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「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務委託にかかる 

公募型プロポーザルの実施について 

 

次のとおり公募型プロポーザルを実施します。 

 

令和４年８月９日 

大阪市東住吉区長 塩屋 幸男 

 

募集要項 

 

１ 事業目的と概要 

東住吉区への転入者に向け、東住吉区の魅力を発信し東住吉区に親しみを持って生

活していただけることを目的に、区に関する基本情報や区の名所等をまとめた「東住吉

区ふれあいマップ（仮称）」の作成を行う。 

合わせて、「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」は転入者に対し、区に関する基本的な

情報を伝えるとともに、名所や行政情報など、区民に役立つ情報を提供し、主に新しく

東住吉区民となった方の区政への理解や関心を高めるきっかけとなるよう魅力あふれ

る情報媒体とする。読みやすく、かつ印象に残るような情報媒体とすべく、デザイン編

集力を追求するためには、民間事業者の有するノウハウや専門性を活用することが不

可欠であるため編集等業務委託について公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務内容 

   別紙「仕様書」を参照のこと。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和５年２月 10 日（金）まで 

 但し、入稿は令和５年１月 27日（金）に行うこと。 

 

４ 契約上限額 

金 1,389,696円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 費用負担 

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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６ 契約の方法 

大阪市契約規則に基づき、委託契約を締結する。契約内容は、仕様書及び編集・デザ

イン提案書（以下、提案書）に基づき本市と協議のうえ決定する。 

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。 

 

７ 委託料の支払い 

受注者からの請求に基づき、一括で履行確認後に支払う。 

 

８ 契約保証金 

契約保証金 要（ただし、大阪市契約規則第 37条第 1項第 1号もしくは第 3号に該

当する場合は免除） 

 

９ 再委託について 

 (1) 「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務委託における「主たる部分」と

は次のア・イ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 「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務 

(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、上記(1)・(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、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、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
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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

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。 

    

 10 公募型プロポーザル応募資格 

次に掲げる条件の全てに該当し、当区の資格審査においてその資格を認めた者は、公 

募型プロポーザルに応募することができる。 

(1) 法人格を有すること。 

(2) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(3) 編集・デザイン提案時において、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。 

(5) その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。 

(6) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。また、特定の公職者

または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 

(7) 納税義務者にあっては、直近 2か年の消費税及び地方消費税、市町村民税及び 

固定資産税を完納していること。 

(8) 本業務を履行できる体制が整備されていること。 

(9) 広報冊子、ガイドマップ等について企画編集業務の実績があること。 

 

11 スケジュール 

・公募開始                 令和 4年 8月 9日（火） 

・質問受付期限               令和 4年 8月 19日（金） 

・質問に対する回答             令和 4年 8月 25日（木）（予定） 

・参加申込書類提出期限           令和 4年 8月 31日（水） 

・参加資格決定通知              

 編集・デザイン提案用原稿データ（以下、提案用原稿データ）の送信 

                      令和 4年 9月 5日（月）（予定） 

・提案用原稿データに関する質問締切     令和 4年 9月 12日（月） 

・提案用原稿データに関する質問に対する回答 令和 4年 9月 16日（金）（予定） 

・企画提案書提出期限            令和 4年 9月 22日（木） 

・プレゼンテーション審査          令和 4年 10月上旬 

・選定結果通知               令和 4年 10月中旬 

・契約締結・業務開始            令和 4 年 10 月中旬から下旬（予定） 
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12 質問の受付と回答 

質問がある場合は、「「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務委託の公募型プ

ロポ―ザルに関する質問票」（別紙１）により、令和 4年 8月 19日（金）17時 30分ま

でに電子メールにて「件名」を「「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務委託質

問」とし、下記まで送信すること。送信後、必ず電話で受信の確認の連絡をすること。

他の方法による質問は受け付けない。 

受け付けた質問に対する回答については、令和 4年 8月 25日（木）（予定）に東住吉

区ホームページに掲載する。 

（送信先）大阪市東住吉区役所総務課  メール：tv0001@city.osaka.lg.jp 

 

13 参加申請関係書類の提出及び資格確認 

(1) 提出期間 

公募開始日～令和 4年 8月 31日(水) 

午前９時～午後５時 30分（正午～午後１時を除く。）土日祝を除く 

(2) 提出方法 

次の書類を持参または送付（※）により下記「19 提出先、問合せ先」まで 1 部

提出すること。なお、持参受付は、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規

定する日には行わない。申請書類等については、東住吉区役所ホームページよりダ

ウンロードすること。 

※送付の場合、提出書類の配達状況を追跡・確認できる方法で送付し、提出期限ま 

でに必着すること。 

(3)提出書類 

    表－1提出書類一覧表「参加申込にかかる提出書類」のとおり 

   なお、提出書類は様式どおり作成すること。様式外の書類を提出する場合は、必要 

書類が不足していると判断し、申込みそのものが無効になる場合があるので注意 

すること。 

(4)参加資格決定通知 

応募要件の資格審査を行ったうえ、令和 4年 9月 5日(月)(予定)に書面を発送し、

通知する。 

 

14 提案用データの送信について 

提案用原稿データを令和 4年 9月 5日(月) (予定)に電子メールにより送信する。 

質問がある場合は、「「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」編集等業務委託 編集・デ

ザイン提案用原稿データに関する質問票」（別紙２）により、令和 4年 9月 12日（月）

までに電子メールにて「件名」を「「東住吉区ふれあいマップ（仮称）」提案用原稿デー

タに関する質問」とし、下記「19 提出先、問合せ先」まで送信すること。送信後、必
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ず電話で受信の確認の連絡をすること。他の方法による質問は受け付けない。 

受け付けた質問に対する回答については、令和 4年 9月 16日（金）（予定）に東住吉

区ホームページに掲載する。 

（送信先）大阪市東住吉区役所総務課  メール：tv0001@city.osaka.lg.jp 

 

15 企画提案書の提出 

(1) 提出期間 

参加資格決定通知後～令和 4年 9月 22日(木)  

午前９時～午後５時 30分（正午～午後１時を除く。）土日祝を除く 

(2) 提出方法 

次の提出書類を持参または送付（※）により、下記「19 提出先、問合せ先」まで

7 部（正 1 部、副 6 部）提出すること。なお、持参受付は、土曜日・日曜日・国民

の祝日に関する法律に規定する日には行わない。申請書類等については、東住吉区

役所ホームページよりダウンロードすること。 

※送付の場合は、提出書類の配達状況を追跡・確認できる方法で送付し、提出期限ま 

でに必着すること。 

 

 

 

 

 

(3) 提出書類 

・様式    表－1提出書類一覧表 

「編集・デザイン提案にかかる提出書類」のとおり 

・提出部数  正本１部、副本 6部 計７部 

・その他   副本 6部については、事業者名、代表者名、所在地などは記載しない

（もしくは黒塗りする）などして、提案者が推定できる記載を行わな

いこと。もし、推定できる記載があった場合は、当区において黒塗り

する。 

 

表－1提出書類一覧表 

提出書類は様式どおり作成すること。様式外の書類を提出した場合は、必

要書類が不足していると判断され、申込みそのものが無効になる場合があ

るので注意すること。 

提案書の必須記載項目は、以下のとおりとする。 

・実施体制、実際に紙面作成を行う予定の者の経歴及び実績 

正本：事業者名を記入したもの 

副本：事業者名や事業者が特定される表現の記載のないもの又は 

事業者名や事業者が特定されないようにマスキングしたもの 
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・基本コンセプト 

・紙面作成にあたり創意工夫・配慮した点について 

・編集スケジュール 

編集・デザイン提案用作品については、「編集・デザイン提案作品につい

て」（別紙 3）で定める内容を遵守し、契約後、実際に紙面作成を行う予定

の者が作成すること。 

事業費内訳書の必須記載項目は、以下のとおりとする。 

 ・編集会議 

 ・編集、デザイン、原稿リライト 

・レイアウト・タイトル・イラストカットの作成 

・地図掲載情報での許可承諾  

・地図データ等の利用版権調整 

・地図データへの記載 

・当区指定原稿の作成 

・校正（デザイン校正・色校正） 

・印刷業者への入稿 

・完成データ及び保存用データの作成・提出 

・その他打ち合わせ等、積算が可能な項目 

 

16 企画提案会（プレゼンテーション） 

企画提案書を提出期限までに提出した事業者は、企画提案会に出席し、プレゼンテー

ションを行うこと。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から企画提案会

を延期または中止する場合がある。また、企画提案書提出後も延期・中止の判断をする

場合がある。 

 

・開催日時  令和 4年 10月上旬 

・開催場所  東住吉区役所会議室 

・内容・方法 表－1提出書類一覧表「編集・デザイン提案にかかる提出書類」を使用

し、企画提案（実施方針等）について口頭にて説明を行うこと。なお、

資料の追加・変更は認めない。また、プロジェクター等での資料投影は

不可とする。１者あたり 30分程度（うち説明約 15分以内、質疑応答含

む）とし、参加者は１者あたり３名以内とする。 

※企画提案会を欠席した場合、選定から除外する（企画提案会を中止した場合を除く）。 

※開催日時・場所の詳細については、別途企画提案会参加事業者に通知する。 
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17 選定 

本編集・デザイン提案の審査は、学識経験者等で構成する「「東住吉区ふれあいマッ

プ（仮称）」編集等業務委託業者選定委員会」が審査基準に基づき、提案書書面による

審査、及びプレゼンテーション審査（令和 4 年 10 月 5 日（水）～7 日（金）（予定））

を行い、事業者を選定する。 

審査は非公開とし、審査内容及び選定結果についての質問や異議申立ては一切受け

付けない。 

選定結果は、審査終了後、速やかにすべての参加者に通知するとともに、東住吉区役

所ホームページに掲載する。 

応募者が１者であっても選定会議で審査し、受注予定者としての適否を判断する。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から企画提案会を中止した場合は

提出書類だけで審査する。 

 

(1) 審査・選定基準 

提案書審査基準は表－2評価基準・配点表のとおりとし、基準に沿って、総合的に公平

かつ客観的な審査を行うものとする。 

(2) 失格事由 

  次のいずれかに該当した場合は、審査の対象から除外する。 

  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 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

  ウ 業者選定終了までの間に、他の応募提案者に対して応募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。 

  カ 提出した提案書等に不備があること。 

 

18 その他 

提案に関する費用、条件等 

(1) 提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

(2) 採用された提案書は、｢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、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) すべての企画提案書、提出書類は返却しない。 

(4) 提出された提案書は、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 

情報公開条例を除く）。 

(5) 期限後の提出、差し替え等は認めない。 
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(6) 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。 

(7) 上記に伴い、公募型プロポーザルへの参加者又は受託予定者において損害が生じた

場合にあっても、本市はその損害について一切負担しない。 

 

 

19 提出先、問合せ先 

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺１丁目 13番４号 

大阪市東住吉区役所総務課（東住吉区役所５階 53番窓口） 

担 当：神代、進藤 

ＴＥＬ：06-4399-9683  

ＦＡＸ：06-6629-4533 

メール：tv0001@city.osaka.lg.jp 
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表－1 提出書類一覧表 

提出書類 様式番号 

参加申込にかかる提出書類 【提出部数：1部 ただし③のみ 7部（正 1部、副 6

部）】 

※副本には申込事業者名などは記載しないとともに、他に事業者名表示があれば

黒塗りなどし、申込事業者が推定できる記載は行わないこと。 

 

 

①公募型プロポーザル参加申出書 

②法人の概要・法人役員名簿 

③同種業務実績調書 

様式 1 

様式 2 

様式 3 

④法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

 （提出日前 3か月以内に発行のもの、写し可） 

⑤貸借対照表、損益計算書等の財務諸表及び事業報告書、又は、確定申告書 

 

 

 

⑥印鑑証明書（提出日前 3か月以内に発行のもの、写し不可） 

⑦使用印鑑届 

⑧申請内容確認書 

⑨消費税及び地方消費税の納税証明書 

（直近年度分、提出日前 3か月以内に発行のもの、写し可。） 

 税務署の様式その 3又は様式その 3の 3（法人） 

 ※非課税の場合は、その旨を記載した理由書を添付のこと（様式は任意） 

⑩市町村民税及び固定資産税の納税証明書 

（直近年度分、提出日前 3か月以内に発行のもの、写し可。） 

※ 非課税の場合は、その旨を記載した理由書を添付のこと。（様式は任意） 

 

様式 4 

様式 5 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 4・5・6年度大阪市入札参加資格名簿に登録されている者は、④～⑩は省略可能。なお、

上記以外のものであっても、申請日から前 3か月以内に東住吉区役所において、他のコンペ

もしくはプロポーザルに参加申請を行い、かつ、⑨・⑩を提出済みのものは、その旨を①プ

ロポーザル参加申出書に記載することにより⑨・⑩は省略可能。 

編集・デザイン提案にかかる提出書類 【提出部数：7部（正 1部、副 6部）】 

※副本には提案事業者名などを記載しないとともに、他に事業者名表示があれば

黒塗りなどし、提案事業者が推定できる記載は行わないこと。 

①編集・デザイン提案書（「1実施体制」、「2企画提案」） 

②編集・デザイン提案作品 

③見積書及び事業費内訳書  

※①についてパンフレット等参考資料となるものがあれば、様式６の添付資料とし

て提出しても構わない（資料については返却しない） 

 

 

 

様式 6 

 

様式 7 
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表－２ 評価基準・配点表 

評価基準 
配点 

評価項目 評価ポイント 

業
務
遂
行
能
力 

業務実績 
ガイドマップ、広報冊子等制作業務の十分な実績があるか。 
（会社、担当者） 

10 

実施体制 
提案内容について、適切な業務を期限内に提供できる人材を確保した
体制となっており、役割分担、責任の所在が具体的に示されているか。 

10 

事業 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

提案内容の実施に必要となる内容が網羅されており、遂行可能なスケ
ジュールとなっているか。 

５ 

提
案
内
容 

実施方針 
業務の目的、内容の重要度を的確に反映した提案内容となっているか。
（業務理解力） 

25 

編集・ 
デザイン 

新たに転入される区民が区に愛着を持つような魅力あふれる紙面とな
っているか。 
奇抜すぎることなく、見やすく、手に取って読んでもらえる内容・レイ
アウト・デザインの提案となっているか。 
紙面のスペースをバランスよく使い、見やすい構成となっているか。 
必要な情報が分かりやすく伝わる内容となっているか。 

40 

価
格 

見積内容 
提案内容にかかる所要経費が最大の効果を発するよう合理的かつ適切
な配分となっているか。 

10 

 

 


