
「みやざき茶」販売促進PR業務委託企画提案コンペ実施要領

1 事業の目的

「みやざき茶」の販売促進を図るため、「みやざき茶」の魅力をテレビCMを通
じて、広<県民に発信する。

2 業務の名称

「みやざき茶」販売促進PR業務

3 業務の内容
別紙 (業務委託仕様書)のとおり

4 委託期間

契約締結の日から令和 3年 3月 31日まで

5 委託費 (契約限度額)

1,050,000円 ())当費税及び地方消費税を含む)

*1 この金額は、契約予定価格を示すものではない。
*2 上記金額は、別途仕様書 |こ明記 した、企画内容の履行までに要する全て

の経費を含む。
*3 委託料の支払は、委託業務完了後、精算払とする。

6 業務の処理

(1) 受話者は、業務の内容及び範囲について、委託者と十分打ち合わせを行い、

業務の目的を達成すること。

(2) 受話者は、打ち合わせの内容を記録 し、必要に応 じて随時、委託者へ提出す

ること。

(3) 受託者は、業務の進捗状況に関して、随時、委託者へ報告 し、その内容につ

いて承認又は指示を受けること。

7 企画提案コンペ参加資格
°

本業務に関する企画提案コンペ参加者は、つぎに掲げる参加資格の要件の全てを
満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当し

ない者
(2) 物品の買入れ等の契約に関する競争入札の参加資格、指名基準等に関する要

綱 (昭不□46年宮崎県告示第 93号)第 2条に規定する入札参加資格を有する
者で、業種がサービスの「広告代理」に関する業種であり、本業務|こついて、
十分な業務遂行能力を有し、過去に本業務相当以上の受話実績を有すること。

(3) 会社更生法 (平成 14年法律第 154号 )|こ基づく更生手続開始決定の申立
て、民事再生法 (平成 11年法律再 225号)に基づ<再生手続開始の申立て
又は破産法 (平成 16年法律第 75号)に基づ<破産手続開始の申立てがなさ
れていない者。ただし、会社更生法に基づ<更生手続開始又は民事再生法に基
づ<再生手続開始の決定を受けている者は、申立がなされていない者とみなす。

(4) 宮崎県内に本社又は営業所を置<者であること。
(5) この応募の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務

|こ関し、指名停止の措置を受けていない者。
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(6) 宮崎県暴力団排除条例 (平成 23年宮崎県条例第 18号)第 2条第 1号に規
定する暴力団、又は代表者及び役員が同条第 4号に規定する暴力団関係者で
ないこと。

8 スケジュール (予定 )

(1)公告               令和 2年 12月 21日
(2)募集 (企画提案コンペ参加申込)  令和 2年 12月 21日

～令和 3年 1月 8日
(3)企画提案書提出          令禾□3年 1月 13日
(4)プレゼンテーション        令和 3年 1月 15日
(5)審査結果通矢日           令禾□3年 1月 21日頃予定
*テ レビCM予定 令和 3年 3月 (新茶時期前 )

9 企画提案コンペ

(1) 参加申込

① 提出期限
② 提出先

③ 提出方法
④ 提出書類
⑤ その他

:令和3年 1月 8日 (金)午後5時まで (必着)

:みやざき茶推進会議 (宮崎県茶業協会)

(下記 15の書類提出先)

:フ アクシミリ又は電子メール
:別紙「企画提案コンペ参加申込書」
:フ アクシミリ又は電子メールにより受け付けた場合には、みやざ
き茶推進会議 (宮崎県茶業協会)から確認の電話連絡を行うので、
申込日以降2日 (主躍日・日躍日を除<)までに連絡がない場合
には、みやざき茶推進会議 (宮崎県茶業協会)に問い合わせるこ
と。

(2) 企画書の提出
下記の①及び②の書類を1セ ットとし、これを企画書と呼ぶ。
なお、提案は、 1社 1案とする。

① 企画提案書 (様式任意、A4版 )

a 実施方針
b テレビCM構成イメージ/放送概要
c 事業計画書 (タイムスケジュール)

d 会社概要 (既存のもの)

e 委託業務実施体制
f 類似業務受注実績 (様式任意)

② 見積書及び見積明細書 (様式任意、A4版 )

a 見積書は、積算内容が分かるように記載し、見積金額の表示は、税抜き
金額、)肖費税及び地方消費税額、合計額を明記すること。

b 宛名|ま「みやざき茶推進会議会長 菊田武光」とすること。
③ 提出部数

原本 1部、コピー5部
④ 提出期限・提出先・提出方法
a 提出期限 :令和3年 1月 13日 (水) 午後5時まで (必着)

b 提出先  :みやざき茶推進会議 (宮崎県茶業協会)

(下記 15の書類提出先)

c 提出方法 :持参又は送付
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10 審査

(1) 審査委員会

企画提案の審査は、審査委員会において審査する。

(2) 審査方法等

提出された企画提案書、見積書等をもとに、企画提案参加者からのプレゼン

テーションを実施 し、次のとおり審査を行い、最も優れた提案を選定する。

① 審査手順
提出された企画提案書、プレゼンテーションを審査し、優良案件を1件選定

する。

② 審査基準
別添審査基準のとおり

③ プレゼンテーション
a 日  0寺 :令和3年 1月 15日 (金 )予定
b 会  場 :宮崎県庁5号館
c 審査時間 :20分 (プレゼンテーション10分、質疑応答 10分 )

d 実施順番 :原則として企画書の受付順とし、開始時刻を事前に通知する。
e 実施方法 :提出書類のみを使用して実施することとする。
f 参加者数 :主たる説明者 1名を含め2名以内とする。

11 選定結果の通知

選定結果については、令和 3年 1月 21日 (木)までに全ての企画提案者に対 して

通知する。

12 契約締結
10の審査により選定された最も優れた提案を行つた提案者を契約締結候補者とし

て、委託業務に関して必要な協議を行い (その際、企画書の内容は、協議の上、変更
することがある)、 本委託業務の契約の手続を行う。

13 著作権
当該業務委託により作成した映像等の著作権はみやざき茶推進会議に帰属するもの

とする。

14 その他

(1) 提出された資料は返還 しない。

(2) 企画提案に要する一切の費用は、各社負担とする。

(3) 著作権法等の法令を遵守することとし、企画提案書の記載が法令に基づいて

保護されている第二者の権利の対象となつているものを使用 した結果生 じた黄
任は、提案者が負うこととする。

15 書類提出及び問い合わせ先
みやざき茶推進会議 (担当 日高)

〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番 1号 (宮崎県庁・農産園芸課内)

電話 0985-65-3334   Fax 0985-65-3334
メール in.tea@b五dge.ocn.ne.jp

* 事務所移転のため、令和3年 1月 12日以降の間い合わせ先は当分の間、以下と
する。

宮崎県農産園芸課 花き・特産担当  (取次担当 邊見)

電話 0985-26-7137   Fax 0985-26-7338
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(別紙)

FAX送 信 票
(FAX:0985-65…3334)

送信日 :令和2年  月 日

みやざき茶推進会議  行き

*令和 3年 1月 8日 (金)午後 5時までに本紙 1枚のみ送信 してください。

「みやざき茶」販売促進PR業務委託

企画提案コンペ参加申込書

会社名 :

担当者 :

丁EL:

E-lnail

標記企画提案コンペについて、参加を申し込みます。
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「みやざき茶」販売促進PR業務委託仕様書

1 委託業務の名称

「みやざき茶」販売促進PR業務

2 委託業務の目的

「みやざき茶」の販売促進を図るため、「みやざき茶」の魅力をテレビCMを通 じ

て、広く県民に発信する。

3 委託業務により)}::費者等に伝えたいこと

①  「みやざき茶」の魅力

ひなたの恵みが生み出す極上のうま味と香り
。煎茶 全国第4位の産地・・・・・香り高<、 うま味と渋味の調和のとれた味わ

いが特徴
。釜炒り茶 日本―の産地・・・・・汚しい香りとスッキリとした渋味の少ない爽

快な味わいが特徴
*一部、ブランド認証商品「みやざき釜炒り

茶 “釜王"」 の存在

②  「みやざき茶」は、常に全国茶品評会、日本茶アワードで上位入賞

③ 人の健康へ寄与しているお茶の効能

4 委託期間

契約締結の日から令和 3年 3月 31日 (木)まで

5 委託業務の内容

(1) テレビCMの制作、放送

① テレビCM制作
。 テレビCM(15秒 )を制作すること

「みやざき茶」
°
の魅力をわかりや<発信し、)肖費者の購買意欲を駆り立

てる内容とすること
・ 著作権法等の法令を遵守することとし、法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となつているものを使用した結果生じた責任は、受託者が

負うものであること。

② テレビCM放送
・ 宮崎放送 (MR丁 )又はテレビ宮崎 (∪ MK)のいずれかにおいて放送

すること。
・ 放送時期は令和3年 3月の新茶シーズンが始まる前とし、放送時間、放

送回数については提案事項とするが、スポット基本パターンの全日型を想

定している。

③ 事業実施報告書

テレビCMの制作過程や放送実績、テレビCMに対して放送局等に寄せ

られた意見や感想等があればそれらを合わせて事業実施報告書としてとり

まとめ、提出すること。
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6 成果品等

(1) 事業実施報告書               1部
(2) 業務で作成 した電子データを収めたD∨ D等   1枚

* 事業実施報告書及び提出を求める電子データについては、事業開始当初に委

託者と協議の上、内容を決定する。

7 納入場所

みやざき茶推進会議 (宮崎県茶業協会)

8 その他

(1) 成果品についての権利は、みやざき茶推進会議に帰属する。

(2)作 成にあたつては、みやざき茶推進会議と十分に連絡を取りながら行うこと。

(3) 本仕様に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については別途協議する。
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「みやざき茶」販売促進PR業務委託企画提案コンペ 審査基準

審査項目 審査内容 配点

■基本事項

1.テーマの理解

2.業務の経験

■企画内容

3.提案カ

4。 )肖費者の意識

5。 効果的な放送

■業務管理体制

7.実施体制

8.業務計画

■その他

9。 経済含理性

「みやざき茶」の魅力を理解し、ターゲットや目的が明確で、それを反

映した企画となつているか。

類似業務の履行実績があり、豊富な経験を有しているか。

「みやざき茶」の魅力をわかりやすく、伝わりやすい内容で表現し、斬

新的で)肖費者への認知度向上につながつているか。

)肖 費者に浸透する可能性を持ち、かつ市場性が感じられ、購買意欲の喚

起が図られるか。

放送時間、放送回数は効果的なものとなつているか。

責任者や役害」分担が具体的|こ 示され、要請に応じて即時の対応ができる

体制となつているか。

計画的な業務スケジュールが組まれているか。

妥当な価格設定である。

(1-提案金額/予算額)×配点

*小数点第 2位以下切り捨て

10

10

25

25

10

5

5

10

言十 100


