬき讃フラワー 卓上ミニのぼり  
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７）その他 

   ・雇用者及び使用者として、労働関係法令を遵守すること。 

   ・かがわエコイベントマニュアルを踏まえ、省エネルギーやゴミの少量化など環境に配慮し

た行事とすること。 

   ・担当部局からの指示により、必要な書類等を提出すること。 

   

４、委託期間：契約締結日から令和５年３月 24日（金）まで 

 

５、その他 

① 農産物の写真や情報が必要な場合には、香川県及びかがわ農産物流通消費推進協議会並びに

一般財団法人かがわ県産品振興機構が所有する写真や情報を提供することができる。 

② 業務の詳細な内容については、協議会と協議して実施すること。本仕様書に定めのない事項

及び不明な点が生じたときは、その都度、協議すること。 

③ 業務の実施に伴い、必要となる物品については、委託金額に含むものとする。 

④ 業務終了後、実施状況や消費者の意見を内容に含み報告書を作成し、提出すること。 

⑤ 委託料の支払いは、完了払いとする。 

⑥ 本事業の成果物及びデザインの著作権は協議会に帰属するものとする。 

この成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者はあらかじめ当該第三者

の書面による契約により当該著作物に係る著作権を受託者に譲渡させたうえで、当該成果物

などを協議会に引き渡すものとする。 

協議会は、この成果物に係るアイデア、コンセプト等について、対価を払うことなく自由

に使用できるものとし、協議会が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又

は解除など契約終了のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものである。 

⑦ 他社の印刷物などから、写真、イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害など

の問題が生じることのないよう受注者において必要な手続きをとること。 

⑧ 受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川

県個人情報保護条例（平成 16年香川県条例第 57号）等に基づき、その取り扱いに十分留

意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 

⑨ 新型コロナウィルス感染症の感染防止等の天災その他社会経済情勢等により、事業が

中止となった場合や業務の完了に影響がでた場合は、別途、変更契約を締結し、業務が完

了した部分の経費を上限（但し、契約額以内で、県が適切と認める範囲に限る。）に委託

料を支払うものとする。 

 


