
 

 

令和４年度 大阪市商店街振興ふるさと寄附金に伴う記念品協力事業者募集要項（６月募集） 

 

１ 目的 

  大阪市商店街振興ふるさと寄附金（納税）の実施にあたり、寄附者に贈呈する商品やサービスを「記

念品」として提供する「記念品協力事業者」を募集する。 

 

２ 応募条件 

 (1)記念品協力事業者について 

 次の各号すべての条件を満たすこと。 

ア 第１～14 回までの「大阪市あきないグランプリ」の優秀賞（グランプリ・準グランプリ・特別

賞を含む）の受賞店舗など、国・自治体が表彰・認定している（見込み含む）店舗・商品であるこ

と。 

 なお、記念品として選定された場合でも、上記の賞等の受賞がされなければ選定を取り消しする。 

イ 市内商店街に加入している店舗がある法人、団体又は個人事業者であること 

ウ 生産・製造・販売に関する法令等を遵守していること 

エ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること 

オ 市税に係る徴収金を完納していること 

カ 企画提案時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと 

キ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと 

 

(2) 記念品について 

   提案する記念品については、ふるさと寄附金の記念品にふさわしいものとし、次の各号すべての条

件を満たすこと。 

 ア 大阪市内で生産、製造、加工又はサービスの提供がされているもの、市内の原材料を使用してい

るもののいずれかに該当していること（「平成 31年総務省告示第 179号」に該当していること） 

  イ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること 

ただし、期間限定・数量限定で供給可能なものは、提供期間内の数量的な安定供給が見込めるも

のであること 

  ウ 食品衛生法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法など関係法令を遵守し、違反していな

い記念品であること 

  エ 飲食物の場合は、寄附者に記念品到着後適切な賞味期限が保証されるものであること 

    賞味期限は５日以上とし、科学的・合理的な根拠に基づいて設定されていること 

  オ 食事券等のサービスの場合は、有効期限が発行日から１年以内であること 

  カ 配送業者により配送が可能な記念品であること 

  キ 次に掲げるものに該当しない記念品であること（平成 29 年４月１日付け総税市第 28 号総務大

臣通知） 

   (ｱ) 記念品の価格表示したもの 

   (ｲ) 金銭類似性の高いもの（プリペイドカード・商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料

金等） 



 

 

   (ｳ) 資産性の高いもの（電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽

器、自転車等） 

(3) 記念品の金額について 

1. １記念品あたり 2,000円（消費税及び地方消費税、梱包料を含む）で提案すること。 

2. 記念品代金の支払いにかかる振込手数料は事業者負担とする。 

3. 寄附者への記念品の配送料は本市が負担する。 

 

 (4) 記念品の提案数等について 

記念品協力事業者１者あたりの提案数について制限は設けない。 

なお、提案する記念品について、通年、期間限定又は数量限定のいずれかを選択することができる。 

 

３ 記念品協力事業者の特典 

(1) ふるさと納税の専門ポータルサイトに記念品の画像、商品名及び概要、事業者名等を掲載する。 

 

(2) 記念品の発送にあたって、送料に影響しない範囲において、自社のチラシ等を同梱することがで

きる。 

 

４ 記念品協力事業者の業務等 

(1) ふるさと寄附金委託事業者との「ふるさと納税のお礼品にかかる売買基本契約」の締結 

 

(2) ふるさと納税の専門ポータルサイトへの掲載にかかる手続き 

 

(3) ふるさと寄附金委託事業者の指示による記念品の手配及び記念品の梱包【イメージ④】 

 

(4) 梱包した記念品の配送業者への引渡し（配送料は本市負担）【イメージ⑥】  

 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配送業者 

記念品協力事業者 

④手配・梱包 

⑥引渡し 

⑤集荷 ⑦発送 

②記念品 

手配依頼 
③集荷依頼 

①寄附申込 
寄附者 委託事業者 

⑧記念品代 
支払 

上記(1)ふるさと寄附金 
委託事業者との契約 



 

 

 

 

 

５ スケジュール 

● 公募開始          令和４年６月 10日（金） 

 ● 企画提案書類の提出期限   令和４年８月１日（月） 

● 選定結果通知        令和４年９月下旬（予定） 

● 寄附受付開始        令和４年 11月上旬（予定） 

 

６ 企画提案書類に関する事項 

 (1)提出書類（各１部） 

【法人の場合】 

(ｱ) 大阪市商店街振興ふるさと寄附金記念品協力事業者参加申請書（様式１－１） 

(ｲ) 大阪市商店街振興ふるさと寄附金記念品協力事業者参加にかかる誓約書（様式２） 

(ｳ) 事業概要（パンフレット等参加者の事業内容が分かるもの） 

(ｴ) 登記簿謄本又は登記事項全部証明書 

（申請時点で発行から３ヵ月以内のもの（写し可）） 

(ｵ) 直近１ヵ年分の大阪市の市町村民税の納税証明書 

（申請時点で発行から３ヵ月以内のもの（写し可）） 

(ｶ) 直近１ヵ年分の大阪市の固定資産税・都市計画税の納税証明書 

 （申請時点で発行から３ヵ月以内のもの（写し可）） 

(ｷ) 記念品提案書（様式３） 

（提案する記念品の写真又は画像を添付すること。（パッケージや数量など、実際に寄附者に届

ける記念品と同じ状態・内容で撮影した写真を必ず添付すること。）） 

※(ｵ)(ｶ)は、「未納の額が無いことがわかるもの」であること。ただし(ｶ)については、納税義務が

ない場合など、納税証明書が発行されない等の場合は、その旨を記載した理由書（様式自由） 

※令和４年６月現在で記念品協力事業者として選定されている場合 

(ｴ)については前回提出時点から内容に変更がなければ、提出は不要 

 

【個人の場合】 

(ｱ) 大阪市商店街振興ふるさと寄附金記念品協力事業者参加申請書（様式１－２） 

(ｲ) 大阪市商店街振興ふるさと寄附金記念品協力事業者参加にかかる誓約書（様式２） 

(ｳ) 事業概要（パンフレット等参加者の事業内容が分かるもの） 

(ｴ) 直近１ヵ年分の大阪市の市町村民税の納税証明書 

（申請時点で発行から３ヵ月以内のもの（写し可）） 

（ただし、大阪市の市町村民税の納税義務を有する者でない場合は、住所地のもの） 

(ｵ) 直近１ヵ年分の大阪市の固定資産税・都市計画税の納税証明書 

 （申請時点で発行から３ヵ月以内のもの（写し可）） 

(ｶ) 直近１ヵ年の確定申告書（写し） 



 

 

(ｷ) 記念品提案書（様式３） 

（提案する記念品の写真又は画像を添付すること。（パッケージや数量など、実際に寄附者に届

ける記念品と同じ状態・内容で撮影した写真を必ず添付すること。）） 

※(ｴ)(ｵ)は、「未納の額が無いことがわかるもの」であること。ただし(ｵ)については、納税義務が

ない場合など、納税証明書が発行されない等の場合は、その旨を記載した理由書（様式自由） 

 

【記念品が飲食物の場合（法人、個人共通）】※体験型（店舗での飲食物の提供）を除く 

(ｸ)記念品に貼付されている内容量・賞味期限・製造者（販売者）・アレルギー表記などが記載され

ている表示ラベル（画像可） 

(ｹ)食品表示期限の設定の根拠となる菌検査（一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌）等の検査

結果の書類（写し）【過去 1年以内のもの】 

 ※ 提出期限に間に合わない場合は、(4)の提出先まで事前に相談すること。 

 

(2)提出期限 

    令和４年８月１日（月）午後５時 30分まで（必着）  

     

(3)提出方法 

ア 郵送またはメールでの提出とする。 

(ｱ) 郵送の場合、配達までの送達過程の記録が確認できる簡易書留等によること。 

(ｲ) メールの場合は、送信した旨を（4）の提出先まで電話連絡すること。 

イ やむを得ず持参により提出する場合は、事前に（4）の提出先まで電話連絡すること。 

ウ いずれの場合も、受付後の参加申請書類等の返却は行わない。 

 

  (4)提出先、問合せ先 

担当：大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課（商業担当） 

住所：〒559-0034 

     大阪市住之江区南港北二丁目１番 10号 ATCビル O’s（オズ）棟南館４階 

電話：06-6615-3781 

FAX ：06-6614-0190 

Eメール：shoutengai-kifu@city.osaka.lg.jp 

※問合せ時間 

月曜日から金曜日の午前９時～午後０時１５分および午後１時～午後５時 30分まで 

（祝日、年末年始日を除く。） 
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７ 選定に関する事項 

記念品提案の審査については、有識者会議を開催し、以下の評価項目についての意見を聴取のうえ、

本市が選定する。審査は非公開とし、審査内容についての質問や異議は一切受け付けない。なお、有識

者会議の委員については、公平性・透明性を確保し、専門的な観点から評価を行うため、学識経験等を

有する外部の者で構成する。 

(1) 選定基準・方法 

評価項目 基準 
配点 

(100点満点) 
考え方 

魅力 

本事業の趣旨に沿って、魅力

的な記念品の提案となってい

るか。 

50 

・ふるさと寄附の趣旨（地場産品(※)）

に合致していること 

・汎用性のあるものではなく、自社

(店)の製品、その店でしか買えないも

のや、その店でしかサービスの提供を

受けることができない魅力のあるもの 

安全・ 

安心 

提案された記念品について、

寄附者にとって安全・安心な

商品又はサービスの提供とな

っているか。 

20 

・適切な賞味期限（使用期間）が保証さ

れていること（賞味期限は５日以上） 

・破損しやすいもの、配送が困難なも

のではないこと 

供給の 

安定性 

提案された記念品の品質及び

数量の面において、安定供給

が見込めるか。 

20 

・注文後に速やかに発送できる 

・提案書の商品提供可能数が妥当であ

ること 

価格 
提案した記念品の価格の妥当

性について 
10 

・提案した記念品と記念品の価格に不

釣合がないこと 

※上限２千円を超えるものは無効 

合  計 100  

  （※）地場産品 

    大阪市内で生産、製造、加工又はサービスの提供がされているもの、市内の原材料を使用してい

るもののいずれかに該当していること（「平成 31年総務省告示第 179号」に該当していること） 

 

   ア 上記の選定基準に基づき、提出書類について、有識者会議の意見を聴取したうえで評価を実施 

 し、60点×有識者数を満たした提案者の中から記念品協力事業者を選定する。 

イ 評価が、一委員でも 100点満点中 50点を下回った場合は、記念品協力事業者として選定しな

い場合がある。 

 

(2) 失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

  ア 応募条件を有しない者が提案を行うこと。 

  イ 有識者会議委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

  ウ 他の参加者と提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 

  エ 記念品協力事業者の選定終了までの間に、他の参加者に対して提案の内容を意図的に開示すること。 

  オ 参加申請書類等に虚偽の記載を行うこと。 

  カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

  キ 提出された参加申請書類等が次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 



 

 

(ｲ) 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

(ｳ) 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  ク 記念品の提案金額が２(3)の上限額を超えているもの 

 

(3) 選定結果の通知 

すべての参加者に対し、令和４年９月下旬（予定）に通知する。 

 

８ 認定に関する事項 

 (1) 認定内容の変更 

記念品協力事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定申請事項変更届出書を本市に届

け出なければならない。 

ア 記念品協力事業者の名称又は住所を変更したとき 

イ 認定品の名称を変更したとき 

ウ 認定品の生産・販売等を中止又は廃止したとき 

エ 認定品の企画、形状又はデザイン等を変更したとき 

  オ その他認定内容に変更が生じたとき 

  

(2) 認定の取消し 

   記念品協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本市は認定を取り消すことができる。 

  ア 審査基準に適合しないと認められるとき 

  イ 虚偽の申請に基づき認定を行ったと認められたとき 

  ウ 認定品の生産、販売及びサービスの提供を中止又は廃止したとき 

  エ その他記念品認定に重大な支障を及ぼす恐れがあると認められるとき 

 

９ その他 

(1) 参加申請書類等の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

(2) 選定された記念品協力事業者の参加申請書類書等は、「大阪市情報公開条例（平成 13 年大阪市条

例第３号）」に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報

公開の対象となる。 

(3) すべての提出書類は返却しない。 

(4) 提出された参加申請書類等は、審査・記念品協力事業者選定の用以外に参加者に無断で使用しな

い（大阪市情報公開条例に基づく公開を除く。）。 

(5) 期限後の書類の提出、差替え等は認めない。 

(6) 本募集は記念品協力事業者の選定を目的に実施するものであり、記念品については、本市又は委

託事業者と協議を行うため、必ずしも提案内容どおりとは限らない。 

(7) 参加申請後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の参加は無効とする。 


