
令和４年度「おいでまい」等プロモーション運営業務仕様書 

 

 

１．趣 旨 

香川県オリジナル米「おいでまい」の良さを伝えるインフルエンサーを養成するとともに、米

の全国的な需給の緩みにより販売環境が厳しくなっている情勢に鑑み、令和４年産新米の出回

り時期に合わせて県産米をＰＲするイベントや、「おにぎり」を入り口に消費者に「おいでまい」

の初利用を促すキャンペーン等を実施し、「おいでまい」のブランド力の向上と需要拡大を図る。 

 

２．委託者 

「おいでまい」委員会 会長 新池 伸司（事務局：香川県農政水産部農業生産流通課内） 

 

３．委託期間 

契約締結日～令和５年３月 24 日（金） 

 

４．委託業務の内容 

１）「おいでまい」インフルエンサー養成講座業務 

米流通業者、「おいでまい」委員会委員等を対象に、五ツ星お米マイスター等を講師とし

て「おいでまい」の良さやＰＲ方法等を学ぶ講座を開催するとともに、情報発信を促進する

企画を実施する。 

①「おいでまい」インフルエンサー養成講座 

ア 時期 

令和４年８月 

イ 内容 

県内の米流通業者（「おいでまい」取扱店 195 店舗）や「おいでまい」委員会委員（23 名）

等の希望者を対象に、五ツ星お米マイスター等を講師として「おいでまい」の良さやＰＲ

方法等を学ぶ講座を開催する。講座では座学に加えて、県産米の食べ比べを実施し、修了

者に修了証を授与する。（当日の司会は委員会が実施する。） 

②インフルエンサーによる情報発信 

ア 時期 

令和４年８月以降 

イ 内容 

   ①の修了者を対象に SNS 等での情報発信を促進する企画を立案、実施する。 

 

２）新米だよ！県産米大集合キャンペーンの実施 

1 年で一番美味しい新米の時期に県産米（おいでまい、コシヒカリ、ヒノヒカリ、あきさ

かり）の消費促進キャンペーンを実施する。 

ア 期間 

 令和４年 11 月上旬～12 月下旬 

イ 内容 

県内の「おいでまい」取扱店（精米販売 166 店舗）を対象に、実施期間中に県産米を購入 

した消費者に、抽選で賞品を提供する。 

ウ キャンペーンの広報 

◇精米袋貼付用のシールを作成し、県内の卸売業者(高松市内４箇所)に送付し、各事業者

による貼付を依頼する。 



 【応募シールの構成】 

  構成内容：精米袋への貼付をイメージし、県産新米であることが一目でわかり、購入者

の目にとまるデザインとする。QR コード等でキャンペーンサイト及び応募

フォームへ誘導する内容とする。注意事項については、HP での確認とする。 

形 状 等：シールは円形で、直径 75mm 程度。ロール状態にした仕上げ方法とする。ロー

ルの直径は 75mm、ラベルとラベルの間は３mm、１ロールあたりシール 1,000

枚とする。 

数  量：250,000 枚 

納  期：令和４年 10 月 14 日（金） 

◇キャンペーンの特設 HP（県 HP を活用可能）及び PR ツール（チラシＡ４版・ポスターＢ

３版等）に本キャンペーンの情報を記載するものとする。PR ツールの規格・作成部数及

び納期は以下のとおりとする。 

【制作物】 

○ポスターＢ３版・縦 カラー４色 コート紙 135 ㎏  700 部以上 

○Ａ４チラシ カラー４色 コート紙 90 ㎏ 16,000 部以上 

○その他店舗設置用資材 

納期：令和４年 10 月 14 日（金） 

エ キャンペーンの運営事務 

◇県産米購入者が、貼付シールに記載の QR コードを読み取り、応募フォームから購入し

たレシートを撮影した画像を添付し応募する等、県産米を購入したことが確認できる

シールを活用した応募方法とする。商品は令和５年１月中に発送する。  

賞品案：「おいでまい」の特徴である冷めても美味しいことが体感できる炊飯器を提供す

ること。 例：バーミキュラ「ライスポット」 

  ※賞品購入費、送料は、委託料に含む。 

 

３）○祝 特Ａ奪還ＰＲ資材の作成 

令和４年産「おいでまい」の特Ａ獲得をＰＲする資材の作成を行う。 

ア 時期 

 令和５年３月１日（水） 

イ 内容 

店頭でのＰＲ資材の作成を行う。 

◇作成するＰＲ資材は、ポスター（Ｂ３版）及びＰОＰ（Ｂ５版）とする。デザインは、（一

財）日本穀物検定協会が主催する令和４年産「米の食味ランキング」において、「特Ａ」評

価を受けた場合及び受けなかった場合の２タイプを準備する。同ランキングの結果発表を

受けた後、委託者の指示に従い、速やかに印刷する。 

◇作成する資材の部数は以下のとおり。 

ポスター：Ｂ３ 縦 カラー４色 コート紙 135 ㎏  800 部 

ＰОＰ：Ｂ５ 横 カラー４色、コート紙 180kg 両面 PP 加工 1,000 部 

◇資材の送付 

配布先は「おいでまい」取扱店とし、県内 166 ヶ所程度、県外 15 カ所(東京４ヶ所、埼玉

１カ所、大阪７ヶ所、京都 １ヶ所、徳島２ヶ所)程度とする。配布先４ヶ所については、合

紙の対応を要する。 

◇納期：３月１日(水)（ただし、「米の食味ランキング」の結果発表時期の都合から、当該期



日に間に合わない場合は、委託者の指示に従う。） 

 

４）ご飯への乗換えキャッチフレーズの作成 ～○○も良いけど、「おいでまい」もね！～ 

ご飯以外の主食から「おいでまい」ご飯への乗換えを促すキャッチフレーズを公募により

決定する。 

ア 時期 

令和４年９月 30 日（金）まで 

イ  内容 

◇事業趣旨が分かり易く、インパクトがあり多数の応募が確保されるような公募方法や広報   

媒体を提案、周知する。掲載媒体例）登竜門、公募ガイド等 

◇作品の応募受付、応募内容の確認、作品の使用等について応募者との調整業務等にあたる。 

◇作品の審査は農業生産流通課担当者（課長、副課長、農産物ブランド G 課長補佐）が９月

下旬に実施する。 

◇最優秀作品には賞金 10 万円を、優秀作品数点には「おいでまい」関連商品詰合せ（5,000 

円程度）を贈呈。 

 

５）秋の超！「おいでまい」！！おにぎり祭！！！の開催 

ア 開催日時 

令和４年 10 月 23 日（日）11 時～15 時 00 分（11 月３日（木）に変更の可能性有） 

   （設営： ８時～10 時、撤去：15 時 30 分～17 時） 

イ  開催場所 

高松市丸亀町グリーン けやき広場 

(会場は仮予約済み、借上料等の経費は委託料に含む。) 

ウ 内容 

◇主催者の挨拶 

◇「おいでまいフレンズ」による PR 

◇ ４）のキャッチフレーズ最優秀者への表彰と賞金授与 

◇新米「おいでまい」おにぎり即売（県内の有名おにぎり店等 10 店舗程度） 

◇「おいでまい」パックご飯のプレゼント（先着 200 名）、新米「おいでまい」の販売 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、１カ月前程度を目安に実施の可

否の判断を行うこととし、中止の場合の代替案の提案を含む。 

エ  会場コンセプト 

◇ステージを配置し、来場者及びマスコミ取材者等に対し、「おいでまい」おにぎりのイ

ベントであるということが視覚的にもはっきりと分かる装飾にする。 

◇来場者が着席してイベントに参加できる席を 30 席程度設置する。 

◇おにぎり店用の、即売ブースを 10 店舗分作成する。 

◇セレモニー、イベント実施の際に必要なマイク、音響設備、照明等を用意する。 

オ  出展者募集 

◇県内のおにぎり専門店等を対象に「おいでまい」おにぎり即売への出展者（10 店舗） 

募集を行い、９月末までに決定する。 

◇出展者の選考に当たっては、委託者と相談の上、書類審査等を実施すること。また、 

ＳＮＳ等で情報発信力の高い店舗を優先すること。 

     ◇各出展者に 10 月 17 日（月）までに「おいでまい」新米の精米 10ｋg を送付すること。 

カ  運営管理等 

ア）事前 



◇会場使用範囲の設定、会場費、機材・機器使用料の支払 

◇各種申請等の代行（保健所、消防、警察など）  

◇上記２点については、丸亀町グリーン運営室（087-811-6600）と事前に十分な協議を

行った上で実施する。 

イ）当日 

◇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、売上手数  

料の回収・支払 

キ  イベントの企画・実施 

ア）広報業務 

◇来場数、取材率を高めるため、効果的な広報手法について具体的に提案する。 

イ）イベントの企画、実施 

◇セレモニー(ステージイベント等)は、11 時から開始すること。 

◇ステージは、「おいでまい」委員会会長（県農政水産部長）、キャッチフレーズ最優秀

者１名、「おいでまいフレンズ」２名程度が着席でき、着ぐるみ（「おいでまいちゃん」）

１体が並んで立つことができるスペースを設ける。 

◇ステージ前の席を設けるとともに、席と席の間には十分な空間を設ける。また、来場

者のステージ前への着席を促すような工夫を行う。 

◇「おいでまい」おにぎりの効果的な PR につながる新たな趣向を凝らしたイベントを実

施する。 

◇「おいでまいフレンズ」（中学生２名、謝礼不要）と「おいでまいちゃん」を効果的に

活用する。 

※本企画内で必要となる「おいでまい」製品、「おいでまいフレンズ」等出演者の交通

費については、委託料に含む。 

◇イベント等出演者（司会者含む）に対する謝礼・送迎等の接遇及びその他の各種調整

を行う。 

◇新型コロナウイルス感染症予防策を講じる。 

※会場設営に係る基準 

●国の基本的対処方針やイベント等の開催に係る留意事項等を踏まえ開催すること。 

●イベント開催中に参加者の飛沫が飛散しないよう、ステージにはアクリル板等を

適切に配置すること。 

●参加者の間の間隔が十分にある配置とすること。 

●アルコール消毒薬等を設置すること。 

●マスク着用を徹底（未着用者のためのマスクの準備）すること。 

ク 「おいでまい」商品の提供（来場者プレゼント） 

◇来場者先着 200 名に対して、「おいでまい」のパックご飯等を提供する。 

◇配布物（食品）は、保健所の基準を満たした業者により製造されたものとし、配布時のマ

スク着用等、新型コロナウイルス感染症対策を徹底する。 

ケ 資材の作成 

◇ステージ下及び販売用ブースの足元を隠すための横断幕を作成・設置する。 

コ 中止の場合の対応 

◇開催の１か月前頃に国等の示す催物（イベント）の開催制限等の基準に基づき、実施

の判断を行う。 

◇けやき広場でのイベントを中止する場合に、代替となる提案も合わせて行う。 



◇新聞広告やメディア等を活用し、広く県民に「おいでまい」おにぎりキャンペーン等

の情報を発信できる提案にする。 

 

６）秋の超！「おいでまい」！！おにぎりキャンペーン！！！の実施 

県内の「おいでまい」取扱店、さぬきの夢応援店等を対象として、期間中「おいでまい」

おにぎりを提供してもらう参加店を募り、キャンペーンを企画・運営する。 

ア 期間  

令和４年 11 月上旬～12 月下旬 

イ 内容 

県内の「おいでまい」取扱店、さぬきの夢応援店等を対象として、期間中「おいでまい」

おにぎりを提供してもらう参加店を募り、来店者へのプレゼント企画等のキャンペーンを

実施する。参加店舗には「おいでまい」おにぎりの提供店であることを示す掲示用ツール

を提供する（掲示用ツールには４）で作成したキャッチフレーズを使用すること）。キャン

ペーンの制作物については、２）のウに準ずる。 

 

７）その他 

◇貸与資材 

・炊飯器（２台） 

・ポスター（１種類） 

・「おいでまい」法被（４着） 

・「おいでまい」のぼり（ポール及び台座は別途ご準備ください。） 

・「おいでまい」卓上ミニのぼり 

・オリジナルダンス「みんな de おいでまいダンス」DVD 

・「おいでまいちゃん」着ぐるみ 

・「おいでまい」行進曲 CD 

◇各事業、継続的な情報発信が遅滞なく、効果的に実施できるよう運営方法や運営体制を

提案し、円滑に運営されるよう関係者等との調整を行う。 

◇各事業については、記録写真の撮影を行い、イベント実施毎に遅滞なく提出する。 

◇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。 

◇担当部局からの指示により、必要な書類等を提出する。 

◇本業務で制作した製作物については、今後、活用可能な状態でのデータ提出を伴う。 

 

５．成果の帰属及び秘密保持 

１）成果の帰属 

本業務で製作した作品の著作権及び使用権は、原則として、委員会に帰属する。 

２）秘密保持 

◇本業務に関し、受託者から委員会に提出された計画等は、本業務以外の目的で使用しない。 

◇本業務に関し、受託者が委員会から受領又は閲覧した資料は、委員会の了解なく公表又は使

用してはならない。 

◇受託者は本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 

 

６．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。 

◇業務の詳細な内容については委員会と協議して実施する。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。 

◇業務の実施に伴い必要となる物品等については、委託料に含むものとする。 

◇委託料の支払いは、完了払いとする。 

◇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。 

 

７．担当部局・担当者 

〒760-8570 高松市番町四丁目１－１０ 

香川県農政水産部農業生産流通課 

「おいでまい」委員会事務局  (担当者：古市、吉田) 

電話 087(832)3417 (直通)、FAX 087(837)2481 


