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「自治会・町内会活動紹介用冊子（紙媒体及びデジタルブック）の 

企画、制作業務」 

公募型プロポーザル仕様書 

 

１ 業務目的 

  大阪市では、地域活動協議会（＊）による地域課題の解決やまちづくりが行われ

ているが、その活動の中心的な役割を果たしている自治会・町内会について、近年、

若年層・子育て世代の加入促進が課題となっている。 

これら若年層・子育て世代が多く住むマンション等での自治会・町内会未加入者

増も課題となっているが、対象者へのアプローチが困難な状況にあり、また、若年

層・子育て世代と自治会・町内会が直接触れ合える場となる、夏まつりなど地域の

にぎわい行事は新型コロナウイルスの影響により開催に制限がかかり、活動を知る

機会も大きく損なわれている。 

これにより、自治会・町内会が、日々、見守り隊などによる児童の通学路での安

全確保や防犯の取組にも注力されていることはもとより、児童をはじめ地域住民に

とって安全で暮らしやすいまちは身近な地域の方の自主的な活動によって支えら

れていることが十分伝わらない状況となっている。 

そこで、自治会・町内会の取組を知ることを通じて、地域活動の意義や役割を学

び、児童の頃から地域活動に対して肯定的な態度を育むことを目的とし、学校の授

業でも教材としても活用できるような啓発冊子（紙媒体及びデジタルブック）を作

成する。 

（用語の説明） 

＊おおむね小学校区を範囲として、地域団体や NPO、企業など地域のまちづくりに

関するいろいろな団体が集まり、話し合い、協力しながら、さまざまな分野にお

ける地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくための仕組み 

 

２ 制作物 

次の２種類の媒体を 16 ページ程度(表紙・裏表紙含む)フルカラーで制作するこ

と。 

 (1) 印刷物（紙媒体） 

・数量 

1,700 部 

※50 部ごとに梱包すること。 

 ・規格等 

ア 紙質、サイズ、ページ数 

表紙・裏表紙・・・コート紙、110kg（４ページ） 

本文・・・・・・・コート紙、90kg （１２ページ程度） 
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合計１６ページ程度 

※表紙・裏表紙の裏側は本文として使用可 

イ 仕上がり寸法 

Ａ４判 

ウ 印刷方法及び刷色 

オフセット印刷、両面カラー 

エ 製本 

ホッチキス綴じ 

 

(2) デジタルブック 

・ 仕様 

ア デジタルブックの原稿は Adobe InDesign（indd 形式）で作成すること 

イ デジタルブックは、ホームページに掲載する予定のため、デジタルブッ

クがホームページから閲覧できることを確認したものを納品すること 

ウ パソコン（windows,Mac）、スマートフォン、タブレット(iOS,Android)で

閲覧できるデジタルブックとすること 

エ デジタルブックの閲覧環境は、一般的な OS 及びブラウザであればデバ

イスに依存することなく閲覧できるデジタルブックとすること 

オ 各種アプリケーションのダウンロードやインストールを必要とするこ

となく閲覧できるデジタルブックとすること 

・ デジタルブックの機能 

本文中、記事等に関連ＷＥＢサイトへのリンク情報を設けることとし、かつ

デジタルブック閲覧用 HTML ページの仕様は以下のとおりとし、ア～キの要件

を最低限満たすものとする。 

ア 画面上で、前ページ及び次ページにめくる機能並びに最初及び最後のペ 

ージへ移動する機能を有すること 

イ 拡大・縮小及びページ内移動の機能を有すること。また、拡大表示時は、

ナビゲーション機能を有すること 

ウ 印刷機能は、ページごと又は見開きでの印刷ができるようにすること 

エ 目次を作成し、目次項目（ページサムネイル及びテキスト）から該当す

る本文へ移動する機能を有すること 

オ 付箋機能を有すること 

カ 検索機能を有すること 

キ 操作説明機能を有すること 

 

３ 校正 

３回（色校正含む）。ただし、必要に応じて追加することがある。色校正はＰＤＦ
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での確認を可とする。また、原則校正については、市民局区政支援室において必ず

担当者と打ち合わせをすることとする。 

 

４ 業務内容 

自治会・町内会の活動を紹介・理解してもらうための啓発用冊子（紙媒体及びデ

ジタルブック）の作成（デザイン、シナリオ（漫画を含む全体の制作）、活動の取材、

啓発漫画等一式、校正、色校正、印刷、納品までの一切） 

 

 (1) 全体構成 

全体を 16 ページ程度（表紙、裏表紙を含む）とし、以下の構成イメージとす

る。 

 

・漫画（10 ページ程度） 

・取材に基づく自治会・町内会の活動紹介の記事 

・数値等の各種データ 

・監修いただく専門家からのメッセージや解説 

※ページ構成について、ページ全体を漫画にしたり、漫画のページに記事 

やテーマごとに解説を挿入したりするなど、誌面レイアウトについては 

自由に工夫すること 

 

(2) 構成内容 

啓発冊子に掲載する基本的な事項として、次の内容（テーマ）を盛り込むこと。 

 ・自治会・町内会が、地域の防災・防犯や福祉（高齢者やこどもの見守りな

ど）の面で、地域の安全・安心に貢献していること 

 ・学校と地域が深くかかわっていること 

 ・地域のつながりの希薄化 

 ・地域コミュニティでは、自治会・町内会が中心的な役割を果たしているこ 

  と（小学校区を単位とする地域団体による地域活動の協議体「地域活動協 

議会」との関係性など） 

 ・総じて、地域のつながりを維持し、強めていくことの大切さ 

※上記以外の項目についても、自治会・町内会活動の理解に資すると思われ 

る内容を提案すること 

（参考） 

・総務省「地域コミュニティに関する研究会」 

URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chiiki_community/ind

ex.htmlc 

   ・大阪市ＨＰ「大阪市は自治会・町内会によるコミュニティ活動を応援してい 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chiiki_community/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chiiki_community/index.html
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ます。 

    URL:https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000538944.html 

 

(3) 構成における留意点 

・小学校３年生を対象とし、学校の授業でも活用できる内容とすること 

・企画、構成内容案について、契約締結後、速やかに発注者と協議すること 

・自治会・町内会の活動紹介の記事を作成する場合においては、取材先におけ

る実際の活動風景や地域活動者へのインタビューに基づき作成すること 

・絵や図を用いるなど、データとして理解しやすい内容となるよう工夫するこ

と 

・必要な写真、図表等の素材は受注者において用意すること 

・印刷前に必ず発注者の了承を得ること 

 

（4） 取材 

取材は発注者と協議の上、３地域程度で実施すること。（写真撮影も含む） 

   なお、取材を行う地域ごとに異なる項目の取材を行うこと。 

 

(5) 監修等 

・小学校での使用を前提とすることから、発注者を通じて小学校教員による意

見を受け、参考とすること。合わせて、発注者及び発注者が必要と判断する

団体等の意見についても参考とすること。そのため、初稿確認の日程は余裕

をもってスケジュール管理をすること。 

・地域コミュニティや地域活性化にかかる専門家の監修を受けること。 

 

５ 納品 

「２ 制作物」における印刷物（紙媒体）及びデジタルブックとともに、版下デ

ータ（「Adobe Illustrator CS3.0 以上）及び担当者から指示する内容でページを

分割したデータのＰＤＦ（原稿 inddデータ含む）、制作にあたり使用した写真や画

像、イラスト等のデータ（JPEG データ）を収納した別途記録媒体（ＣＤ-Ｒ等）の

作成及び納品を行うこと。 

 

６ 納入先 

 (1) 印刷物（紙媒体） 

   市民局区政支援室地域力創出グループ（大阪市役所４階）及び他２か所程度 

(2) デジタルブック 

市民局区政支援室地域力創出グループ（大阪市役所４階） 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000538944.html
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７ 履行期間 

契約締結日～令和５年３月 24日（金） 

 

８ 再委託について 

(1) 契約書第 16 条第１項に規定する「主たる部分」とは、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をいい、受注者はこ

れを再委託することはできない。 

(2) 受注者は、コピー、文書作成、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、上記(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面に

より発注者の承諾を得なければならない。 

なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているもの

については、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

(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、上記(3)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、

又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、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

を受けている者であってはならない。 

 

９ その他 

(1) 業務の遂行にあたっては、発注者と十分に協議して実施すること。 

(2) ・大阪市グリーン調達方針（https://www.city.osaka. lg. jp/kankyo/page/0000224120.html）の判

断の基準等を満たすこと。 

・契約後速やかに「資材確認票」（別添１）を担当者へ提出すること。 

・納品時に別紙「資材確認票」（別添１）、「オフセット印刷又はデジタル印刷の

工程における環境配慮チェックリスト」（別添２）を担当者へ提出すること。

なお、「資材確認票」にはサンプル紙、出荷確認票等を添付すること。 

(3) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合者を使用

すること。 
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(4) 本庁舎内への搬入・搬出車両入庫の際は、車高２．１ｍ以下の車両となるよう

にすること。車高が２．１ｍを超える場合は、事前に発注者と協議し、２．８ｍ

を超えないようにすること。 

（5） 納入にあたっては、事前連絡のうえ納品すること。 

(6) 個人情報の取扱いについては、大阪市個人情報保護条例に基づき適切に管理し、   

  本業務に関連する用途以外に使用しないこと。個人情報の漏えい、滅失、棄損の

防止、その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 

(7) 本委託で生じる成果物の所有権・著作権については、大阪市に帰属する。また、

版下データを他の媒体に使用することもある。 

(8) 受注者が本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、本市は契約金額以外の費用は負担しない。 

(9) 本仕様に定めのない事項及び当該事業遂行中に疑義が生じた場合は、速やかに

発注者に報告し、十分協議すること。 

 

 

10 留意事項 

受注者は、委託業務を実施するうえで知り得た個人情報及び法人情報の取扱いに

ついて、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人及び法人の権利利益を侵害

することのないよう必要な措置、体制を講じること。 

 

 

11 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受注者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）に基づき

大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない

人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人

の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的

障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。 

 

12 担当 

大阪市市民局区政支援室地域力創出グループ（担当：松穗、大津） 

〒530‐8201 大阪市北区中之島１－３－２０ 大阪市役所４階 

電話：06‐6208‐7305 ファックス：06－6202－7073 

E-MAIL：ca0037@city.osaka.lg.jp 
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作成年月日：   年  月  日 

                      御中 

件名：                      

 

資 材 確 認 票 

（会社名）             

（  ）本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。（契約時） 

（  ）下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。（納品時） 

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 

大阪市 

グリーン 

調達方針 

適合有無 

備考 

 

用紙 

本文       

表紙       

見返し       

カバー       

       

       

インキ類 

      

      

      

      

加工 

製本加工       

表面加工       

その他加工       

その他 

      

      

      

      

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

Aまたは Bランクの資材のみを使用 板紙にリサイクルできます  

Cまたは Dランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  
 

注１ 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載

された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 

注２ 印刷用紙に係る判断の基準を適用する資材については、備考欄に、当該資材の総合評価値を記

入すること。また、検査の参考資料としてサンプル紙及び出荷確認票等の資料を添付すること。 

注３ 印刷用紙に係る判断の基準（「紙類」参照）について、冊子形状（統計書、広報紙、会報等）の

表紙は除く。 

別添１ 
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（記入例） 

 

作成年月日：   年  月  日 

                    御中 

件名：                    

資 材 確 認 票 

○○印刷株式会社 

（ ○ ）本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。（契約時） 

（   ）下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。（納品時） 

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 

大阪市 

グリーン 

調達方針 

適合有無 

備考 

 

用紙 

本文 ○ Ａ 上質紙 ●●製紙／●● ○ 

総合 

評価値 

90 

表紙 ○ Ａ コート紙 ●●製紙／●● ○  

見返し ○ Ａ 上質紙 ●●製紙／●● ○ 

総合 

評価値 

85 

カバー － －     

       

       

インキ類 

○ Ａ 平版インキ ●●インキ／●● ○  

      

      

加工 

製本加工 ○ Ａ PUR系ホットメルト ●●化学／●● ○  

表面加工 ○ Ａ OPニス ●●化学／●● ○  

その他加工 － －     

その他 

      

      

      

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○ 

Aまたは Bランクの資材のみを使用 板紙にリサイクルできます  

Cまたは Dランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  
 

注１ 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載

された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 

注２ 印刷用紙に係る判断の基準を適用する資材については、備考欄に、当該資材の総合評価値を記

入すること。また、検査の参考資料としてサンプル紙及び出荷確認票等の資料を添付すること。 

注３ 印刷用紙に係る判断の基準（「紙類」参照）について、冊子形状（統計書、広報紙、会報等）の

表紙は除く。 

別添１ 
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オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト 

 

 

作成年月日：   年  月  日 

                      御中 

 

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト 

 

会社名：               

下記のとおり、各工程において環境に配慮して印刷物を制作したことを証明します。 

 

工程 実 現 基 準（要求内容） 

製版 はい／いいえ 

①次の A又は Bのいずれかを満たしている。 

Ａ 工程のデジタル化（DTP化）率が 50%以上である。 

Ｂ 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィ

ルムから銀の回収を行っている。 

刷版 はい／いいえ 
②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行ってい

る。 

印
刷 

オ
フ
セ
ッ
ト 

はい／いいえ 

③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導

入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄

を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入して

いる、環境に配慮した洗浄液を導入している、廃ウェス容器や洗

浄剤容器に蓋をしている等の VOCの発生抑制策を講じている。 

はい／いいえ

／該当なし 

④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置

を設置し、適切に運転管理している。 

はい／いいえ 
⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサ

イクル率が 80%以上である。 

デ
ジ
タ
ル 

はい／いいえ 
⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動

を行っている。 

はい／いいえ 
⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリ

サイクル率が 80%以上である。 

表面加工 

該当： 

あり／なし 

はい／いいえ ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 

はい／いいえ 
⑨損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の

製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 

製本加工 

該当： 

あり／なし 

はい／いいえ 
⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい

る。 

はい／いいえ 
⑪損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル

率が 70%以上である。 
 

 

別添２ 
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オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト（例） 

 

 

作成年月日：   年  月  日 

                      御中 

 

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト 

 

○○印刷株式会社 

下記のとおり、各工程において環境に配慮して印刷物を制作したことを証明します。 

 

工程 実 現 基 準（要求内容） 

製版 

はい／いい

え 

①次の A又は Bのいずれかを満たしている。 

Ａ 工程のデジタル化（DTP化）率が 50%以上である。 

Ｂ 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィル

ムから銀の回収を行っている。 

刷版 
はい／いい

え 

②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。 

印
刷 

オ
フ
セ
ッ
ト 

はい／いい

え 

③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入し

ている、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入

している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境

に配慮した洗浄液を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋

をしている等の VOCの発生抑制策を講じている。 

はい／いい

え／該当

なし 

④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を

設置し、適切に運転管理している。 

はい／いい

え 

⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイ

クル率が 80%以上である。 

デ
ジ
タ
ル 

はい／いい

え 

⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を

行っている。 

はい／いい

え 

⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリサ

イクル率が 80%以上である。 

表面 

加工 

該当： 

あり／ 

なし 

はい／いい

え 

⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 

はい／いい

え 

⑨損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の製

紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 

製本 

加工 

該当： 

あり／ 

なし 

はい／いい

え 

⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 

はい／いい

え 

⑪損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル率

が 70%以上である。 

 

 

別添２ 



 

公益通報等にかかる特記仕様書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「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）（以下「条例」という。）

第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたとき

は、速やかに、公益通報の内容を大阪市市民局総務部総務担当（連絡先：06－6208－7311）

へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

大阪市市民局総務部総務担当（連絡先：06－6208－7311）へ報告しなければならな

い。 

３ 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市市民局総務部総務

担当（連絡先：06－6208－7311）に報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又

は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約（協定）を解除する

ことができる。（指定管理者の指定を取り消すことができる。） 

 

 



 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境管理課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 


