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  実施概要 

「大阪観光コンテンツ[Osaka Night Out]の開始に伴う 

大阪観光局公式サイト OSAKA-INFO 活性化に向けたデジタルプロモーションの

運用管理及び結果分析業務」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．担当 

公益財団法人大阪観光局 

マーケティング室情報発信担当  06-6282-5909 

※但し、当財団の休日を除く 9：00～17：00 

 

２．業務名 

大阪観光コンテンツ[Osaka Night Out]の開始に伴う OSAKA-INFO 活性化に向けたデジ

タルプロモーションの運用管理及び結果分析業務 

 

３．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

業を行うこととする。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。 

今回の業務は、大阪観光局が大阪の観光政策の中心的な役割を担う組織として自覚

し、国内のみならず海外に向けて広く大阪の魅力や観光に役立つ情報を発信すること

を目的に展開している WEB サイト OSAKA-INFO を通じたデジタルプロモーション業務

である。平成 28 年 11 月に策定された「大阪都市魅力創造戦略 2020」において、目

指すべき都市像のひとつに挙げられている「24 時間おもてなし都市」の実現に向け

たコンテンツ「Osaka Night Out」の開始に伴い、同コンテンツのプロモーションと

連動させ、OSAKA-INFO の活性を目指した施策の実行・結果分析、更に今後のプロモ

ーション戦略に活用可能なデータ活用方針の立案・データ蓄積をし、更なる国内外で

の知名度アップ及び観光地としてのブランド価値を創出、集客の拡大につなげるとと

もに経済を発展させることを目的とするものである。 

 

４．業務の内容 

  本業務は、書類審査及び企画提案審査会において、最優秀提案に選定された提案内

容を基に、大阪観光コンテンツ[Osaka Night Out]の開始に伴う大阪観光局公式サイ

ト OSAKA-INFO 活性化に向けたデジタルプロモーションの運用管理及び結果分析業務

（別紙「仕様書」のとおり）を行うものとする。 
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５．委託限度額 

金 9,000,000 円（消費税別） 

 

６．最終納品日 

平成 30 年 3 月 30 日（金） 

 

７．参加資格 

本業務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者 

(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

停止期間中でないこと。 

(3) 平成 29・30 年度大阪府入札参加有資格者名簿に、 

「04：映画等製作・広告・催事、印刷」または、「10：情報処理」で登録している

者であること。 

(4) 宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

(5) 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

した団体でない者 

(6) 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。 

(7) 業務についての守秘義務を遵守できること。 

(8) 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。 

(9) 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】 

(10) 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。 

(11) 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。 

 

８．業務実績 

過去 3 年間における実績、特に類似事業を 1 件以上有すること。また実績を証明する

報告書（様式 3）を提出すること。 
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９．提案内容の変更 

  大阪観光局と関係機関との協議・調整などにより、最優秀提案者の提案内容を変更す

る必要があると大阪観光局が認めた場合、最優秀提案者は可能な限り大阪観光局の意

見を取り入れ、提案内容を変更すること。 

 

１0．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 2 月 20 日（火）から 

：平成 30 年 2 月 27 日（火）まで 

(2) 参加申出書受付期間     ：平成 30 年 2 月 20 日（火）から 

                           ：平成 30 年 2 月 27 日（火）正午まで 

  (3) 質疑書受付期間       ：平成 30 年 2 月 21 日（水）正午まで 

  (4) 質疑回答日         ：平成 30 年 2 月 23 日（金） 

(5) 提案書締め切り日      ：平成 30 年 2 月 27 日（火）正午まで 

(6) 結果通知日         ：平成 30 年 2 月 28 日（水） 

 

１１．参加手続き等 

   本事業に参加する場合は、参加申出書を提出するものとする。 

(1) 提出期限：平成 30 年 2 月 27 日（火）正午まで 

持参：平日午前 9 時から午後 5 時まで 

郵送：配達証明によること  

(2) 提出書類：次の書類を各 1 部提出すること。 

ア．公募型プロポーザル参加申出書（様式 1） 

イ．暴力団等の排除に関する誓約書（様式 2） 

ウ．業務実績報告書（様式 3） 

エ．質疑書（様式 4）※質疑がある場合のみ 

オ．公募型プロポーザル方式参加資格審査資料 

①  平成 29・30 年度大阪府入札参加有資格者名簿情報の写し（申請者部分） 

②  最新の事業年度の国税・大阪府税及び大阪市税の未納の税額がないことの

証明書の写し 

     ※国税は納税証明書（その 3 に限る） 

※大阪府税は、法人事業税及びその附帯徴収金 

※大阪市税は、法人・個人市民税及び固定資産税・都市計画税（土地・家

屋）に限る（但し、営業事務所等を賃借している場合は、法人・個人市民

税の証明書のみで可） 

 (3) 重複提案の禁止 

単独の法人、又はグループは、本業務について一つの提案しか行うことができな

い。また、他のグループに属して、重複提案することもできない。 
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１２．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 マーケティング室情報発信 

TEL：06-6282-5909 

 

１３．質疑書の回答 

質疑書の回答は、参加申出書提出者へ一斉にメールにて回答する。 

 

１４．提案書の提出 

(1) 提出書類 

    次の書類について、左上１箇所をクリップで止めて提出する。 

企画提案書のサイズは原則Ａ4（表現上の不都合がある場合はＡ3 も可）とする。 

    ア．提案書（様式 5） 

    イ．提案概要書 

 ウ．企画提案書（仕様書に準じて提案すること） 

 エ．見積書 ※内訳書含む（様式 6） 

オ．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） 

カ．業務体制図 

キ．スケジュールを含む設計書 

 (2) 提出部数 

 10 部（上記アからキまでをひとまとめの提案書とし、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。 

(3) 提出期限 

持参：平成 30 年 2 月 27 日(火）正午まで。郵送の場合は当日午前中必着。 

 

１５．評価基準      

以下の項目で総合的に評価を行う。 

  【プロモーション】 

  ・広告配信実績 

   ・目標数値と金額が現実的かどうか 

   ・ターゲットとなる国ならびにメディアの選定が適切かどうか 

  【分析・立案】 

   ・汎用性を考慮したレポートかどうか 

   ・分析結果から今後に繋がる提案が盛り込まれているかどうか 

  【総合】 

  ・各国の専門分析官を含んだ体制かどうか 

・見積金額が適正どうか 

※提案書に仕様書の項目が抜け落ちている場合はマイナス評価とする。 

※見積金額ついては、単純に低コストであることを理由としてプラス評価はしない。 
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１６．委託候補者の選定 

審査結果については結果通知書（様式 7 又は様式 8）を平成 30 年 2 月 28 日（水）

に通知する。 

 

１７．契約に関する留意事項 

  (1) 最優秀提案に選ばれた参加事業者は、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参加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、当該参加事業者

を正式な委託事業者とする。 

  (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、委託事業者に契約違反、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 

 (5)  契約後に、大阪観光局が修正意見等を付した場合は、委託事業者による修正等の

完了を以って最終候補案の確定とし、成果品の納品とする。なお、この修正等

に要する費用は委託事業者の負担とする。 

  

１８．参加に際しての留意事項 

(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)  制作物以外のものは、委託事業者に帰属する。ただし、業務上必要な場合は、承

諾を得たうえで使用する場合がある。 

(5) 委託者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。 

(6)  本業務の再委託は認めない（ただし、業務の一部において大阪観光局が承認した

場合を除く。） 

(7)  本業務遂行に必要となる経費（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。 

(8)  審査に対する異議を申し立てることはできない。 
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１９．納品物 

(1) レポート(実施概要、分析データ、立案を含む、PowerPoint 形式) 

 

なお、納品と同時にその著作権と使用権は公益財団法人大阪観光局に帰属するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


