
令和４年度オールみやざき海外販路回復支援事業（台湾）

№ 質問事項 内容 回答

1
県産品販売プロモー
ションの出展者につい
て

8～10 者の出展者は渡航ありきでしょうか。もし その
場合、渡航の費用も予算に含めるのでしょうか 。

  県産品現地販売プロモーションの手法や出展の形式等
については提案の範ちゅうとします。提案事業者が新規
に企画し主催する販売プロモーションイベントに限り、
出展事業者の渡航に関して最小限の経費（現地販売代理
店を持たない場合のスタッフ渡航経費の一部）を計上を
することは可能です。

2
県産品販売の商品数に
ついて

1商品につき、成分検査ラベル輸出入通関のコストが
かかりますが、1 者につき1品の想定でしょうか。

　商品数は出展者それぞれから３品程度としてくださ
い。また、事業実施期間の関係から、既に台湾に輸出実
績がある又は現地に在庫を有する事業者を中心とした出
展が中心となるものと想定しています。経費負担等の貿
易条件については出展事業者と提案事業者との協議によ
ることとします。

3 出展者の選定について
出展者は公募でしょうか。それとも弊社で決めて いい
のでしょうか 。

　出展事業者の募集にあたっては、県内事業者に対し公
募による実施を想定しています。

4
商品の販売想定金額に
ついて

どのくらいの販売金額を想定していますでしょうか
（物量や物流コスト等の試算材料とするため）。

　販売金額は、提案いただく県産品プロモーションの形
態やターゲットや販売方法等によることから、販売金額
については成果目標とし、提案者において実施計画書に
掲げてください。

5 商品の在庫について
商品は基本弊社買取にて販売プロモーションとなりま
すでしょうか（在庫リスクは弊社負担でしょうか） 。

　出展事業者が渡航する場合には輸送支援を行い、渡航
しない場合は委託販売を想定してしておりますが、その
他、買取販売の形式をとることも含め、受託事業者によ
る提案の範ちゅうとします。

6
台湾現地行政との接触
について 姉妹都市

姉妹都市での会場出展を想定していますが行政の 窓口
と接触するのは問題ないでしょうか 。

　自社が本事業の応募予定者であり、県の立場を代理す
るものでないことを予め明示した上で、事業提案構築上
の相談にとどまる範囲であれば、接触いただいてもかま
いません。



7
台湾現地旅行代理店に
ついて

直行便復活のため現地の旅行代理店と組むことを 考え
ていますが、特定の代理店等はありませんでしょうか
。

　特定の代理店はありません。

8 番組の配信について

プロモーションのひとつとして旅行に特化した番組を
制作・配信することを考えていますが、台湾以外の国
（シンガポール 香港 インドネシア 等） への同時配
信も含まれています。問題はないでしょうか。

　事業の趣旨から配信は台湾に限定してください。
　また、本事業により制作したコンテンツの所有権につ
いては、県に帰属する旨、ご留意ください。

9
現地ネットワークの構
築について

台湾現地の要人や企業関係者は弊社より提案する形で
しょうか。それとも 会場確保レセプション運営などの
業務のみでしょうか。

　県によるトップセールス等の機会に開催するレセプ
ションの会場確保・当日運営の委託を想定しています。
具体的日程や内容は委託業者決定後、県や訪問先との協
議によることとします。
　なお、委託事業者の有するネットワークの中で現地に
県産品の販路拡大や航空路線の回復等にリーチするネッ
トワークを有する場合には提案に含めてください。

10 レセプションについて
レセプションについては 場所だけでなく内容も企画に
落とし込んだ方がよいでしょうか。

　レセプションの内容については、企画提案の範ちゅう
とします。

11 会食について
会食は1回につき20名とあるが、訪問人数10名＋現地要
人10名という認識で良いでしょうか 。

　お見込みのとおりです。会食時の費用の積算をお願い
します。

12 マイクロバスについて
マイクロバス借上3日とあるが、2泊3日の訪台を2回以
上という認識で良いでしょうか 。

　お見込みのとおりです。借り上げ経費の積算をお願い
します。

13 台湾渡航日について
トップセールス2回以上とあるが、具体的な日程時期は
決まっているでしょうか。

　台湾の入境規制の状況や相手先との調整によることか
ら現時点では未定ですが１月～２月を想定しています。



14
トップセールス訪問先
について

訪台時の訪問先は既に決まっているでしょうか。訪問
先もこちらでアレンジするのでしょうか 。

　県が友好交流協定を結んでいる新竹県、桃園市のほ
か、政治経済の中心である台北市等の行政府、航空会社
等を想定しており、訪問先は県が設定します。

15
現地キーマン 招聘につ
いて

現地要人や企業関係者はこちらで提案する形でしょう
か。

　現地要人や企業関係者については、委託事業者の有す
るネットワークの中で、経済交流や国際交流の拡大や航
空路線の回復等につながるネットワーク等がある場合に
は提案に含めてください。

16 招聘者について
マストで招聘すべき方がいらっしゃいますでしょう
か。（姉妹都市関係者、チャイナエアライン関係者
等）。

　招へい者等については、委託契約後の県との協議に依
りますが、経済交流・国際交流の促進につながる独自
ネットワークを有する際は提案に含めて下さい。

17
招聘者の来日行動形態
について

団体行動での積算で良いでしょうか。 　団体移動での見積りをお願いします。

18
来県時の訪問先につい
て

宮崎来県時の訪問先は既に決まっていますでしょう
か。
それともこちらでアレンジするのでしょうか 。

　招へい者にもよりますが、おおむね県庁や関係者への
表敬や企業視察、関係者との意見交換等を想定しており
ます。提案時には招へい時の移動や宿泊等の経費を計上
してください。

19 来県時の通訳について 台湾要人の来県時にも通訳の手配は必要でしょうか。 　必要経費として委託業務に計上してください。

20 費用対効果について
費用対効果として考えるのは、販売プロモーションで
の販売額やフェアへの来場者数、SNS発信でのリーチ数
などでしょうか。

　左記のほか、プロモーションでの販売金額、現地レス
トラン等での宮崎フェアや観光交流回復プロモーション
で得られる効果（宮崎県の認知度向上等）など、本事業
を実施する上で得られる効果を数値記載してください。

21 販促資材について
みやざき犬やひなたロゴの販促資材は提供いただける
のでしょうか。具体的にどのようなものがいただけま
すでしょうか。

　みやざき犬の不織布マスクや各種パンフレット、ポス
ター等については提供可能です。その他、グッズについ
ても必要であれば貸し出し可能です。



令和４年度オールみやざき海外販路回復支援事業（台湾）

№ 質問事項 内容 回答

1
再委託について
（業務委託契約書案の
第6条）

再委託をする場合 、再委託金額の上限設定はあります
でしょうか。

　再委託については、再委託する事業の内容や所用経費
を審査した上で、県により可否を判断することとします
が、受託事業者が委託業務の主要部分や事業指揮を担わ
ず事業の大部分を再委託する内容である場合には、再委
託は認められませんのでご注意ください。

2 契約・精算について
・契約は金額確定型か、もしくは概算契約のどちらで
しょうか 。

　契約上限額の範囲内での委託契約締結後、協議の上、
一部概算払によることが可能です。

3 契約・精算について
・本案件は、国の予算が入っているものでしょうか。

　本事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を財源とした事業になりますので、事業の執行に
あたっては同交付金制度要綱等に依ることとなりますの
でご留意ください。

4 契約・精算について
・委託料精算にあたり、証憑類の提出が必要になります
か。

　精算時提出を求めることを予定しています。

5 積算について 一般管理費は認められるでしょうか 。 　一般管理費を含めずに積算してください。



令和４年度オールみやざき海外販路回復支援事業（台湾）

№ 質問事項 内容 回答

1
業務仕様書4⑴
県産品プロモーション
について

委託内容(1)の「事業者が希望する場合は輸出入手続の
支援」について、費用は本事業費用に含まれますでしょ
うか。

　県産品販売プロモーションへの出展にあたっての輸出
入手続のハンズオン支援・コンサルティングに係る費用
は、事業費用に計上できることとします。
　その他、貿易条件については、出展事業者の現地出展
状況等も踏まえ、提案事業者との協議により決定するこ
ととします。

2

業務仕様書4⑵
現地レストラン等での
宮崎フェア開催に係る
業務について

委託内容(2)で提供する食材について、特定の農産品な
どすでに決まっているものはありますでしょうか。

　本委託業務の提案の範ちゅうとします。

3
業務仕様書4⑶
観光交流プロモーショ
ンについて

委託内容(3）の「①旅行博・観光関連イベントへの出
展」について、出展予定のイベントと規模（小間数等）
をご教示ください。また、出展に係る費用は本事業予算
に含まれますでしょうか？

宮崎県ブース出展予定は下記のとおりです。これ以外の
出展に係る費用、イベント主催費用は積算に含めます。
○台湾国際旅行博（ＩＴＦ）
・会期 2022年11月4日（金）～11月7日（月）
・会場 台北市 南港展覧館
※台湾観光協会の主催する台北国際旅行博にブースを出
展し、パンフレット・ノベルティの配布やブース内での
体験を実施。
○南九州ポップアップストア
・会期　2022年12月～1月のうち、約一ヶ月間（予定）
・会場　華山1914文創園区
※台湾からの直行便を持つ鹿児島県と合同で、台北市に
期間限定のポップアップストアを設置。本県観光・物産
に関する展示、ノベルティの配布、体験ブース設置等を
実施予定。



令和４年度オールみやざき海外販路回復支援事業（台湾）

№ 質問事項 内容 回答

1
実施要領「３．対象
国・地域」に関して

「シンガポール・ASEAN」地域とあるがこの地域で相違
が無いでしょうか

　台湾の誤りです。ホームページの仕様書を修正いたし
ます。

2
４具体的な委託内容中
（１）県産品プロモー
ションに関して

県産品出展者を８～１０者確保とのことであるが、この
事業者は台湾へ渡航を伴うものを想定されていますで
しょうか。品物のみフェア出品というイメージでしょう
か。

  県産品現地販売プロモーションの手法や出展の形式等
については提案の範ちゅうとします。提案事業者が新規
に企画し主催する販売プロモーションイベントに限り、
出展事業者の渡航に関して最小限の経費（現地販売代理
店を持たない場合のスタッフ渡航経費の一部）を計上を
することは可能です。

3
（３）観光交流回復プ
ロモーションに関して

すでに想定されている具体的なイベントの情報があれば
ご教授ください。

宮崎県ブース出展予定は下記のとおりです。これ以外の
出展に係る費用、イベント主催費用は積算に含めます。
○台湾国際旅行博（ＩＴＦ）
・会期 2022年11月4日（金）～11月7日（月）
・会場 台北市 南港展覧館
※台湾観光協会の主催する台北国際旅行博にブースを出
展し、パンフレット・ノベルティの配布やブース内での
体験を実施。
○南九州ポップアップストア
・会期　2022年12月～1月のうち、約一ヶ月間（予定）
・会場　華山1914文創園区
※台湾からの直行便を持つ鹿児島県と合同で、台北市に
期間限定のポップアップストアを設置。本県観光・物産
に関する展示、ノベルティの配布、体験ブース設置等を
実施予定。



4
（４）現地ネットワー
クの構築・強化

トップセールスに関して具体的な旅行日程は確定されて
いますでしょうか。その際の旅程詳細を共有いただけな
いでしょうか。

　台湾の入境規制の状況や相手先との調整によることか
ら現時点では未定ですが１月～２月を想定しています。
具体的日程や内容は委託業者決定後、県や訪問先との協
議によることとします。

5
（４）現地ネットワー
クの構築・強化

現地会食は宮崎１０名、現地１０名の２０名というイ
メージで間違いないでしょうか。現地のバス費用算出の
為訪問想定場所情報があればご提示いただけないでしょ
うか。

　お見込みのとおりです。会食時の費用の積算をお願い
します。想定訪問先については、県が友好交流協定を結
んでいる新竹県、桃園市のほか、政治経済の中心である
台北市等の行政府、航空会社等となります。

6 現地フェアに関して
過去実施の実績情報（実施場所、実施方法など）をご教
授いただけないでしょうか。

　昨年度、華山文創園区で南九州合同でポップアップス
トアを実施しています。その際には、①宮崎特色展示物

の展示②青島神社　產靈紙縒③クイズラリー④紙アート

ワークショップ⑤正月きんかんキャンペーン等を実施し
ました。



令和４年度オールみやざき海外販路回復支援事業（台湾）

№ 質問事項 内容 回答

1
（３） ① の 旅行博
・ 観光 関連イベント

（３） ① の 旅行博 ・ 観光 関連イベントとは 、 １
県産品販売プロモーション（２回以上） と同一と見立
てて問題ないでしょうか 。

  観光関連イベントと県産品販売プロモーションを同時
開催することで事業の相乗効果が見込まれる場合には、
これらを統合して実施することは可とします。

2
（２） 現地レストラン
等での宮崎フェア

（２） 現地レストラン等での宮崎フェアで、想定して
いる食材は何でしょうか 。

　想定している食材については、本委託業務の提案の範
ちゅうとします。


