
「公募型プロポーザル方式」の執行について 

 

「大阪・関西ラグジュアリ＆ウェルネス中国市場プロモーション業務」に係る公募型プロポーザル方

式を次のとおり執行する。 

  

１．業務名 

大阪・関西ラグジュアリ＆ウェルネス中国市場プロモーション 

  

２．業務の目的 

大阪観光局は、大阪府及び大阪市の歴史的、文化的及び経済的特性を活かし、大阪府及 

び大阪市における観光事業の振興並びにコンベンションの誘致及び支援等に関する事業を行

っている。また、地域経済の活性化を図り、世界に開かれた国際観光都市としての発展に寄与

するとともに、国民の生活、文化及び経済の向上発展並びに国際親善に寄与することを目的と

している。 

大阪観光局の推進する「大阪・関西ラグジュアリ＆ウェルネス」の顧客層は、一般的なＦＩＴ顧

客よりも経済的な余裕のある層(いわゆる富裕層)であることが判明しているが、このような富裕層

顧客は一般顧客よりも特別感のある提案を好むだけでなく、一般向けのマスメディアによる情報

よりも個人的なネットワークからの情報を重視する傾向がある。 

そこで、このような富裕層の特性を踏まえたプロモーションを展開し、「大阪・関西ラグジュアリ

＆ウェルネス」の認知向上と具体的な誘客へと繋げて、大阪を中心とした関西における消費額を

向上させることを目的とする。 

 

３．業務の内容 

本業務は、大阪観光局企画提案審査会（以下「審査会」という。）において、最優秀提案に選

定された提案内容を基に、大阪・関西ラグジュアリ＆ウェルネス中国市場プロモーション業務（別

紙「大阪・関西ラグジュアリ＆ウェルネス中国市場プロモーション業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）」のとおり）を行うものとする。  

  

４．委託限度額 

   金５，０００千円（消費税及び地方消費税を含む）  

  

５．参加資格 

本公募への参加については、以下に掲げる条件を全て満たす者とする。 

 

   【個人・法人等共通】 

(1) 国税及び地方税において未納がないこと。 



(2) 大阪府物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱による指名停

止間中でないこと。 

(3) 宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

(4) 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とした団

体でないこと。 

(5) 暴力団又は暴力団員若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）の統制

下にないこと。 

(6) 業務についての守秘義務を遵守できること。 

(7) 業務の管理及び統括を行う｢業務責任者｣を配置できること。なお、グループ在籍者及び

派遣社員は、直接的な雇用関係とはみなさない。 

(8) その他大阪観光局との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

  【法人等のみ】 

(9) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てを行った者又

は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受けているこ

と。  

(10)民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てを行った者又

は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受けているこ

と。  

  

６．業務実績 

   本公募に参加しようとする者が、過去３年間に当該中国市場等から富裕層を誘客した実績を有

する者であること。  

  

７．プロポーザル実施スケジュール 

(1) 募集要項配布期間  

平成 30 年 11 月 12 日（月）から平成 30 年 11 月 22 日（木）正午まで  

(2) 質疑応答受付期限  

平成 30 年 11 月 12 日（月）から平成 30 年 11 月 16 日（金）正午まで  

(3) 質疑書の回答予定日 

  平成 30 年 11 月 19 日（月） 

(4) 提案書の提出期限 

平成 30 年 11 月 22 日（木）正午まで 

(5) 結果通知書発送 

平成 30 年 11 月 2９ 日（木）  

(6) 成果物納品期限 

平成 31 年  1 月 末日  



  

８．提案書の提出等 

本公募に参加する場合は、提案書一式を下記期限までに郵送、または持参にて提出するも

のとする。 

(1) 提出書類  

ア．提案書（様式 １）  

イ．提案概要書  

ウ．企画提案書（任意様式） ※企画提案書は原則として A4 版とする 

エ. 類似事業の実務実績申告書（様式 2） 

エ．見積書 ※内訳書含む。（様式 3） 

オ．定款（写し） 

カ．登記事項証明書（写し） 

キ．財務諸表（過去 1 年分） 

ク．代表者の印鑑証明書（写し） 

ケ．使用印鑑届（原本） 

コ．国税及び地方税の未納のない旨の納税証明書（写し） 

サ．会社概要(会社名、所在地、代表者、設立年月日、資本金、年間売上、従業員数、 

免許・資格等保有者数、主な業務内容等） 

シ．暴力団等の排除に関する誓約書（様式 4） 

(2) 提出部数 

上記アからエまでをひとまとめの提案書とし、10 部（正本 1 部・副本 9 部） 

※副本は、参加事業者を識別させる表現等は削除すること。 

上記オからシについては、各 1 部提出すること。 

(3) 提出期限 

 平成 30 年 11 月 22 日（木）正午まで。郵送の場合は当日午前中必着。  

  

９．提出先 

〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-4-21 りそな船場ビル 5 階 

公益財団法人大阪観光局 経営企画室 

    ウエルネス担当 林 宛 TEL：06-6282-5914/FAX：06-6282-5915  

  

１０．質疑等 

本事業に関する質疑については、下記の方法により受付し、大阪観光局ＨＰ（OSAKAINFO）

上で回答する。 

(1) 提出方法 

様式 5 を添付し電子メールによる問い合わせ。※電話による質疑は不可  



送付先 ：hayashi-m@octb.jp takahashi-y@octb.jp  

(2) 提出期限：平成 30 年 11 月 12 日（月）から平成 30 年 11 月 16 日（金）正午まで 

(3) 質問回答 

平成 30 年 11 月 19 日（月） 

 回答方法：大阪観光局ＨＰ（OSAKAINFO）上で随時回答。           

http://www.osaka-info.jp/jp/octb/  

  

１１．評価基準  

審査会においては、以下の項目で総合的に評価を行い、１社を最優秀提案として選定する。 

① 応募事業者及び業務担当者に本業務を遂行するために十分な実績・能力があるか。 

② 本業務及び関連する事項に対する理解度は十分か。 

③ 提案された内容は、本業務を遂行し、目的を達成するために適切か。 

④ オリジナリティ・新規性のある意欲的な提案か。 

⑤ 実現可能性のある適切な方法を提案しているか。 

⑥ 大阪府、大阪市及び大阪観光局の実情に沿った提案か。 

⑦ 業務遂行に適切かつ無理のない体制であるか。 

⑧ コスト配分は適正であるか。 

     ※単純に低コストであることを理由としてプラス評価とはしない。  

  

１２．委託候補者の選定審査結果通知 

結果通知書（様式 6 又は様式 7）を平成 30 年 11 月 29 日（木） までに発送する。  

  

１３．契約、業務遂行に関する留意事項 

(1) 最優秀提案に選ばれた応募事業者は、本事業に係る第一順位の契約交渉権を得るも 

のである。 

(2) 大阪観光局は第一順位の契約交渉権を得た応募事業者と契約交渉を行い、合意に達 

した場合、提出された参考見積書の範囲内で契約を締結し、当該応募事業者を正式に

委託する事業者とする。  

(3) 上記(2)の契約交渉が不調に終わった場合、大阪観光局は、次順位の者を繰り上げのうえ、

契約交渉を行い、所定の手続きを進める。 

(4) 契約締結後、受託者に契約違反、失格事項、不正行為等が判明した場合、大阪観光局

は契約を解除することができるものとする。この場合は、大阪観光局は次順位の者を繰り

上げのうえ、契約交渉を行い、所定の手続きを進めることができる。 なお、失格事項は

次のとおりとする。 

① 提案書の提出期限等、所定の期限に遅れた場合   

② 本要項及び仕様書違反、提案書（参考見積額を含む）と異なる対応をした場合   

mailto:hayashi-m@octb.jp
mailto:takahashi-y@octb.jp


(5) 本業務に必要となる経費（交通費・通信費・資料作成費用など）は、契約金額に含まれる

ものとし、大阪観光局は契約金額以外の費用を負担しない。  

(6) 本業務の一部業務について再委託を行う場合、事前に大阪観光局と協議の上、承諾を

得ること。本業務全部の再委託は認めない。  

(7) 受託者は、成果物納品前に大阪観光局職員等関係者が参加する中間報告会を実施す

ること。この業務報告会での意見交換の内容を踏まえて適宜修正・加筆を加えた成果物

の提出を以って納品とする。なお、この修正等に要する費用は受託者の負担とする。  

  

１４．提案、企画提案書作成に関しての留意事項 

(1) 提案書の作成等に要する費用は、参加事業者の全額負担とする。 

(2) 本業務に使用する言語は、特に定める場合を除き日本語を基本とする。また、通貨、時間、

単位等についても、日本において一般的に使用されているものを標準とする。 

(3) 提案書は返却しない。 

(4) 委託する事業者の特定に関する審査内容及び経過等については公表しない。 

(5) 審査に対する異議を申し立てることはできない。 


