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令和４年度 沖縄食文化店舗認証制度検討・普及啓発事業 委託業務 

企画提案仕様書 

 

 

１ 事業名 

令和４年度 沖縄食文化店舗認証制度検討・普及啓発事業 

 

２ 事業期間 

契約締結の日から令和５年３月 10 日 

 

３ 事業目的 

 沖縄の伝統的な食文化は、長い歴史や諸外国との交流の中で人々の生活に根付いて育まれた

独特のものである。本委託事業においては、「沖縄の伝統的な食文化の普及推進計画（沖縄食

文化創生プロジェクト）第２期計画」（以下「第２期計画」という。）に基づき、琉球料理を基

盤とする「沖縄の伝統的な食文化」が医食同源の理念等に基づいて形成されてきた過程や魅力

等を分かりやすく情報発信し、県民や観光客への普及・提供を推進するとともに、沖縄独自の

価値・効用を持つ食文化として質を向上させることでブランド化を図る。 

 

４ 業務概要 

 本委託事業では、第 2 期計画に基づき、伝統的な食文化の保存・普及・継承を推進するた

め、下記の業務を行う。 

(1) 「琉球料理が味わえる店」（仮称）認証制度に関する業務 

(2) 沖縄の伝統的な食文化の普及啓発（プロモーション）に関する業務 

(3) 学校給食における献立メニュー及び行事食に関するマッチング業務 

(4) 学校等児童生徒向け啓発ツールの作成に関する業務 

(5) 実施計画書、実績報告書、支払い関係及び事業完了報告書の作成に関する業務 

 

５ 委託事業の内容 

各項目の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に配慮し、県対処方針

に基づく要請に沿って実施すること。 

 

(1)「琉球料理が味わえる店」（仮称）認証制度に関する業務 

 観光客の旅行先での楽しみのひとつとして「琉球料理」が憧れとなり、また、多種多様な琉

球料理が注目を浴び、観光の「食」の魅力として「沖縄の伝統的な食文化」を核とした観光ビ

ジネスが成立することを目指し、県内飲食店・宿泊施設を対象に琉球料理を提供する店舗の市

場調査を実施し、有識者検討委員会を経て「琉球料理が味わえる店」（仮称）店舗認証制度に

係る制度設計の支援を行う。 
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①認証制度に係る制度設計のための有識者検討委員会の設置 

ア 認証制度に係る市場調査における調査項目の検討及び認証制度の制度設計等のための有

識者検討委員会を設置する。 

イ 有識者検討委員会は契約締結日の属する月から翌年１月末までを実施期間として、年５回

程度開催する。開催の日程については、県文化振興課と協議のうえ決定する。 

ウ 沖縄の伝統的な食文化に精通した有識者や、県内の飲食業に関する業界団体や観光関連団   

体等の関係者等により、計５名以上で構成する。また、委員の選任にあたっては、県文化振

興課と協議のうえ決定する。 

 

②県内の「琉球料理」提供店舗に関する市場調査の実施 

ア 「琉球料理が味わえる店」（仮称）認証制度設計にあたり、③ イ であげる（制度設計に

かかる主な検討事項）を検討するための材料として市場調査を以下表１のとおり提案、実施

すること。 

 表１ 市場調査における提案及び実施事項 

  内容 最低回収件数 

１ 調査対象者 a 県内において「琉球料理」を提供する飲食店及

び宿泊施設等 

50店舗（施設）

以上 

ｂ 飲食業及び観光関連団体等 10 団体以上 

ｃ 沖縄県民 100 件以上 

ｄ 県外観光客 100 件以上 

２ 調査項目 必須 

項目 

・琉球料理を提供する店舗の件数及び品目 

・琉球料理を提供する主要な客層（県内・県外客、年代等） 

・琉球料理を提供する店舗の品目の価格帯 

・琉球料理店舗認証制度に係る飲食店・宿泊施設等の制度にか 

かる要望等 

提案 

項目 

・その他（制度設計にかかる主な検討事項）を検討するために 

必要な項目を提案すること 

３ 調査方法 提案すること 

 

イ 調査結果について収集・取りまとめを行い、報告書を作成すること。報告書は、認証制度  

設計にかかる主な検討事項に繋げる内容とし、必要に応じて調査対象者へヒアリング等を行 

うこと。  

ウ 調査対象となる「琉球料理」の品目の選定にあたっては、①で設置する有識者検討委員会  

の意見を踏まえ定めること。 

 

③有識者検討委員会における資料の作成・会議の運営 

ア 検討委員会における議題の設定、会議資料の作成、検討委員会の議事進行を行う。内容の  
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詳細については、県文化振興課と協議のうえ実施すること。 

イ 検討委員会における議題は、前半２回にて市場調査に係る調査内容について審議する。後 

半３回において、調査結果をもとに、店舗認証制度の制度設計にかかる下記事項について検 

討を行う。 

（制度設計にかかる主な検討事項） 

〇認証制度の対象店舗（営業年数、営業形態等） 

〇認証基準、要件（提供する品目、品数、提供内容等） 

〇認証店舗への支援内容 

〇その他関連事項（類似の他府県等制度にかかる情報の提供等） 

【提案内容Ⅰ】 

1．市場調査の方法 

 2. 市場調査における追加の調査項目 

 

参考図１．（1）「琉球料理が味わえる店」（仮称）認証制度に関する業務全体のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図２．有識者検討委員会及び市場調査・制度設計検討にかかる業務イメージ 
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市場調査 制度設計の検討 
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(2)沖縄の伝統的な食文化の普及啓発プロモーションに関する業務 

 県民へ琉球料理を取り入れてもらうとともに、琉球料理の認知を向上し、観光資源としての

活用につなげるため、県内で開催されるイベントや集客施設等におけるＰＲブースの出展等を

行う。 

①県内向けイベント等を活用した普及啓発 

ア 県民に対し「沖縄の伝統的な食文化」への理解を深め、琉球料理を取り入れるための県内  

における各種イベントや集客施設における PR ブースの出展等による普及活動を実施する。 

イ 普及啓発活動は４件程度実施することとし、活動内容について提案を行うこと。実施内容  

は、第２期計画に定める目標値の達成に寄与する内容とし、詳細については、県文化振興課 

と協議のうえ決定すること。 

ウ ４件程度のうち１件は「美ら島おきなわ文化祭 2022」における沖縄文化発信事業「沖縄  

の食文化フェスティバル」（日時：令和４年 11 月 19 日、20 日 場所：名護市 21 世紀の 

森）と連携すること。※ウの PR ブース出展にかかる会場使用料は無料とする。 

エ 県内で開催されるイベントや集客施設等におけるＰＲブースの出展等にあたっては、参加  

者に対しアンケート調査を実施し、第２期計画における目標値（沖縄の伝統的な食文化の認 

知度〈9 つの要素の理解度の平均〉70％）の達成に向けた効果を検証できる内容とするこ

と。 

【提案内容Ⅱ】 

 1. PR ブースの内容 

 ２. 各 PR ブース出展の時期及び場所（※連携イベントがある場合にはその内容を含む） 

 

②県外向けイベント等を活用した普及啓発 

ア 観光客に対して琉球料理を認知してもらうため、食に関連した業界団体や観光関連団体等 

と連携した、県外向けイベント等を実施する。 

イ 県外向けイベント等は、最低１件以上実施することとし、イベント内容について提案を行 

うこと。実施内容は、観光客への琉球料理の認知度を高め、来県の際に琉球料理を味わうこ 

とが目的の一つとなるようなものとすること。実施の詳細については、県文化振興課と協議 

のうえ決定すること。 

ウ プロモーションの効果的な発現を目的として既存イベントと連携を図ることとし、連携す 

るイベントについて提案すること。 

【提案内容Ⅲ】 

①県外向けイベント等の内容 

②連携する既存イベントの内容 

 

※①及び②について、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、必要に応じてオンライ  

ン形式のイベント等を活用した普及啓発活動を行うこと。詳細については、県文化振興課と  

協議のうえ決定すること。 

※①及び②について、県が制作した「沖縄の伝統的な食文化」web サイト及び「沖縄の伝統的 
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な食文化データベース」サイトのコンテンツに繋げる情報発信を行い、サイトビュー数の 

増加につながる内容とすること。 

 

③「琉球料理レシピ動画」の制作 

ア 「琉球料理レシピ動画」を３品程度制作し、YouTube「沖縄の伝統的な食文化」チャンネ 

ル及び「沖縄の伝統的な食文化」web サイトにて配信するとともに、レシピ内容をクック 

パッドの沖縄県アカウントへの追加を行うこと。 

イ レシピ動画は、過年度に制作した琉球料理レシピ動画の内容を参考に制作し、「琉球料理 

伝承人」を活用すること。実演品目は、過年度制作した下記の品目以外のものから、講師及  

び県との協議のうえ決定する。 

（令和元年度～令和２年度制作レシピ動画の主な仕様） 

〇動画時間：2 分 30 秒～５分程度 

〇出演者：１名（琉球料理伝承人を想定） 

〇動画の構成：視聴者が「動画を見ながら調理する」ことを想定した実演。 

〇制作品目 

・令和元年度：10 品（クファジューシー、ラフテー、だしの取り方、ドゥルワカシー、サー 

ターアンダーギー、イナムドゥチ、中身のお汁、ミヌダル、ゴーヤーチャンプ 

ルー、クーブイリチー） 

・令和２年度：５品目（チンビン、イカ墨のお汁、ンムクズアンダーギー、ラッチョウチャン 

プルー、ターンムディンガク、ジーマーミ豆腐） 

 

④「琉球料理ガイドブック」の製本業務 

ア 県が作成した既存データ「琉球料理ガイドブック」について製本を行うこと。 

イ 主な仕様：見開きＡ４サイズ、全 16 ページ、フルカラー 

ウ 製本部数：計 4,000 部程度 

エ 配布先：（2）における各種イベントやその他連携イベント等 

 

(3)学校給食における献立メニュー及び行事食に関するマッチング業務 

 学校給食における琉球料理のメニュー化のため、学校給食関係者（学校栄養士会等）へ献立

作成にかかるヒアリングや献立の参考となる学校給食向け献立メニュー及び各行事における

行事食のメニュー並びに琉球料理に関する情報を発信することでマッチングを行う。 

①伝承人作業部会の設置 

ア 学校給食関係者（学校栄養士会等）への情報発信にあたり、琉球料理伝承人学校給食作業 

部会（以下、「作業部会）という。）を設置する。作業部会は、栄養士等学校給食関係者５名 

程度で構成する。作業部会の構成メンバーは文化振興課との協議のうえ決定する。 

イ 作業部会は、契約締結日の属する月から翌年１月末までを実施期間として年 5 回程度実

施する。日程については県文化振興課と協議のうえ設定する。 

ウ 学校給食関係者（学校栄養士会等）へ献立作成に関して琉球料理に関するニーズをヒアリ 
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ングし、作業部会での検討材料とする。 

エ 学校給食向けの琉球料理に関する献立メニュー、行事食メニューや琉球料理に関して発信 

する情報を検討し、３回（月１回を想定）学校給食関係者（学校栄養士会等）へ情報発信を 

行う。 

オ エの後、学校給食関係者（学校栄養士会等）へアンケートやヒアリング等を実施し、献立

化の有無や事業実施の効果を定量的に測定し、令和 5 年度以降のマッチングに向けて、今

後の琉球料理の学校給食における普及方法等について提案すること。 

 

参考図３．マッチング等にかかる業務イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)学校等児童生徒向け普及啓発ツール（電子版）の作成に関する業務 

ア 学校等児童生徒向け普及啓発ツール（電子版）の作成を行う。 

イ 学校等児童生徒向け普及啓発ツール（電子版）は、学校等教育現場の給食等において学習

に活用するため、「沖縄の伝統的な食文化」（9 つの要素等）について、児童生徒が分かりや

すく、理解を深めることができる内容とすること。 

ウ 学校等児童生徒向け普及啓発ツール（電子版）は、(3)における伝承人作業部会にて制作

物の対象年齢、制作物、掲載内容について検討し、作業部会の監修のもと作成すること。 

 

(5)事業完了報告書の作成業務 

ア 委託業務の内容の詳細についてまとめた委託業務完了報告書を提出すること。提出にあた  

っては、文化振興課の検査を受け、検査の合格を受けて業務の完了とする。 

イ 業務を実施するにあたっては 第２期計画にて設定する目標値の向上を目指すとともに、 

業務実施による効果が把握できるよう効果指標の設定を適切に実施し、成果報告書において 

報告すること。 

 

(6)成果物 

①検討委員会議事録及び会議資料一式（紙ファイル及び電子データ） 

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

第１回 
作業 
部会 

第２回 
作業 
部会 

第３回 
作業 
部会 

第４回 
作業 
部会 

第５回 
作業 
部会 

学校給食 
関係者へ 

ヒアリング 

学校給食 
関係者へ 
情報発信 

学校給食 
関係者へ 
情報発信 

学校給食 
関係者へ 
情報発信 

学校給食 
関係者へ 

アンケート 

R5 以降の
普及方法 

提案 

普及啓発ツールの内容について随時議題へ 

反映 

審議 審議 
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②市場調査結果報告書（紙ファイル 10 部及び電子データ）及び関係資料（電子データ） 

③普及啓発（情報発信）業務に関する資料一式（電子データ） 

④ワーキングチーム会議議事録及び会議資料一式、学校給食向け献立メニュー表（紙ファイ 

ル及び電子データ） 

⑤普及啓発ツール（制作物及び電子データ） 

⑥事業完了報告書（Ａ４版 10 部及び電子データ） 

⑦上記電子データをまとめた電子媒体（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ等） 

 

６ 委託料上限額 

委託料の上限額は、10,998 千円以内（消費税及び地方消費税を含む）とする。ただし、当該

金額は企画提案のために設定した金額であり、契約金額ではない。 

 

７ 積算見積 

 積算の経費については、以下の内容で提出すること。なお、各種費目の単価、内訳及び金額

の根拠を記載すること。 

 (1) 直接人件費 

 (2) 直接経費（報償費、使用料及び賃借料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等） 

 (3) 再委託費（直接経費のうち、再委託を行う経費については明記すること） 

 (4) 一般管理費（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10％以内 

 (5) 消費税（各経費は税抜き価格とし、別途消費税を併記する） 

 (6) その他（上記費目以外の必要な経費を随時追加） 

 

８ 業務の実施体制 

 今回の委託に際して、主として本委託事業の各取組について従事する２名以上の担当者を割

り当て、本委託業務に係る統制及びその他事務について、十分な遂行体制がとれることを条件

とする。実施体制については、組織体制図を作成すること。 

 

９ 業務進捗状況及び打合せ 

 受託者は、定期的な連絡調整会議等の開催を通して文化振興課に対し委託業務の進捗状況を

報告するとともに、業務の進め方等について確認すること。 

 

１０ 再委託の制限 

(1) 一括再委託の禁止等 

  契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることができな

い。また、契約の主たる部分となる契約金額の１／２を超える業務、企画判断、管理運営、

指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務については、その履行を第三者に委任し、

又は負わせることができない。ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらか

じめ文化振興課が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 
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(2) 再委託の相手方の制限 

  本契約の企画提案に応募した者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密  

接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。 

 

(3) 再委託の承認 

  上記(1)及び(2)を踏まえた上で、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとす  

るときには、あらかじめ書面による文化振興課の承認を受けなければならない。なお、以下  

に例示するものについては、「承認手続の例外」とする場合がある。 

  ・資料の収集・整理 

  ・複写・印刷・製本 

  ・原稿・データの入力及び集計 

 

１１ 留意事項 

(1) 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の  

仕様書とは異なる場合がある。 

(2) 本仕様書記載の委託業務の内容は、実施段階において、予算や諸事情によって変更するこ 

とがある。 

(3) 本仕様書に記載のない事項並びに記載内容の詳細は、文化振興課と受託者との協議の上決 

定する。 

(4) 実施にあたっては、文化振興課と協議して取り組むものとする。 

 

１２ 著作権 

(1) 受託者は、本委託業務の実施に伴い新たに制作したものについて、著作権法（昭和 45 年

法律第 48 号）第２章第３節第２款に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）を有す

る場合においてもこれを行使しないものとする。これは、受託者の従業員に著作者人格権が

帰属する場合にも適用し、本業務終了後も効力を有する。 

(2) 本委託業務の実施に伴い発生した、著作権法第２章第３節第３款（著作権法第 27 条及び  

第 28 条の権利を含む。）に規定する権利（以下「著作権」という。）は沖縄県に帰属する。 

(3) 受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果物に関し 

て著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

 

１３ 問合せ・書類提出先 

 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

 沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 文化企画班 担当：又吉、儀間 

 TEL 098-866-2768    FAX 098-866-2122  

 電子メール aa058106@pref.okinawa.lg.jp 

 


