
 
 

 

資料１ 

サマーナイト誘客事業における「基本事業」及び「拡充事業」の 

実施に関する業務仕様書 

 

１ 趣旨 

「アート県・香川」としてのイメージを定着化させるとともに、交流人口の拡大を目的として、瀬戸

内海を臨むウォーターフロントの特性を生かし、アート色豊かなイベントとして、サマーナイト誘客事

業を実施する。 

「基本事業」として、サンポート高松ハーバープロムナードで、上質な音楽や大道芸、食を活用した

『にぎわいづくりイベント』を開催し、夕方から夜にかけてのウォーターフロントの魅力を発信すると

ともに、昨年夏に実施した、高松港を発着地とするミュージッククルーズが好評を博したことから、今

年も定期フェリー航路を利用した『ミュージッククルーズ』を実施し、瀬戸内海を活用したにぎわいづ

くりを図る。 

また、「拡充事業」として、『にぎわいづくりイベント』に訪れる観光客により一層楽しんでいただく

ため、エンターテインメント性や話題性が高く、アート色の強いイベントを実施し、ファミリー層を中

心とした幅広い層の観光客の誘致と、県内での宿泊を伴う滞在型観光や県内各地への周遊型観光を促進

する。 

 

２ 事業概要 

（１）「基本事業」の概要 

『にぎわいづくりイベント』 

上質な音楽や大道芸によるステージイベントや食のブースによる飲食の提供によりにぎわいを創出

し、観光客に楽しんでいただく『にぎわいづくりイベント』を開催する。 

①期 間  平成２９年７月２２日（土）～８月６日（日）の１６日間（ただし、機材等の設営及び

撤去に要する期間は含まない。） 

②時 間  １７：００～２１：００（ただし、機材等の設営及び撤去に要する時間は含まない。） 

③場 所  サンポート高松 ハーバープロムナード 

『ミュージッククルーズ』 

高松港を発着する定期フェリー航路を利用して、船上で瀬戸内海の雰囲気に合う音楽や、県産食材

を活用した料理などを観光客に楽しんでいただく『ミュージッククルーズ』を実施する。 

①期 間  平成２９年７月２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）、８月５日（土）、

６日（日）の６日間 

②実施回数及び時間  １日１回、１７：００頃～２１：００頃の間に高松港を発着する定期フェリ

ー航路（往復便） 

③定 員  １回当たり５０名程度 

（２）「拡充事業」の概要 

瀬戸内海を臨むウォーターフロントの特性を生かした、エンターテインメント性や話題性が高く、

アート色の強いイベントを実施する。 

①期 間  平成２９年７月２２日（土）～８月６日（日）の１６日間（ただし、機材等の設営及び

撤去に要する期間は含まない。） 

②時 間  １７：００～２１：００（ただし、機材等の設営及び撤去に要する時間は含まない。） 



 
 

③場 所  サンポート高松 アート広場、大型テント広場、Ａ１街区 

（使用する施設は、単一、複数を問わない。ただし、大型テント広場については、７月

２２日（土）、２３日（日）及び８月５日（土）に別イベントが開催されるため、使用不

可。） 

※ 基本事業とあわせて提案する場合においては、拡充事業の一部をハーバープロムナ

ード内で実施することも可。（基本事業の実施を妨げない範囲に限る。） 

 

３ 業務内容 

サマーナイト誘客事業における「基本事業」及び「拡充事業」の実施に関する業務として、それぞれ以

下の業務を実施する。 

（１）「基本事業」 

①『にぎわいづくりイベント』の企画業務 

ａ 上質な音楽や大道芸などによるステージイベントや食のブースによる飲食の提供などにより、

ファミリー層を中心に、県内外からの観光客が楽しめる『にぎわいづくりイベント』を企画提案

すること。また、本イベント全体の名称を提案すること。 

ｂ 企画提案にあたっては、下記の点に留意すること。 

  ・国立公園である瀬戸内海を臨むウォーターフロントという実施場所の特性を生かした、「ア

ート県・香川」にふさわしい内容のイベントであること。 

・近隣の住民に配慮した内容のイベントであること。 

ｃ 食のブースにおける飲食の提供においては、県産食材の活用に努めること。なお、出店者にお

ける出店料の取り扱いについては、後日、香川ウォーターフロントフェスティバル実行委員会（以

下、「実行委員会」という。）と協議のうえ決定する。 

②『にぎわいづくりイベント』の運営業務 

ａ 音楽や大道芸などによるステージイベントの出演者や、食のブースにおける出店に関する調整

等、本イベントのプロデュース全般を行うとともに、スタッフや機材等を確保し、準備・設営か

らイベント運営、撤去、原状回復まで、本イベントの実施に必要なすべての業務を行うこと。 

ｂ 本イベント期間中（機材等の設営及び撤去に要する期間を含む。以下同じ。）、現場を統括する

業務責任者を常駐させること。業務責任者は本イベントに従事するスタッフの指揮監督、イベン

ト運営、緊急事態への対応等が的確にできる者とし、本イベント期間中の運営において混乱等が

生じないように努めること。 

ｃ ステージの規模については、Ｗ９，０００×Ｄ４，５００×Ｈ５００以上とし、客席を１００

席以上設置すること。 

ｄ 食のブースについては、各日ともに１５店舗以上が出店するよう調整を行うとともに、飲食席

を１００席以上設置すること。 

ｅ 本イベントの案内看板及び食のブースにおけるメニュー掲示看板を、会場入口などに２箇所以

上設置すること。 

ｆ 本イベント会場内における来場者等の動線確保など、十分な安全対策を講じること。 

ｇ 本イベント期間中、会場周辺の清掃を実施し、当該イベントで生じたごみ類は持ち帰り、適切

に処理すること。 

ｈ 本イベント期間中に発生する上水及びイベント電源の使用料については、委託金額より精算す

ること。 

ｉ 本イベントにおける来場者数や食のブース全体の売上高等の事業成果を把握し、実行委員会に

報告すること。 



 
 

③『ミュージッククルーズ』の企画業務 

ａ 瀬戸内海の多島美や夕日などを活用し、県外観光客に楽しんでもらえる『ミュージッククルー

ズ』を企画し、効果的な定期フェリー航路を提案すること。 

ｂ 本クルーズでは、音楽のショーを行うとともに、参加者に食事（弁当も可。以下同じ。）及び飲

料等を提供すること。なお、食事は、県産食材の活用に努めること。 

ｃ 本クルーズは、県外観光客が旅行会社等を通じて申し込みが可能なものとすること。 

ｄ 参加者から参加費を徴収すること。また、参加費を徴取した参加者と他の乗船客が混乱を生じ

ないような会場レイアウトとすること。なお、参加費は５千円以内とし、運賃、飲食代、保険料

等を含むものとすること。 

④『ミュージッククルーズ』の運営業務 

ａ 音楽のショーの出演者や、食事や飲料等の提供事業者に関する調整等、本クルーズのプロデュ

ース全般を行うとともに、スタッフや機材等を確保し、準備・設営から本クルーズの運営、進行、

撤去、原状回復まで、本クルーズの実施に必要なすべての業務を行うこと。 

ｂ 本クルーズ中（機材等の設営及び撤去に要する時間を含む。以下同じ。）、現場を統括する業務

責任者を常駐させること。業務責任者は本クルーズに従事するスタッフの指揮監督、運営、緊急

事態への対応等が的確にできる者とし、本クルーズの運営において混乱等が生じないように努め

ること。 

ｃ クルーズ船内では、他の乗船客の妨げとならないよう、会場の設営、撤去、原状回復を行うこ

と。また、設置する機材等を固定するなど、十分な安全対策を講じるとともに、利用者の快適性

を高めること。 

ｄ 本クルーズで生じたごみ類は持ち帰り、適切に処理すること。 

ｅ 本クルーズ参加者数を把握し、実行委員会に報告すること。 

⑤イベント全体の運営業務 

ａ イベント実施に係る各種手続き（露店開設届出、道路・港湾施設使用許可申請、会場利用申請

等）を行うこと。 

ｂ イベント運営本部として、イベント会場内に本部テントを設営し、問い合わせ先として連絡手

段（携帯電話）を準備すること。また、運営本部では、翻訳アプリや指差しシート等を活用し、

外国人観光客への対応も行うこと。 

なお、問い合わせ先については、事前にウェブサイトやチラシ等で広く周知するとともに、イ

ベント期間中（７月２２日～８月６日 ８：３０～２１：００）及び告知期間中（５月上旬から

イベント前日まで ８：３０～１８：００）について、外部からの問い合わせに対応すること。 

ｃ 突然の降雨への対策として、パラソル等を準備すること。 

ｄ イベント初日には、集客効果があり、多くの来場者を見込むことができるオープニングセレモ

ニーを企画すること。また、実施に際して、セレモニー会場の設営、進行、演出及び台本の制作

を行うこと。 

ｅ ＪＲ高松駅や琴電高松築港駅、高松港からイベント会場までの誘導等の看板を１０箇所以上設

置し、イベント終了後に撤去すること。また、天候の悪化等により中止となった場合には、誘導

看板により当日の告知を行うこと。 

ｆ 音楽や大道芸などによるステージイベントの出演者、食ブースの出店者、運営スタッフ等本イ

ベント関係者の駐車場を準備すること。なお、準備に要する経費については、委託金額内で精算

すること。 

ｇ 各種マニュアル（本部運営、緊急時連絡体制、中止決定基準・対応等）及び会場詳細図（トイ

レ・駐車場等の位置がわかる地図）を制作すること。 

ｈ 警備に関する業務（苦情、急病、怪我、落し物への対応を含む。）は除くものとする。 



 
 

⑥イベント全体の広報業務 

上記２の（２）の「拡充事業」も含めたイベント全体の広報業務として、下記の業務を実施する

こと。 

なお、ウェブサイト及びチラシについては、多言語（英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語）

に対応したものを制作すること。 

ａ ウェブサイトの制作、運営、管理 

・イベントに参加したくなるような、魅力的で情報発信力の高いウェブサイトを制作すること。 

・必要な画像、映像及び文字原稿等は、原則として受託者において準備すること。 

・受託者は、ページの修正、改修及び追加について、随時対応すること。 

・ホームページアドレスとして使われるドメイン名は、実行委員会と協議のうえ決定すること。 

・公開するコンテンツは、一般的に広く採用されているオペレーションシステム及び Internet 

Explorer、Firefox、Google Chromeなど、可能な限り多くのブラウザで正しく表示されるこ

と。 

・ウェブサイトのサーバへの不正な侵入やシステム障害等の発生を予防し、また障害発生時の

影響を最小限に食い止めるため、万全のセキュリティ対策を講じること。 

ｂ ポスター及びチラシの制作、配布 

・ポスター及びチラシの制作については、下記のとおりとする。 

『にぎわいづくりイベント』（※「拡充事業」の内容も含むものとする。） 

・Ｂ２縦サイズのイメージポスター（片面カラー）を、１種類６００枚以上、制作すること。 

・Ａ４縦サイズのチラシを、概要版（片面カラー）２０，０００枚以上と詳細版（両面カラ

ー）６０，０００枚以上の２種類、制作すること。 

なお、詳細版（両面カラー）については、日本語とは別に、多言語（英語・中国語（繁体

字・簡体字）・韓国語）に対応したものを、それぞれ１，０００枚以上、制作すること。 

『ミュージッククルーズ』 

・Ａ４縦サイズの募集チラシ（両面カラー）を、１種類４，０００枚以上、制作すること。 

・県内外から多くの観光客を誘致するため、ポスター及びチラシを広く配布すること。なお、

配布先については、実行委員会と協議のうえ決定する。 

ｃ 天候の悪化等によるイベントの中止に関する情報について、インターネット等を活用し、広く

周知を図ること。 

⑦アンケート実施業務 

上記２の（２）の「拡充事業」も含めた『にぎわいづくりイベント』及び『ミュージッククルー

ズ』の参加者に対し、それぞれアンケート調査を実施し、集計を行うこと。 

『にぎわいづくりイベント』のアンケートについては、１日あたり１００枚程度回収すること。 

⑧その他の事項 

ａ 本業務を適切に遂行するための技術力及びノウハウを有した人員・組織体制を整えること。 

ｂ 降雨対策や会場周辺の美化対策など本業務の運営に必要な事項については、実行委員会と協議

のうえ、適切な措置を講じること。 

ｃ タレント、音楽等を使用する場合には、権利保有者との交渉、契約締結、契約料の支払い、出

演料、利用料、スケジュール調整、交通手段の調整等、その他付随する業務全般を行い、委託金

額内で実施すること。 

ｄ 本業務は、上記２の（２）の「拡充事業」の受託事業者と連携し、実行委員会と協議のうえ、

実施すること。 

 



 
 

（２）「拡充事業」 

①「拡充事業」の企画業務 

ａ 全国的にも珍しくインパクトがあり、エンターテインメント性や話題性が高く、アート色の強

いイベントであること。 

ｂ 企画提案にあたっては、下記の点に留意すること。 

  ・国立公園である瀬戸内海を臨むウォーターフロントという実施場所の特性を生かした、「ア

ート県・香川」にふさわしい内容のイベントであること。 

・近隣の住民に配慮した内容のイベントであること。 

ｃ 来場者が自由に鑑賞、若しくは参加できるイベントであること。 

②「拡充事業」の運営業務 

ａ 本イベントのプロデュース全般を行うとともに、スタッフや機材等を確保し、準備・設営から

イベント運営、撤去、原状回復まで、本イベントの実施に必要なすべての業務を行うこと。 

ｂ 本イベント期間中（機材等の設営及び撤去に要する期間を含む。以下同じ。）、現場を統括する

業務責任者を常駐させること。業務責任者は本イベントに従事するスタッフの指揮監督、イベン

ト運営、緊急事態への対応等が的確にできる者とし、本イベント期間中の運営において混乱等が

生じないように努めること。 

ｃ 本イベントにおいて入場制限が必要となる場合は、入場方法等必要な措置を講じること。 

ｄ 本イベント会場内における来場者等の動線確保など、十分な安全対策を講じること。 

ｅ 本イベント期間中、会場周辺の清掃を実施し、当該イベントで生じたごみ類は持ち帰り、適切

に処理すること。 

ｆ 本イベントの広報に必要な画像、映像及び文字原稿等を実行委員会に提出すること。 

ｇ 本イベントにおける来場者数等の事業成果を把握し、実行委員会に報告すること。 

③「拡充事業」の広報業務 

上記３の（１）の⑥の「基本事業」における「イベント全体の広報業務」のほか、「拡充事業」単

独での広報を行うことを妨げるものではない。 

ただし、下記の点に留意すること。 

・広報内容については、イベント全体の趣旨に合致した内容であること。 

・インターネットを活用した情報発信、イメージポスターやチラシの作成等を行う場合は、事前

に実行委員会と協議すること。 

・その他広報に要する費用については、「拡充事業」に係る委託金額内で精算すること。 

④その他の事項 

ａ 本業務を適切に遂行するための技術力及びノウハウを有した人員・組織体制を整えること。 

ｂ 降雨対策や会場周辺の美化対策など本業務の運営に必要な事項については、実行委員会と協議

のうえ、適切な措置を講じること。 

ｃ タレント、音楽等を使用する場合には、権利保有者との交渉、契約締結、契約料の支払い、出

演料、利用料、スケジュール調整、交通手段の調整等、その他付随する業務全般を行い、委託金

額内で実施すること。 

ｄ 本業務は、上記２の（１）の「基本事業」の受託事業者と連携し、実行委員会と協議のうえ、

実施すること。 

 

 

 

 



 
 

２ 委託金額 

本業務の実施に関する委託金額については、下記のとおりとし、両方を提案する場合であっても、そ

れぞれの事業間での金額調整は認めないものとする。 

ただし、「拡充事業」の実施において、「基本事業」の規模を縮小することなく、「基本事業」と実施場

所や機材・ステージを兼用すること、スタッフを兼務することについては認めることとする。 

（１）「基本事業」  １９，６００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）「拡充事業」  １２，７００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 委託期間   委託契約締結の日から平成２９年８月３１日 

 

４ 納品 

上記３の（１）の⑥及び⑦の「基本事業」における各制作物及び（２）の②の「拡充事業」における

「広報に必要な画像、映像及び文字原稿等」の納品については、下記のとおりとする。 

（１）納期 

「基本事業」 

①ウェブサイトオープン                 ４月下旬頃 

②『にぎわいづくりイベント』のイメージポスター     ４月下旬頃 

③『にぎわいづくりイベント』のチラシ（概要版） 

④『にぎわいづくりイベント』のチラシ（詳細版）     ５月下旬頃 

⑤『にぎわいづくりイベント』のチラシ（詳細版：多言語） 

⑥『ミュージッククルーズ』の募集チラシ 

⑦アンケートの集計結果                 ８月３１日 

「拡充事業」 

①広報に必要な画像、映像及び文字原稿等         ４月下旬頃 

（２）納品方法 

「基本事業」 

①ウェブサイトは、サーバにウェブサイトのデータをアップロードすること。 

②『にぎわいづくりイベント』のイメージポスター     ５０枚×１２梱包 

③『にぎわいづくりイベント』のチラシ（概要版）     １，０００枚×２０梱包 

④『にぎわいづくりイベント』のチラシ（詳細版）     １，０００枚×６０梱包 

⑤『にぎわいづくりイベント』のチラシ（詳細版：多言語） １，０００枚×４梱包 

⑥『ミュージッククルーズ』の募集チラシ         １，０００枚×４梱包 

⑦アンケートの集計結果                 データ及び紙ベース（Ａ４版）で１部 

※データをＤＶＤ又はＵＳＢメモリで納品する場合は、最新のウィルス対策ソフトでウィルスチェ

ックを行うこと。 

「拡充事業」 

  ①広報に必要な画像、映像及び文字原稿          ＤＶＤ又はＵＳＢメモリで１部 

※納品するＤＶＤ又はＵＳＢメモリは、最新のウィルス対策ソフトでウィルスチェックを行うこと。 

（３）納品場所 

   〒７６０－８５７０ 香川県高松市番町４－１－１０（県庁東館５階） 

   実行委員会事務局（香川県観光振興課内） 担当者：安藤、黒川 

 



 
 

５ その他 

（１）受託者は、業務着手前に業務工程表を作成し、提出すること。 

（２）受託者は、実行委員会から作業状況の報告を求められた場合は、速やかに対応すること。 

（３）受託者は、本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、又は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、その都度速やかに実行委員会と協議を行い、事前に実行委員会の了解を得

た上で、「サマーナイト誘客事業における「基本事業」及び「拡充事業」業務実施要領」５の（６）を

踏まえ、誠実に業務を遂行すること。 

（４）受託者は、本業務によりなんらかのトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理するものと

すること。 

（５）天候の悪化等によるイベントの中止の判断は、実行委員会との協議により行うこと。 


