
かがわ魅力発見事業新商品開発等業務委託契約に係る 

企画提案方式（プロポーザル方式）による公募について（公告） 

 

次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 

 

令和４年７月４日 

公益財団法人かがわ産業支援財団  

理事長 近藤 清志 

 

１ 委託業務について 

（１） 委 託 者  公益財団法人かがわ産業支援財団 

（２） 委託期間  契約締結日～令和６年１月 31日 

（３） 委託業務名  かがわ魅力発見事業新商品開発等業務 

（４） 委託料上限額 支援する県内事業者１者につき 1,500,000 円（消費税及び

地方消費税を含む。）を上限とする 

（５） 対 象 者  香川県にゆかりのあるクリエイター※１ 

※１ クリエイターとは製造業者に対して、その製造する

商品をいかした新商品のデザインやブランド化を行い、販

路拡大方法までサポートする者をいう。 

（６） 委託業務の内容 地域の資源※２（食品を除く）を活用した商品を生産して

いる県内事業者（以下「県内事業者」という。）の新商品開

発等を行い、地域資源のブランド化を目指す。本業務は県

内事業者に対する伴走型支援の委託業務である。詳細は「か

がわ魅力発見事業新商品開発等業務仕様書」を参照。 

※２ 地域の資源とは香川県が令和２年９月に「地域産業

資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定」

により特定した地域産業資源（文化財、自然の風景地、温

泉その他の地域の観光資源を除く。）、または香川県伝統工

芸品として指定されているものをいう。 

２ 応募資格 

この手続きに参加する者（以下「受託候補者」という。）は、個人若しくは単体企

業（以下「単体企業等」という。）又は共同企業体であって、次に掲げる要件を全て

満たす者であること。共同企業体の場合は、各構成員がこの要件を全て満たしてい

ること。 

（１） 共通事項 

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

い者であること。（なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締

結のために必要な同意を得ている者は、同条第１項第１号の規定に該当しない

者である。） 

② 破産法（平成 16 年法律第 75 号）による破産手続開始の申立て、会社更生法

（平成 14 年 法律第 154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に よる再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事

再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したもの に限る。）を受けた者は、

この要件を満たすものとする。 

③ 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の

遂行に必要な組織及び人員を有している者 

④ 過去において、本業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者 

（２） 単体企業等である受託候補者に必要な資格 

本プロポーザルに係る他の共同企業体の事業実施構成員を兼ねていないこと。 



（３） 共同企業体である受託候補者に必要な資格 

① 構成員は任意かつ自主的に結成すること。 

② 代表となる構成員を事前に決定すること。 

③ 本プロポーザルに係る他の共同企業体の実施構成員を兼ねていないこと。 

 

３ 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知について 

（１） 申込期間 令和４年７月４日（月）～令和４年７月 29日（金）12時 

（２） 提出書類 次の提出書類はすべて PDF形式での提出とすること。 

企画提案参加申請書（様式１）、応募事業者概要書（様式２）、添付

書類、納税証明書（国税、法人その３の３又は個人その３の２） 

（３） 提出方法 電子メールからの申込 ※申込期間内必着（持参の場合、平日８時

30分～17時 15分受付） 

（４） 提 出 先 公益財団法人かがわ産業支援財団（以下、「財団」という） 

企業振興部取引支援課 

E-mail: torihikishien@kagawa-isf.jp 

（５） そ の 他 上記（２）提出書類を提出した者全員に対し、８月２日（火）まで

に応募資格の確認結果を電子メールで連絡するとともに、後日書面

でも通知する。応募資格要件に適合した者に限り、自己 PR書を提

出することができる。 

 

４ 質問受付・回答方法 

（１） 受付期間 令和４年７月４日（月）から令和４年８月８日（月）12時まで 

 ※令和４年７月 30日（土）以降は応募資格要件の適合者のみ受付 

（２） 提出方法 財団ホームページ（URL：https://www.kagawa-isf.jp/）に掲載す

る、質問用 WEBフォームにより提出。 

（３） 回答方法 回答は令和４年７月 20日（水）から令和４年８月 12日（金）まで

財団ホームページにて公開する。 

 

５ 受託者決定までの流れ 

（１）１次選考 

自己 PR審査を行い、受託候補者を、５者を上限として選定する。詳細は「６．

１次選考について」を参照。 

（２）２次選考（県内事業者向けセミナー） 

選定された受託候補者５者は、県内事業者向けセミナーで自己 PR を行う。県

内事業者は自己 PR を行った受託候補者の中から、新商品開発等の支援者を１者

選定する。詳細は「７ ２次選考（県内事業者向けセミナー）について」を参照。 

（３）マッチング会 

県内事業者から選定された受託候補者は、県内事業者と、個別にマッチング会

（面談）を行う。受託候補者はマッチング会に参加した県内事業者の中から支援

する者を１者選定する。支援する県内事業者が決定した段階で、本業務の受託者

となる。詳細は「８ マッチング会について」を参照。 

 

６ １次選考について 

（１）自己 PR書の提出 

応募資格要件に適合した受託候補者は、仕様書に基づき作成した自己 PR書（参

考様式）を次のとおり提出する。なお、提出する自己 PR書は、１事業者１件ま

でとする。 

① 提出期間 令和４年８月３日（水）～令和４年８月 17日（水）12時 00分 

② 提出方法 電子メールによる提出 ※申込期間内必着 

③ 提 出 先 公益財団法人かがわ産業支援財団企業振興部取引支援課 

https://www.kagawa-isf.jp/


④ 提出書類 自己 PR書  自己 PR書作成要領（別紙１）のとおり作成すること。 

⑤ 提出部数 １部 

（２）自己 PR書の説明 

財団は、必要に応じて提出のあった自己 PR 書について説明を求めることがで

きる。 

（３）自己 PR書の審査及び受託候補者の選定 

① 受託候補者の選定は、別途設置する受託候補者選定委員会において、応募者の

プレゼンテーションによる自己 PRを実施し、「かがわ魅力発見事業新商品開発

等業務受託候補者審査基準」（資料）に従い、審査の上、受託候補者を、５者

を上限として選定する。プレゼンテーションの時間、場所等の詳細は別途通知

する。 

② 財団は、受託候補者決定後、審査結果を各応募者宛に書面にて通知する。あわ

せて、受託候補者には、２次選考の詳細（日時、場所等）に関して通知する。 

 

７ ２次選考（県内事業者向けセミナー）について 

（１）２次選考（県内事業者向けセミナー）での受託候補者による自己 PR 

① 受託候補者は県内事業者向けセミナーで自己 PRを行う。 

② 受託候補者が自己 PRに使用する書類は１次選考と同様のものとする。ただし、

セミナー参加者の業務等により変更等が必要な場合は、別途財団に電子メール

にて事前に連絡すること。 

③ 県内事業者は県内事業者向けセミナー終了後に新商品の開発やブランド化の

支援を受けたい受託候補者がいた場合、１者選定し財団にエントリーシートを

提出する。 

（２）県内事業者の希望者がいない受託候補者がいた場合 

県内事業者の希望者がいない受託候補者がいた場合、またマッチング会（面

談）の結果不調となった場合、財団はその受託候補者と契約を締結しない。そ

の場合、県内事業者から提出されたエントリーシートの数が最も多い受託候補

者が２者目の県内事業者を選ぶことができる。エントリーシートが同数の場合

は、１次選考の得点の高いものが２者目の県内事業者を選ぶことができる。次

点に関しても、同様に決定する。 

 

８ マッチング会について 

① マッチング会の詳細（日時、場所等）は２次選考終了後、別途通知する。 

② 受託候補者は財団にエントリーシートの提出があった県内事業者とマッチン

グ会（面談）を行う。 

③ マッチング会にて受託候補者は支援する県内事業者１者を選定する。 

④ 受託候補者と選定した県内事業者との間で支援内容について合意に至った場

合、マッチングが成立したものとする。 

⑤ なお「７ （２）県内事業者の希望者がいない受託候補者がいた場合」のとお

り、２者以上の県内事業者とマッチングが成立する場合がある。 

 

９ 契約の締結 

① 財団は、受託候補者と県内事業者等の意見をもとに委託内容等について協議・

調整を行ったうえで、受託候補者と委託契約を締結する。 

② 受託者は、契約の範囲内でかがわ魅力発見事業新商品開発等業務の実施につい

て、財団の指示に従うものとする。 

 

10 失格事由 

 提出された自己 PR 書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があった

ときは失格となります。 



① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

② 提出書類に記載すべき内容が記載されていない等、自己 PR 書が公募公告で示

した要件に適合しないとき。 

③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

 

11 スケジュール 

令和４年度 

７月４日（月）  公告開始 

７月 29日（金）  公告終了、応募書類の提出締切 

８月２日（火）  応募資格要件の確認結果の通知 

８月３日（水）  自己 PR書の受付開始 

８月８日（月）  質問の受付締切 

８月 10日（水）  質問への回答締切 

８月 17日（水）  自己 PR書の提出締切 

８月下旬   １次選考の開催、審査結果通知 

９月上旬   ２次選考（県内事業者向けセミナー）の開催 

９月下旬から 10月上旬 マッチング会 

10月下旬から 11 月上旬 契約の締結 

11月上旬から３月まで 企画の立案 

令和５年度 

企画の立案後から１月まで 新商品の開発 

 

12 その他 

（１） 応募に要した経費（自己 PR書作成経費等）は応募者の負担とする。 

（２） 採否にかかわらず、提出された書類は返却しない。 

（３） 自己 PR書を提出した後であっても自己 PR書の提出締切８月 17日（水）まで

は、追加、修正等を認める。 

（４） 自己 PR書に虚偽事項を記載していることが判明した場合は、失格とする。 

（５） 応募者は、今回の業務委託に関して知りえた事実について、その秘密を守ら

なければならない。ただし、財団の承認を得たときはこの限りではない。 

 

13 問合せ先、提出先 

(公財)かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課 担当：神田、木村 

〒761-0301 香川県高松市林町 2217-15 

電話：087-868-9904 FAX：087-869-3710 Ｅ-mail：torihikishien@kagawa-isf.jp 

mailto:torihikishien@kagawa-isf.jp

