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１ 案件名称 

大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業概要及び目的 

本市における高齢者施策の推進にあたっては、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」に基づき推進しているところであるが、この計画は高齢者とその家族形態やニー

ズの変化、社会経済状況の推移、国の施策動向を踏まえ３年を一期として策定している。 

次期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下「次期計画」という。）を

令和５年度末に策定するにあたり、「大阪市高齢者実態調査」「介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査」を実施し、ひとり暮らし高齢者をはじめとする高齢者の実態や介護する家族等

のニーズを把握する必要がある。 

これらの業務を円滑かつ適確に実施するために、受注者のもつアンケート調査に関する

ノウハウや集計及び分析に関する豊富な実績を活用し、より効果的なアンケート調査を実

施し、計画策定に資する集計・分析を行うことを目的とする。 

 

（２）業務内容 

ア 実施計画書の作成 

     調査実施計画を作成する。 

 

イ 高齢者実態調査票等の作成 

     実施計画に基づき、本市が提供する質問項目により作成する。 

     調査票は、「①本人調査」、「②介護保険サービス利用者調査・介護者調査」、「③介護保

険サービス未利用者調査・介護者調査」、「④介護支援専門員調査」、「⑤施設調査」「⑥介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の６種類作成する。 

①～③及び⑥の調査票については、郵送により調査を行うため、用紙に印刷したもの

を作成する。④⑤の調査票については、ＷＥＢ方式により調査を行うため、回答用のＷ

ＥＢページを作成する。 

     回答用のＷＥＢページについては、パソコンの他に、スマートフォン、タブレット端

末からも回答ができるように対応することとし、サーバー等の必要な備品類は受注者が

用意したものを使用するものとする。また、ＷＥＢページでの回答にあたっては、回答

途中で一時保存ができるように機能を整備しておくこと。 

 

   ※各帳票の作成にあたっては、回答者にとって見やすく、わかりやすい構成とすること。 

※作成にあたっては、本市担当者と十分協議を行うこと。本市担当者より修正等の指示

があった時は速やかに修正等を行うこと。 

※「⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」については、66圏域名をわかるように、調

査票を作成する。 

大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務 

委託事業者募集要項 

（公募型プロポーザル） 



 

2 
 

ウ 高齢者実態調査票等の発送・回収 

① 「①本人調査」、「②介護保険サービス利用者調査・介護者調査」、「③介護保険サー

ビス未利用者調査・介護者調査」「⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」 

作成した調査票により、別途交付する対象者一欄に基づき、郵送等する。 

 

② 「④介護支援専門員調査」、「⑤施設調査」 

     対象者、対象施設あての回答依頼文を作成する。依頼文の作成にあたっては、回答用

ＷＥＢページにアクセスしやすくするため、ＵＲＬをＱＲコード化して掲載する等工

夫すること。なお、対象者、対象施設あての依頼文の送信については、本市からメー

ル・ＦＡＸ等により行う。 

 

※対象数は以下の表のとおり。なお、アンケートの回収においては、表中に記載してい

る目標有効回答数を目標としている。アンケートを回収するための督促など回収方法

について工夫すること。 

 

【令和４年度調査目標有効回答数】 

調査名 客体数 
目標有効 

回答数 
参考（設問数等）※ 

➀本人調査 
20,400 

（各区 850） 

9,600 

（各区 400） 
45問（別途、自由記述欄あり） 

②介護保険サービス利用

者調査・介護者調査 
6,400 

2,800 

（各要介護 

区分 400） 

91問（うち自由記述 6問） 

・介護者調査は 27問 

※前回調査における（主に家族などの）介護者が

いる割合は約 45％ 

③介護保険サービス未利

用者調査・介護者調査 
9,300 

2,800 

（各要介護 

区分 400） 

81問（うち自由記述 3問） 

・介護者調査は 27問 

※前回調査における（主に家族などの）介護者が

いる割合は約 60％ 

④介護支援専門員調査 4,131 4,131 
86問 

（うち自由記述 5問） 

⑤施設調査 1,094 1,094 41問（別途、自由記述 3問あり） 

⑥介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査 

52,800 

（800人×66

圏域） 

26,400 

（400人×66

圏域） 

・一般高齢者は 86問 

・要支援者、事業対象者は 76問 

・要支援者、事業対象者で総合事業利用者は 78問 

※対象者により調査票が異なる 

合計 94,125 44,125  

  ※設問数は増減することがあります 

 

エ アンケート調査結果のデータ入力及び集計・分析 

調査票の回答データについて、単純集計及びクロス集計、その他必要な集計(自由回答

のまとめ等)を行うこと。また、集計結果を詳細に分析し、他都市との比較を行うととも

に、客観的な事実及び特徴的な傾向等について詳細に研究を行い、そこから導き出され

る課題等について考察を行うこと。 

    自由記載欄は意見の傾向集計でも構わないが、同意見がある場合は、例）同意見○件な

ど、件数も記載すること。 
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※集計分析の方法については本市担当者と十分に協議を行うこと。本市担当者より修正等

の指示があった時は速やかに修正等を行うこと。 

※「⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」については、本市が提供する CSV ファイルま

たは Excelファイルにより回答集計を行うこと。 

 

オ 報告書の作成 

調査結果に基づき、報告書を作成すること。 

調査報告書の作成にあたっては、前回実施の高齢者実態調査報告書などの関係資料等

を活用し作成作業を行うこと。また、図表など視覚的にわかりやすい内容のものとする

こと。 

印刷用版下は、本市による詳細な検収を行ったうえで、紙印字による報告書（各５部）

とともに、汎用性のあるソフト（Microsoft Word、Microsoft Excel 等）により作成

し、ＣＤ－ＲＯＭ等記録媒体で納入すること。 

 

※ 報告書の作成方法については本市担当者と十分に協議を行うこと。本市担当者より修正   

等の指 示があった時は速やかに修正等を行うこと。 

 

カ 問合せ対応 

    調査に係る市民からの問い合わせに対応すること 

 

キ 業務方法 

➀  本市が指定する質問項目により各調査の調査票を作成し、調査対象者及び調査対象

施設あて調査票を郵送等し、回収する。 

なお、市民からの回答送付先は全て事業者宛てとし、回収した調査票は令和５年３

月まで厳重に保管し、事業完了時に本市へ納品すること。 

また、「施設調査」、「介護支援専門員調査」以外については、本市提供のコードを調

査票に印字すること。 

 

② 回収した調査票を調査種別、区別（「⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」につい

ては、圏域別）に回答数を分類、記録のうえ、調査票種別ごと、コードごとに、各質

問項目への回答データを入力する。なお、自由回答分は入力のうえ、カテゴリー毎に

分類する。 

      調査票データ入力の作業所等については、別紙１～２により、契約締結時に本市担

当者に提出すること。 

 

③ 集計結果・分析資料の作成にあたっては、エクセル、アクセスの他、アンケート集

計支援ソフト等を活用し、具体の分析・集計方法、論理エラーチェック方法の詳細検

討結果について、本市担当者と協議のうえで方法等を決定すること。 

 

④ 集計・分析については、本市の現状や、国の施策の動向（高齢者社会対策の大綱、

介護保険制度など高齢者を取り巻く施策や動向等）、を踏まえ、次期計画の策定におい

て必要と考えられる集計・分析を行うこと。この際、調査票のデータ個表の内容を審
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査し、具体的な分析を進めるために、クロス集計の他、必要に応じ各種統計手法によ     

る傾向分析を行うとともに、分析基礎資料の作成を行うこと。 

また、集計結果を詳細に分析し、他都市との比較を行うとともに、客観的な事実及

び特徴的な傾向等について詳細に研究を行い、そこから導き出される課題等について

考察を行うこと。 

  ※「⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」については、圏域別の地域診断において必

要と考えられる集計・分析方法の検討を行うこと。 

  ※「②介護保険サービス利用者調査・介護者調査」「③介護サービス未利用者調査・介護

者調査」の一部の設問について、国が手引きで示す在宅介護実態調査項目に合わせた

集計を別に行うこと。 

 

⑤ クロス集計項目は、調査種別ごとに、基本属性と他の項目についてクロス集計項目

とするほか、項目間で関連性のある項目についてもクロス集計項目とすること。クロ

ス集計項目の確定にあたっては、本市担当者と十分協議を行うこと。 

 

⑥ 調査種別ごとの単純集計結果及び主なクロス集計結果、並びに、単純集計結果の概

要資料を作成すること。資料の作成にあたっては、本市担当者と十分協議を行うこと。 

 

⑦ 全ての単純集計、クロス集計等の集計結果が理解できるように、グラフ等の図表の

作成及びイメージ図等を導入し、別の調査票であっても比較が可能な項目については

前 回調査結果とも比較し、図表ごとに 300～400 字程度の詳細解説を附して整理し、

全市の各調査報告書（区ごとの集計・分析結果を含む）・調査報告概要版（各調査報告

書から主な項目をとりまとめたもの）の版下及び報告書に掲載しない全市・区別・圏

域別の詳細な集計結果を作成すること。 

 

⑧ 調査報告書については、前回調査報告書と同等以上の内容とすること。 

※報告書全体のページ数、グラフ数、図表については、区別の集計・分析結果を反映し

たものとし、報告書の作成にあたっては、本市担当者と十分協議を行うこと。 

 

（参考）前回調査報告書の概要 

・①本人調査（ひとり暮らし調査を含む） 

Ａ４版、表紙 5ページ、目次 6ページ、本文 298ページ、資料編 30ページ 

・②③介護保険サービス利用者調査・介護保険サービス未利用者調査の合算（介護者調

査を含む） 

Ａ４版、表紙 5ページ、目次 4ページ、本文 208ページ、資料編 46ページ 

・④介護支援専門員調査 

Ａ４版、表紙 3ページ、目次 4ページ、本文 68ページ、資料編 22ページ 

・⑤施設調査 

Ａ４版、表紙 3ページ、目次 2ページ、本文 84ページ、資料編 68ページ 

     ・⑥介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

Ａ４版、表紙 6ページ、目次 4ページ、本文 86ページ、資料編 12ページ 

 



 

5 
 

 

⑨ 調査票、調査報告書の作成にあたり、ユニバーサルデザインに配慮した、書体や文

字の大きさ、色使い、グラフを用いること。また、「人権の視点からの情報発信の手引

き」（大阪市発行）を踏まえること。 

 

ク 業務執行体制 

業務を円滑に推進するため、必要な経験と能力を有する十分な数の技術者を配置するこ

と。 

 

ケ 個人情報の取扱 

➀ 本委託業務は、個人情報を取り扱うため、適宜・適切なデータ管理・保管に努める

こと。個人情報等が含まれるデータについては、施錠できるロッカー等で管理・保管

することとし、管理方法・保管場所を報告すること。 

      なお、集計等の作業を行うにあたっては、インターネットの接続をオフにするなど

インターネット環境と接続されていない状態で作業すること。 

 

② データ保護及び機密保護を徹底するため、データ管理者・データ使用作業従事者を

始めとする関係者全員に対してデータ保護及び機密保護に関する趣旨説明資料を配布

し、その重要性についての説明を徹底するなど適切な措置を講じること。 

 

③ データ管理者・データ使用作業従事者を始めとする関係者全員の氏名を別紙３によ

り、契約締結時に本市担当者に提出すること。 

 

④ 調査票等に記載された個人情報は、委託業務の目的物作成以外には使用してはなら

ない。また、調査票及び委託業務にかかる個人データ等を第三者に提供してはならな

い。 

 

⑤ 調査票及び委託業務にかかる個人データ等を複写・複製してはならない。ただし、

本市より文書による同意を得た場合は、この限りではない。 

 

３ 再委託等の禁止条項 

（１）高齢者実態調査に係る調査実施及び集計・分析業務委託契約書に規定する「主たる部分」

とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

 

イ 集計・分析システムの企画設計及び集計結果の分析並びに各調査報告書・調査報告概

要版の版下作成 

 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

 

（３）受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発
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注者の承諾を得なければならない。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競

争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、

前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請

がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えるこ

とがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りではない。 

 

（５）受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確

にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなけ

ればならない。 

なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置の期間中

の者、又は大阪市暴力団排除条例に基づく入札等除外措置を受けている者であってはなら

ない。 

 

４ 遵守事項 

（１）個人情報の保護を徹底するため、業務の進捗状況について、本市職員の指示に従い、説

明資料の提供等、所要の措置を講じること。 

 

（２）個人情報保護法（平成 15 年法律第 57 号）及び大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪

市条例第 11 号）を遵守すること。同法又は同条例の規定に反した場合は、同条例第 16 条

の規定に基づき、是正勧告及び事実を公表する場合がある。 

 

（３）業務日程 

   別紙４「高齢者実態調査実施及び集計・分析業務日程」のとおり 

 

（４）その他 

ア 委託業務執行管理方法 

委託業務の進捗管理、執行状況把握、アンケート調査票、調査事項の分析、調査報告

書等成果物の納品等については、次のとおり本市担当者が検収等を行う。 

（ア） 進捗管理 

担当責任者を定め、定期的に本市より委託内容の指示及び説明を受け、節目ご

とに作業の進捗状況を報告すること。 

 

（イ） 委託作業内容の把握 

委託作業の主要工程等、作業内容について常に本市が把握できるようにするこ

と。 

また、統計手法、分析手法について事前に報告すること。 

（ウ） 成果物の納品 

        調査報告書等成果物は、本市による詳細な検収を行ったうえで紙印字による調

査報告書（各５部）とともに同報告書と同内容の版下となるエクセル・ワードの

データファイルの入ったＣＤ－ＲＯＭ等記録媒体（正・副各１枚）及び同報告書

に掲載のないデータを含め全てのデータファイルの入ったＣＤ－ＲＯＭ等記録媒
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体（正・副各１枚）を添えて納品すること。調査報告書は、①本人調査、②施設

調査、③介護支援専門員調査、④介護保険サービス利用者調査・介護保険サービ

ス未利用者調査（介護者調査を含む）の合算報告並びに⑤調査報告概要版の５種

類に分けて作成すること。 

 

（エ） 著作権について 

成果物に係る著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条

までに規定する権利をいう。）を成果物の引渡し時に本市に無償で譲渡すること。 

 

（オ） 疑義等の取扱 

データ入力等作業時に疑義が発生した場合、本市担当者に至急連絡し、指示を

あおぐこと。 

 

（カ） 契約後、速やかに本市担当者と協議のうえ、当業務に着手すること。 

 

（キ） 処理件数、日程等については、本市の指示により変更することがある。 

 

（ク） この契約の履行に際して、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平

成 18年大阪市条例第 16号）の趣旨を踏まえ、「公正な業務執行に関する特記事項」

を遵守すること。 

（ケ） 大阪市暴力団排除条例を遵守すること。（暴力団等の排除に関する特記仕様書添付） 

 

（コ） この仕様書に不明な点がある場合は、必ず 11（２）の問い合わせ先に確認するこ

と。資料提出後に疑義が生じた場合には全て本市の解釈とする。 

 

（サ） 参考資料の前回調査報告書については高齢福祉課にて閲覧可能。 

 

（５）事業規模（契約上限額） 

金 ７４，３１０千円（消費税含む） 

 

（６）契約期間 

令和４年８月１日（月）（予定）～令和５年３月 31日（金）（予定） 

 

（７）履行場所 

本市指定場所 

 

（８）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、市

は、契約金額以外の費用を負担しない。 
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（９）市側から提供する資料、貸与品等 

調査対象者抽出データ、大阪市高齢者実態調査票の設問データ 

その他、本業務の遂行に必要となる本市が保有する高齢者福祉サービス、介護保険サー

ビス等の実績データ等。 

 

５ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

大阪市契約規則の規定に基づき、契約内容は本市と協議のうえ委託契約を締結する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契

約締結をしないことがあるほか、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を講

じることがある。また、本市が被った損害について、賠償請求を行うことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

   担当課にて閲覧可 

（４）契約保証事項 

大阪市契約規則第 37条の第１項第１号又は第３号に該当するときは、契約保証金を免除

する。また、保証人は不要とする。 

（５）その他 

ア 受託者決定後契約締結までに、受託者が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ときは、契約締結を行わない。 

イ 契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が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ときは、契約の解除を行う。 

 

６ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（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。 

（２）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。 

（３）令和４・５・６年度本市入札参加資格者名簿に登録種目「13その他代行 17各種施策研

究・調査」で登録している者であって、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。 

（４）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及び同

要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

（５）役員等に次の各号に該当する者がいないこと。 

ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 
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イ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

７ スケジュール（予定） 

令和４年６月 17日     事業募集要項公示    

令和４年６月 24日    質問受付締切 

令和４年６月 30日    質問に対する回答 

令和４年７月 19日     企画提案書提出期限 

令和４年７月下旬     選定結果通知 

令和４年７月下旬     契約相手方決定 

令和４年８月１日     契約締結 

令和４年９月１日     高齢者実態調査に係る調査票発送（～９月末調査票回収） 

令和４年 11月～12月    介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施 

令和５年２月下旬     報告書等受領 

令和５年３月 31日    事業完了  

 

８ 質問に関する事項 

受付期間 

（１）令和４年６月 17日から令和４年６月 24日 午後５時まで 

 

（２）提出方法 

別紙５「質問票」に記載し、後掲の１１（２）提出先、問い合わせ先までＦＡＸまたは

Ｅメールにより提出すること。 

 

（３）回答  

受け付けた質問及び回答については、令和４年６月 30日（木）に大阪市ホームページ上

の「大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者を募集します」に掲載する。 

 

９ 参加申請手続きに関する事項 

（１）参加申請の受付期間 

令和４年７月１日（金）から７月 19日（火）の午前９時 30分から午後５時まで 

（ただし、午後０時 15分から午後１時までを除く） 

（２）参加申請書類等の提出場所 

次の場所に必ず持参により提出してください（郵送等は受け付けない）。 

【提出場所】 

大阪市北区中之島１丁目３番 20号 大阪市役所２階 

大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課  担当：森・国井 

（３）参加申請にかかる必要提出書類、書式及び部数 

ア 参加申請にかかる提出書類及び書式 

提出書類 様式・備考 

① 公募型企画プロポーザル参加申請書 様式１ 

② 法人の概要 様式２ 
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イ 提出必要部数   各１部 

ウ 各提出書類の作成方法 

指定書式については、必要箇所に押印のうえ書類を作成すること。 

 

（４）企画提案内容、書式及び提出部数 

ア 企画提案にかかる必要書類 

項目及び記載内容 様式 

① 本業務にかかる基本方針・介護保険事業の理解度 

・ 本業務を実施するにあたり、貴社が重要と考える点 
様式３－１ 

② 高齢者施策・介護保険事業の理解度 

・ 高齢者の保健福祉・介護保険事業の現状及び国の動向等の理解 
様式３－２ 

③ 実態調査票の構成（案） ― 

④ スケジュールを踏まえた調査実施方法の提案 様式３－３ 

⑤ 調査結果・集計及び分析・研究結果を踏まえた本業務の具体的な提案 

・ 調査結果に対する具体的な集計方法 

・ 調査結果に対する具体的な分析、研究方法 

様式３－４ 

⑥ 業務執行体制 

・ 本業務にかかる貴社内部の実施体制（職員の配置・分担等） 
様式３－５ 

⑦ 類似業務実績 

・ 本業務の類似業務に関する実績がわかる資料 
様式３－６ 

⑧ 報告書概要版の提案 

・ 別途提供する前回の高齢者実態調査報告書（本人調査・ひとり暮

らし調査）の中から、事業者の異なる視点に基づいた報告書のサ

ンプルを作成（５～10ページ作成） 

自 由 

  

イ 提出必要部数 

各 11部（正本１部、副本 10部） 

 

ウ 企画提案書の作成方法 

アの各必要書類について、法人名を記載した表紙を作成し、①～⑥の順にひとまとめ

にして編纂すること。 

正本となる企画提案書一式書類については、必要箇所への押印が必要となる。各書式

の法人名欄には、貴社名を記入のうえ作成すること。 

副本となる企画提案書一式書類については、必要箇所への押印は不要とする。また、

各書式の法人名を記載する欄があるものについては、当該欄を空欄にして作成すること。 
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１０ 選定に関する事項 

（１）選定基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

 評価項目 配点 

本業務にかかる基本

方針・介護保険事業

の理解度 

・本業務を実施するにあたり、事業者が重要と考え

る点 
10 

高齢者施策・介護保

険事業の理解度 

・高齢者の保健福祉・介護保険事業の現状及び国の

動向等の理解 
20 

実態調査票の構成（案） 
・各調査票について、回答者が回答しやすく、見や

すい帳票となっているか。 
20 

スケジュールを踏ま

えた調査実施方法の

提案 

・郵送による調査の他に、新たな手法による調査を

提案しているか。（調査手法や回収率を上げる取組

みなど） 

20 

調査結果・集計及び

分析・研究結果を踏

まえた本業務の具体

的な提案内容 

・調査結果を生かした具体的な集計方法 

・調査結果を踏まえた具体的な分析、研究方法 
50 

業務執行体制 ・本業務にかかる実施体制（職員の配置・分担等） 10 

類似業務実績 ・本業務の類似業務に関する実績 10 

報告書の提案 

・別途提供する前回の高齢者実態調査報告書（本人

調査・ひとり暮らし調査）の中から、事業者の異

なる視点に基づいた報告書のサンプルを作成（５

～10ページ作成） 

10 

計 150 

 

（２）選定方法 

ア 本企画提案の審査については、「大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事

業者選定会議」が行い、その意見を受けて選定する。 

イ 選定委員は、審査基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

（提案業者によるプレゼンテーションは行いません。） 

ウ 審査の結果、評価点が最も高い法人を委託候補者として選定する。ただし、合計点数

が満点の６割に満たない場合は、適切な法人とは認められず、委託候補として選定しな
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い。 

エ 評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、前項（１）選定基準のうち「調査結果・

集計及び分析・研究結果を踏まえた本業務の具体的な提案内容」の得点が高い方を選定

する。また、前述の得点がさらに同点の事業者が複数いる場合には、前項（１）選定基

準のうち「スケジュールを踏まえた調査実施方法の提案」の得点が高い方を選定する。 

（３）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 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示する

こと 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ 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 

 

（４）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームペ

ージに掲載する。（令和４年７月下旬頃予定） 

 

１１  その他 

（１）提案に要する費用、条件等 

ア 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

イ 採用された企画提案書は、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、事業者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。 

ウ すべての企画提案書は返却しない。 

エ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募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）。 

オ 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

カ 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公募型プロポーザル参加は無

効とする。 

キ 受託の辞退は原則として認めない。また、受託の辞退により本市に損害が生じた場合、

その費用を請求することがある。 

 

（２）提出先、問い合わせ先 

〒530－8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号 
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大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課  担当：森・国井 

TEL 06-6208-8026  FAX 06-6202-6964 E-mail fa0027@city.osaka.lg.jp 

mailto:fa0027@city.osaka.lg.jp

