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道産食品消費喚起対策事業委託業務 

企画提案指示書 

１ 委託する業務名 

道産食品消費喚起対策事業委託業務 

 

２ 業務の趣旨・目的 

  新型コロナウイルス感染症による影響が長期化している中、原油高・原材料高による製造コス

トの上昇や消費者の購買意欲の低下等が重なり、道内の食関連事業者は大変厳しい状況にある。 

このため、道では道内外で道産食品の消費喚起を図ることを目的に、道産品アンテナショップ

「北海道どさんこプラザ」や道が主催する「北海道の物産と観光展」（以下、「主催物産展」（※

１）という。）会場及び道内の百貨店が開催する北海道物産展（以下、「準主催物産展」（※２）

という。）会場で利用できるプレミアム付商品券を発行するとともに、北海道どさんこプラザＷ

ＥＢや「主催物産展」及び「準主催物産展」の会場となる百貨店等による自社の通販サイト・カ

タログ等の通信販売手法を活用した道産食品の割引販売（以下、「通信割引販売」という。）の

実施、各振興局が主催し地域産品を販売するフェアの開催や宅配サービスを活用した道産食品の

販売を行い、道産食品の消費喚起を図る。 

 ※１「主催物産展」とは、道、（一社）北海道貿易物産振興会、（公社）北海道観光振興機構及

び道内関係各市との共催により、道外主要都市百貨店の協力を得て、道産品の展示・即売及

び観光地の紹介・宣伝を行う催事のことをいう。 

※２「準主催物産展」とは、主催物産展に参加している百貨店又は道内百貨店が自主的に開催す

る物産展ではあるが、出品者や出品商品などが主催物産展の基準に準じて選定されているこ

と、加えて催事場など他の売場から独立した場所で物産展が開催され、主催物産展に準じた

取扱いをすることが適当であると道が認める催事のことをいう。 

 

３ 委託業務の内容 

  委託する業務の内容は次のとおり。なお、業務の遂行に当たっては事業を円滑に進められるよ

う、具体的な取組については食産業振興課と協議の上、実施すること。 

（１）プレミアム付商品券（以下、「商品券」という。）の発行等の実施及び運営管理 

  ア 商品券発行 

   ・次の仕様に基づく商品券の発行 

項  目 内      容 

名称 北海道どさんこプラザ・道内外対象百貨店「北海道物産展」共通プレミア

ム付どさんこ商品券（仮称） 

発行総額上限 10億5,000万円 

発行部数上限 150,000冊 

額面 １冊7,000円 ※1,000円券７枚綴り 

販売価格 １冊5,000円 

プレミアム率 40％（道が負担） 

利用期間 実施体制が整い次第速やかに実施し、有効期限については道と協議の上、

決定すること 

購入対象者 制限なし 

使用可能店舗･

会場 

 

 

 

○北海道どさんこプラザ各店 

・サテライト店（倶知安店、湯川店）、海外店は除く 

・委託期間中に新規店舗が開店した場合は当該店舗も対象とする 

○主催物産展会場、準主催物産展会場 

・開催会場は調整中 

※使用可能な会場は、道と協議の上決定すること。 

購入限度 １人10冊まで 

使用制限 

 

○利用期間内に限り利用可能 

○購入後の返品や払い戻しはしない 
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 ※ただし、購入した百貨店での「北海道物産展」が中止となった場合で

１冊７枚綴り全て未使用のものに限り払い戻しを行う。 

○現金との引き換えはしない 

○釣り銭は支払わない 

○次の支払いについては使用できない 

 ・道産品以外の購入 

 ・事業者の事業活動に伴う支払い（原材料・仕入商品の購入等） 

 ・有価証券、商品券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いものの

購入 

 ・たばこの購入 

 ・駐車料、コインロッカー代等の使用料 

・使用可能店舗･会場による自社商品の購入 

・その他、道が当事業の趣旨から不適当と認めるものの購入 

商品券印刷仕様  

 

 

 

サイズ 縦60mm×横120mm程度 

色数 表面フルカラー、裏面１色 

原稿 デザイン案を道に提出するものとし、印刷原稿は道で決定する 

表紙 くるみ表紙（２色） 

加工 ・複数の対策を組み合わせた偽造防止措置を講じる（ホログラム、マイ 

クロ文字等の使用やナンバリング等） 

・切り離しを容易にするためのミシン目（２か所）を入れる 

その他留意事項 ・盗難、紛失、滅失、偽造等に対して道は責めを負わない 

・商品券は受託者の名義で発行する 

   

イ 商品券の販売 

   ・消費者及び商品券使用可能店舗・会場の負担が少ない適切な方法での販売 

※販売にあたっては、「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防

ガイドライン」に基づく対応など、三密回避等のために必要な措置を講じること 

 また、より多くの方が公平に商品券の購入機会を得られるような販売手法の導入につい

て検討すること 

   ・販売場所は道内及び道外に設けるものとする 

   ・販売場所には可能な限り販売管理を行うため受託者が立ち会うものとする 

ウ 消費者及び商品券使用可能店舗・会場への対応 

   ・商品券使用可能店舗・会場で商品券が円滑に使用されるよう、各店舗･会場への見本券配付 

   ・商品券使用可能店舗・会場に対する運営方法等の事前説明 

   ・商品券に関する問い合わせや苦情等への対応 

   ・商品券不正使用の防止 

エ 商品券の配送 

   ・商品券発行から廃棄までの全ての段階における、安全かつ確実な配送 

オ 商品券の換金及び使用済み商品券の廃棄 

   ・商品券使用可能店舗・会場からの換金請求に対する、円滑な換金 

   ・換金期間を設定し、換金期間内に換金されなかった商品券は換金しないものとする 

   ・換金されなかった商品券に係る売上金は、道に帰属するものとする 

   ・換金されなかった商品券の発生等により道のプレミアム負担分に残額が生じた場合はその

相当額を道に返納するものとする 

   ・使用済み商品券の適切な廃棄 

カ 商品券の販売・使用状況把握 

   ・商品券の販売や換金の状況を随時把握し、データ管理を行うとともに、道の求めに応じて、

適宜情報を提供するものとする 
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（２）地域フェアの開催 

本事業の効果を地域の幅広い事業者への支援に繋げるため、主催物産展会場やどさんこプラ

ザ等において、各振興局が主催する地域産品の販売や地域の魅力を PRするフェアを開催する。 

  ア フェアの開催調整 

   ・各振興局の意向（開催希望地域、時期、内容など）を踏まえた主催物産展会場やどさんこ

プラザ等の会場確保ならびに会場とのフェアの日程や開催期間、取扱条件の確認・調整を

行うこと。 

   ・集客が見込める会場の提案がある場合は、選定理由を添え、具体的な場所・店名を提案す

ること。その際には、首都圏、関西圏など複数の地域を提案すること。 

  イ フェアの開催運営 

   ・フェア開催に必要な会場使用料や什器使用料を支援すること。その他、フェアの効果的か

つ円滑な開催に必要な支援策を提案すること。 

   ・集客を促すための周知広報業務を行うこと。 

 

（３）通信割引販売の実施及び運営管理 

  ア 通信割引販売の実施 

・（１）の会場が運営する通販媒体や道産食品の消費喚起に効果的なその他の媒体を道に提

案の上、道産食品の割引販売を実施する。 

・商品価格に対する割引率は３割引きとする。 

・（１）のプレミアム分と本項の割引原資をあわせた総額は 531,000 千円とし、消費者の消

費動向の変化に応じて割引原資配分を変更するなど機動的に対応しながら、道産食品の消

費を最大化する様、工夫すること。 

イ 出品できる事業者、道産食品の基準の周知・管理 

・通信割引販売に出品できる事業者は、道内に本支店等を有し道産食品の製造・販売を行う

者とする。また、各種通信割引販売で販売できる道産食品は、次の要件を全て満たしてい

るものとする。 

①道内で生産、製造又は加工が行われた商品 

②食品表示法、食品衛生法など関係法令の要件を満たしているもの 

③食品のみ（クラフト雑貨、化粧品、日用雑貨等は除く） 

 ・以上の基準を順守するよう、通信割引販売を実施する各媒体の事業者に周知するとともに、

基準が順守されていることの確認措置を行うものとする。 

ウ 割引原資管理 

・割引原資について、通信割引販売を実施する各媒体の事業者が設定する売上目標等を確認

の上、配分額を決めるとともに、割引原資の管理、支払いを適正に行う。 

エ 通信割引販売の実施状況把握 

   ・通信割引販売による売上動向を把握するため、通信割引販売を実施する各事業者と調整の

上、販売額などの実績を随時把握し、データ管理を行うとともに、道の求めに応じて、適

宜情報を提供するものとする。 

 

（４）宅配サービスを活用した道産食品の販売 

ア 宅配サービスの実施内容 

・食品宅配サービス（道内各地に配送が可能なもの）を活用し、道産食品をカタログ等に掲

載し、一定期間、消費者に対し道産商品の販売を実施すること。 

・道産食品の掲載にあたっては、視認性や独立性を工夫し、消費者の目にとまりやすい様、

取り組むこと。 

・売上の動向を把握するため、１週間ごとの宅配サービスの実績及び成果（カタログ掲載商

品、売上額、利用者数等）に係る報告を、翌週中に道に提出すること。 

イ 実施期間及び実施回数 

・令和４年 11月から令和５年２月までの間のうち５回程度 

  ウ 掲載商品 

   ・掲載商品は、特定の事業者や売れ筋商品に偏ることなく、地域性や季節性を踏まえるとと
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もに、公益的な観点から、原油高・原材料高や新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

本道の農水畜産物及び加工品など、道の施策に関連する商品を含めて幅広く提案し、道と

協議のうえ決定すること。 

 

（５）その他消費喚起に資する取組の実施及び運営管理 

商品券のプレミアム分及び通信割引販売の割引原資をあわせた総額は 531,000 千円を基準と

するが、上記（１）～（４）によらない方法であっても、道産食品の消費喚起を十分に図るこ

とが可能な取組について検討し、都度、道と協議を行うこと。 

 

（６）周知広報業務 

商品券、地域フェア、通信割引販売及び宅配サービスの利用を促進するため、事前の周知広

報を行うこと。特に、道産食品の購入者層を意識した効果的な周知広報を行うこと。 

 

（７）報告書の作成 

上記（１）から（６）までの実施結果について報告書を作成する。 

 

（８）成果物の提出 

納入成果物及び納入形態は次のとおり。 

・報告書（紙媒体（Ａ４版）：２部、電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ）：１式） 

       電子媒体は、Windows10 で起動する Microsoft Office で対応可能なものとする。 

       

４ 委託期間 

  契約締結日の日から令和５年３月１０日(金)までとする。 

 

５ 積算上限額 

（１）委託料 

796,991 千円 

（消費税及び地方消費税相当額を含み、商品券のプレミアム分及び通信割引販売の割引原資の

合計 531,000 千円を含む。） 

（２）予算にかかる留意事項について 

   新型コロナウイルス感染症などの影響により、委託業務の内容を変更する場合又は事業を中

止する場合がある。 

その場合は、道と提案者の双方の協議により提案内容の変更又は契約を行わないことがある。 

 

６ 審査基準 

  審査は次の項目について評価するので、十分留意の上、企画提案書を作成すること。 

（１）業務遂行能力全般 

  ア 業務実施に必要かつ十分な体制となっているか。 

イ 業務を効率的かつ効果的に実施できる全体スケジュールになっているか。 

  ウ 北海道どさんこプラザや主催物産展に関する情報を的確に把握するなど、当該業務に関係

する情報に精通しているか。道内自治体・食関連団体・地域の食関連事業者や道産食品に

ついて十分な知見を有しているか。 

（２）企画提案内容 

ア 商品券の発行について、販売や消費者及び使用可能店舗等への対応、配送のほか、具体的 

 な内容（換金及び廃棄、販売・使用状況把握等）が事業の趣旨を踏まえた適切な提案と  

 なっているか。 

  イ 商品券の販売について、「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症 感染拡大予 

防ガイドライン」に基づく対応など、三密回避等のために必要な措置を講じた提案となっ 

ているか。 

  ウ 地域フェア開催について、幅広い地域の事業者の支援に資する提案となっているか。参加

者の負担を軽減し、円滑かつ効果的に開催できる内容となっているか。 

エ 通信割引販売の割引原資の配分の考え方、執行管理の方法が適切な提案となっているか。 
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オ 通信割引販売の運営管理において、実施手法や出品する事業者及び道産食品が指定した基

準を満たしているかについて、確認措置の方法が適当なものとなっているか。 

カ 宅配サービスについて、事業趣旨に沿った宅配事業者や商品選定手法の提案となっている

か。 

キ 商品券の販売及び使用状況並びに通信割引販売の販売状況及び割引原資の使用状況等の把

握について、提案内容が具体的かつ実現性の高いものとなっているか。 

ク 周知広報業務について、事業の趣旨を踏まえた効果的な提案となっているか。 

ケ 報告書の項目の設定・考え方が適切であるか。 

（３）道施策との適合性 

ア 「北海道働き方改革推進企業認定制度」における４つの認定グレード（ゴールド認定、シ

ルバー認定、ブロンズ認定、ホワイト認定）のいずれかに該当しているか。（認定グレード

に応じて加点） 

イ 「北海道働き方改革推進企業認定制度」における３つの認定グレード（ゴールド認定、シ

ルバー認定、ブロンズ認定）のいずれかに該当し、同制度の評価基準にある「障がい者就労

支援企業認証制度」（保健福祉部障がい者保健福祉課実施）の一定以上の認証ポイントを取

得しているか。（一定以上の認証ポイントを取得している場合に加点） 

 

７ 参加資格の要件 

次のいずれにも該当すること。 

（１） 法人若しくは法人以外の団体（以下、「法人等」という。）又は複数の法人等で構成する連

合体（以下、「コンソーシアム」という。）であること。 

（２）法人等及びコンソーシアムの構成員は、次の要件を全て満たしていること。 

 ア 道内に本社又は事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む）を有する法人、 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人又は法人以外 

の団体であること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力 

団員の統制下にある法人等を除く。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者でないこと。 

ウ 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により、競争入札への参加を排除されている 

者でないこと。 

   エ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

オ 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う

競争入札等への参加を排除されていないこと。 

カ 次に掲げる税の滞納又は未納がある者でないこと。 

   (ア) 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

    (イ) 本社が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

    (ウ) 消費税及び地方消費税 

キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除 

く。）。 

(ア) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

    (イ) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

    (ウ) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116号）第７条の規定による届出 

ク コンソーシアムの構成員が、法人等又は他のコンソーシアムの構成員として、このプロポ 

ーザルに参加する者でないこと。 

（３）コンソーシアムにおいては、（２）の要件の他、次のいずれの要件も満たすこと。 

  ア コンソーシアムを構成する企業間に明確な契約が存在すること。 

    イ 北海道から委託を受けた事業が完了した日の属する年度の終了後５年間、会計帳簿等の関 

係書類の保存について責任の所在が明確であること。 

 

８ 参加表明書等の提出 

  プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書及び添付資料を提出すること。 

（１）提出書類 参加表明書、添付資料（登記簿謄本（写）、納税証明書等） 

（２）様  式 別添様式による。 
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（３）提出部数 １部 

（４）提出期限 令和４年（2022 年）６月２１日(火)17 時（必着） 

（５）提出場所 10 の（４）のとおり 

（６）提出方法 持参または郵送（簡易書留または書留）による。 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の９時から 17 時までとする。 

 

９ 企画提案書等の提出 

 参加表明書の提出後、道から提出の要請を受けた者は、次のとおり必要な書類を提出すること。 

（１）提出書類 企画提案書、付属資料 

（道が実施している「北海道働き方改革推進企業認定制度」の認定及び「障がい

者就労支援企業認証制度」の認証を受けている場合は、該当の認定書〔写し〕

や認証書〔写し〕） 

（２）様  式 企画提案書は、別添様式による。付属資料はＡ４サイズとし、任意様式とする。 

（３）提出部数 企画提案書、付属資料とも９部 

        ※１部は、提案者名を記載したもの。残りの８部は提案者名を記載しないもの。 

         企画提案書の文中に、提案者名を記載しないこと。 

（４）提出期限 令和４年(2022 年)６月 28 日(火) 17 時（必着） 

（５）提出場所 10 の（４）のとおり 

（６）提出方法 持参または郵送（簡易書留または書留）による。 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の９時から 17 時までとする。 

 

10 その他 

（１）公募手続きにおいて使用する言語、通貨 

   日本語、日本円 

（２）無効となる提出書類 

   企画提案書及び付属資料が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがある。 

   ・提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

   ・指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

   ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

   ・虚偽の内容が記載されているもの。 

（３）その他 

ア  全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

  イ 提出された企画提案書等は、プロポーザルの目的以外には提出者に無断で使用しない。 

    なお、特定された者と契約を締結した後は、当該企画提案書等を成果品が納品される日ま 

で閲覧に供する場合がある。 

  ウ 提出された書類は審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

  エ 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び追加等は認めない。 

  オ 全ての提出書類は返却しない。 

  カ 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付けるものとする。 

（４）問い合わせ先及び参加表明書、企画提案書等の提出先 

   〒060－8588 

   札幌市中央区北３条西６丁目（北海道庁本庁舎９階） 

   北海道経済部食関連産業局食産業振興課 マーケティング係（担当：小林） 

   電話 011-204-5766（直通）、ファクシミリ 011-232-8860 

 


