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    「公募型プロポーザル方式」の執行について  

 

 

「大阪観光情報のデータベース構築及び入力、大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-

INFO の全面改修、新規サイト及びコンテンツの制作業務」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 

総務担当         06-6282-5906（プロポーザル方式に関する問い合せ先） 

経営企画部/情報発信担当  06-6282-5909（仕様書等に関する問い合せ先） 

※但し、当協会の休日を除く 9：00～17：00 

 

２．業務名 

大阪観光情報のデータベース構築及び入力、大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO

の全面改修、新規サイト及びコンテンツの制作業務委託（※全体図参照） 

 

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・プロモ

ーションを実現できる WEB サイトを制作する業務である。 

そして、国内外での知名度アップを図り、観光地としてのブランド価値を創出し、集

客の拡大につなげる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（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、大阪観光情報のデータベース構築及び入力、大

阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の全面改修、新規サイト及びコンテンツの制作

業務（別紙「大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO 制作業務仕様書（以下「仕様

書」という。）」のとおり）を行うものとする。 

なお、制作に係るガイドラインは、大阪観光局より仕様書と併せて別途提供する。 
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５．委託限度額 

(1) 28 年度 

データベース構築及び入力、管理画面の設計  

金 13,500,000 円（消費税別） 

(2) 29 年度  

大阪観光局公式サイト OSAKA-INFO の全面改修、新規サイト及びコンテンツの制作 

  金 15,200,000 円（消費税別） 

 

６．参加資格 

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 27・28 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。 

 

７．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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８．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。 

 

９．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 28 年 9 月 26 日（月）から 

：平成 28 年 10 月 6 日（木）まで 

(2) 参加申出書受付期間     ：平成 28 年 9 月 27 日（火）から 

                           ：平成 28 年 10 月 7 日（金）正午まで 

  (3) 机上説明会及び質疑書の回答 ：平成 28 年 10 月 4 日（火） 

  (4) 提案書の提出期限      ：平成 28 年 10 月 24 日（月）正午まで 

(5) 一次結果通知日       ：平成 28 年 10 月 27 日（木） 

(6) 二次プレゼンテーション   ：平成 28 年 11 月 1 日（火） 

(7) 二次結果通達日        ：平成 28 年 11 月 4 日（金） 

 

１０．参加手続き等 

   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 28 年 10 月 7 日（金）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 27・28 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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１１．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 経営企画部情報発信 

大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO 制作業務担当 

TEL：06-6282-5909/FAX：06-6282-5915 

 

１２．机上説明会及び質疑書の回答 

 (1) 机上説明 

    日時：平成 28 年 10 月 4 日（火）午後 2 時から 

    場所：大阪観光局 会議室 

    参加申込：説明会への参加ご希望の方は、9 月 30 日（金）午後 3 時までに下記メ

ールアドレスまでお申込みください。(1 社につき 2 名まで) 

         osaka-data@octb.jp 

       ※机上説明を受けられた方は、「公募型プロポーザル参加申出書（様式 1）」の右

下欄に必ず、机上説明担当者の確認印を押印してもらってください。 

     机上説明に参加されない場合は、企画提案書の提出は出来ません。 

(2) 質疑書の回答 

    机上説明の際に、書面にて回答します。 

 

１３．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（以下内容を含むこと） 

    ・大阪観光情報のデータベース構築及び入力、それに係る管理画面の制作 

    ・大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の全面改修 

    ・既存/新規サイト及びコンテンツ制作 

・瑕疵担保責任の範囲 

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 28 年 10 月 24 日(月）正午まで。郵送の場合は当日午前中必着。 

mailto:osaka-data@octb.jp
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１４．一次審査（書類審査） 

 (1) 提出された提案書に基づき、大阪観光局において審査会を行う。 

 (2) 結果通知日：平成 28 年 10 月 27 日（木） 

 （3）3 社以上の提案書の提出があった場合は、一次審査（書類審査）で選考した上

で、3 社程度によるプレゼンテーションを行ないます。一次審査の結果について

は、メールにて通知します。 

 

１５．プレゼンテーション 

 (1) 一次審査の結果に基づき、大阪観光局において審査会を行う。 

(2) 実 施 日：平成 28 年 11 月 1 日（火）※時間については事前に通知します。 

(3) 実施場所：大阪観光局 会議室 

 (4) 出 席 者：提案書の説明者は 3 人以内とする。 

  (5) そ の 他： 

ア．ヒアリング時間は１社 40 分程度（プレゼンテーション 30 分、質疑等 10

分）とし、提出された提案書を使用する。ただし、公平を期すため、提案

者が特定されることのないようにすること。 

イ．モニター説明を希望する場合は、前日までに申し出ること。その場合も、

提案書の内容の説明以外は行わないこと。 

 

１６．評価基準      

審査委員会においては、以下の項目で総合的に評価を行う。 

(1) 大阪観光情報のデータベース構築及び入力、それに係る管理画面の制作 

        ア．使いやすさ 

      イ．自由度・汎用性 

     ウ．データベースの有効的な整理方法  

(2) 大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の全面改修 

既存/新規サイト及びコンテンツ 

    ア．サイトマップ 

    イ．SEO 対策 

    ウ．セキュリティ対策 

    エ．検索精度 

    オ．Google 三大ツール/百度ツールの活用 

    カ．PC/Mobile 

    キ．瑕疵担保責任(保守期間/費用) 

    ク．デザイン 

     ケ．新規性提案力 

(3) 全体 

ア．コスト配分 

イ．翻訳精度 
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１７．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 28 年 11 月 4 日（金）

までに発送する。 

 

１８．契約に関する留意事項 

  (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。 

  

１９．参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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２０．提供資料 

(1) サーバ構成図(別紙ア) 

(2) コンテンツ導入ガイドライン(別紙イ) 

(3) サイト一覧(別紙ウ) 

 

２１．納品物 

28 年度 

(1) データベース設計書 

(2) 管理画面仕様書 

(3) 管理画面マニュアル 

29 年度 

(4) コンテンツファイル一式 

(5) システム仕様書 

(6) テスト結果報告書 

(7) スケジュール設計書(要件定義含む) 

(8) データベース設計書更新版 

(9) 管理画面仕様書更新版 

(10)管理画面マニュアル更新版 

 

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。 
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仕様書 

大阪観光局公式 WEB サイト「OSAKA-INFO」制作業務 

 

 

１．業務名 

大阪観光情報のデータベース構築及び入力、大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の

全面改修、新規サイト及びコンテンツの制作業務 

 

２．目的及び用途 

多彩な大阪の観光魅力を着地型・発地型の両面から国内外に向けて広く PR し、新規及

びリピーターの観光客を大阪へ呼びこむことを目的とする。 

 

３．業務の内容 

業務の委託については、実施要項に基づき委託事業者を選考のうえ、次の業務を委託

する。 

また、本業務は主に下記 5 つの業務に分類され、それぞれの仕様に基づくものとする。 

 

28 年度  

(1) 大阪観光情報のデータベース構築及び入力、それに係る管理画面の制作 

 29 年度(要件定義を行なうこと) 

(2) 大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の全面改修 

(3) 既存サイト/コンテンツの改修 

(4) 新規サイト/コンテンツの制作 

(5) 追加機能 

 

４．サーバ環境 

本業務に係る制作物は、大阪観光局が指定するサーバ環境に設置すること。日本語、

英語、繁体字、韓国語、タイ語サイトは国内サーバへ、簡体字サイトは中国サーバへ

それぞれ設置すること。環境詳細は、「別紙ア」を参照。 

 

５．翻訳 

既存コンテンツの翻訳不足分(推定約 2500 件)は、追加で翻訳を行なうこと。新規コン

テンツは、全て翻訳を行なうこと（但し、既存コンテンツから流用可能なものはそれ

を利用）。 

なお、特に定める場合を除き、いずれのコンテンツも日本語、英語、繁体字、簡体字、

韓国語、タイ語の 6 言語設けること。 
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６．仕様 

本業務に係る制作物は、大阪観光局が指定するガイドラインに基づくものとする。ガ

イドラインは、「別紙イ」を参照。 

 

①大阪観光情報の DB 構築及び入力、それに係る管理画面の制作 

1. Movable Type で構築されている現行サイトや別れて存在する既存サイトのデー

タを整理・最新情報に更新し入力することで最適なデータベースにすること。デ

ータベースへ構築する既存サイトは、「別紙ウ」の「DB 再構築」欄を参照。  

2. データベース構築時点で大阪観光局が保有し、移行が必要と判断したデータを

全て入力すること。 

3. 将来、テーブルが増えることを想定し、汎用性をもたせること。 

4. コンテンツごとに管理者を設定できるよう管理者権限を設けること。 

5. 各言語の同一記事を一括管理できる管理画面であること。言語数の増加を想定

した構成にすること。 

6. Web プログラミングに精通していない者でも、コンテンツのレイアウト変更等を

行える管理画面であること。 

7. 画像へのコピーガード機能を設定可能にすること（例：右クリックでの画像保存

不可）。 

8. AWS(Amazon)の S3 サービスを有効に利用したサイト構成にすること。 

9. 外部から入力を受け付けるページを作成する場合、そのパラメータの整合性確

認を処理し、SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング等に対して、

脆弱性の無いページにすること。 

10.ヘッダー、フッター、メニュー等を、後から作成されるサイトや追加するページ

でも流用できるように設計し、その仕様を別の業者にも伝わるように仕様書を

作成すること。 

11.コンテンツの作成者及び更新担当者に対し、アクセシビリティの基礎知識やガ

イドラインを理解した上でコンテンツの作成が行えるようになるための操作研

修を実施すること。また各種マスタ機能の説明、操作方法等、業務に必要な研修

を実施すること。 

 

②大阪観光局公式 WEB サイト OSAKA-INFO の全面改修 

1. 本業務の仕様は、大阪観光局が最低限必要と考えているものである。制作する

にあたり、その専門的な立場から現行サイトを整理し、それに合わせ、より良

いサイトにすべく積極的な提案を行なうこと。特に大阪観光局が勧める「24 時

間観光都市」、「関西・西日本観光のハブ」、「キラーコンテンツとなる観光

素材の発掘」を意識して提案を行なうこと。 

2. 既存の制作外サイトを含めて、OSAKA-INFO の改修にあたること。制作外サイト

は、「別紙ウ」の「制作外サイト」欄を参照。 
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3. Google 三大ツール（Google アナリティクス、タグマネジャー、Web マスターツ

ール）を日・英・繁・韓・タイ語ページへ採用すること。百度統計を簡体字ペー

ジへ採用すること。 

4. 効果的なタグ導入を実施し、PV 数を上げること。 

5. 全言語 SEO 対策を実施し、検索エンジンサイトにおいて上位掲載を目指すこと。 

6．閲覧者側の PC、携帯電話、スマートフォン等の表示に考慮したサイトであるこ

と。 

7. 通信回線が遅い環境を考慮したサイトであること。 

8. サイト言語を切り替えた際、閲覧していた同一ページで言語が切り替わること。 

9. 日付表示のある記事は開催日時順に並ぶこと。開催期間が過ぎたものは自動的

に非表示設定されるようにすること。 

10. 大阪観光局運営 SNS のタイムラインをトップページに埋め込むこと。SNS 一覧

は、「別紙ウ」を参照。 

11.記事更新がトップページに表示されるデザインであること。 

12.すべてのページにサイト内検索の機能を設け、キーワードと関連性の高い記事

順に並ぶようにすること。 

13.閲覧者が掲載内容に誤字脱字や誤りを発見した際に、修正を報告できるアラー

トボタンを設置すること。 

14.日本語、英語、繁体字、韓国語、タイ語の全記事において、Twitter/Facebook へ

のシェア投稿が出来るようアイコンを設置すること。簡体字の全記事において、

WeChat/Weibo へのシェア投稿が出来るようアイコンを設置すること。 

15.動画を効果的に利用したサイトにすること。既存動画は、「別紙ウ」を参照。 

16.現行の大阪 PR 素材集を一般閲覧者と PR 会社共に活用できるよう工夫すること。 

 

   ③既存サイト/コンテンツの改修 

ア）Photo Library（大阪写真素材）コンテンツ 

1. 現行ページを整理し、閲覧者が検索しやすい構成に改修すること。 

2. 写真の管理を容易に出来るよう簡素化すること。  

3. 管理者側でダウンロード回数をカウント出来るようにすること。 

4. 現行ページ同様に、日本語と英語ページを設けること。 

 

イ）MICE サイト 

1. OSAKA-INFO と横並びにある現行 MICE サイトを整理し、閲覧者の視点に基づい

た分かりやすい構成に改修すること。 

2. 閲覧者が施設の空き情報等を掲載施設へ直接問い合わせが出来るフォームを設

置すること。 

3. Photo Library（大阪写真素材）のリンクを設置すること。 

4. 大阪の年間行事を表示すること。 

5. 現行ページ同様に、日本語と英語ページを設けること。 



11 

 

ウ）スポーツコンテンツ 

1. 現行ページの情報に加え、各スポーツ団体の特徴や応援歌等、スポーツの楽し

み方の紹介を含んだ総合的なスポーツページに改修すること。 

2. 閲覧者の動画や画像の投稿を反映し、参加型の活気ある構成にすること。なお、

投稿内容の掲載は、管理者側で取捨可能な管理システムを導入すること。 

3. サッカー、野球、バスケットボール、すもう、ラグビー（見るスポーツ）、サイ

クリング、ハイキング（するスポーツ）等、ジャンルの増加を想定した構成に

すること。 

 

エ）学校交流サイト 

    1. 現行の関連コンテンツを集約し、新たにサイトを制作すること。 

    2. 日本語と英語ページを設けること。 

 

オ）賛助会員コンテンツ 

  1. 現行ページを整理し、利用しやすいものにすること。 

  2. 大阪観光局が指定する賛助会員ジャンルを適用すること。 

  3. 現行ページ同様に、日本語ページのみ設けること。 

 

④新規サイト/コンテンツの制作 

ア）旅に役立つ情報サイト 

1. 旅に役立つ情報(両替所、ATM、コインロッカー、手荷物預かり所、Wi-Fi スポ

ット、観光案内所、外国人対応病院、レンタカー、レンタサイクル、タクシー

等)を情報収集し、データベースへ入力すること。将来、ジャンルの増加を想定

した構成にすること。 

2. 大阪観光局が指定する賛助会員情報（飲食店や宿泊施設等）を利用すること。 

3. 上記、記載内容を MAP に落とし込むこと。またジャンルごとに切り替え表示を

可能にすること。 

4. 当コンテンツ内で検索した際は、当コンテンツ内のみの情報が検索結果として

表示されるようにすること。また OSAKA-INFO 内で検索した際は、当コンテンツ

の情報を含む、OSAKA-INFO 全体から検索結果が表示されるようにすること。 

5. その他、大阪観光局が保有し、移行が必要と判断したデータを全て入力するこ

と。 

 

イ）伝統行催事コンテンツ 

1. 大阪観光局が保有する寺社仏閣情報を全てデータベースに入力すること。入力

されたデータの公開・非公開を選択できる仕組みにすること。 

2. それぞれの寺・神社の詳細情報と、祭事の日時・名称欄を設けること。 

3. 主要祭事は、祭事名をクリックすると詳細ページにリンクすること。 
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4. 当コンテンツ内に、伝統行祭事のみ表示される後述の月めくりカレンダーを設

けること。 

5. 日本語と英語ページを設けること。 

 

ウ）音楽コンテンツ 

    1. ジャズやブルース、オーケストラ等、大阪の音楽を紹介するコンテンツを設け

ること。 

2. ジャンルごとに大阪観光局が指定する既存サイトへリンクを設置する構成に

すること。 

 

エ）日めくりカレンダー/月めくりカレンダーコンテンツ 
1. イベント、スポーツ、伝統行事、音楽等、開催日時を基準にカレンダー表示し

閲覧できるようにすること。 

2. OSAKA-INFO 内のそれぞれのジャンルで登録した情報は、そのまま日めくりカレ

ンダー/月めくりカレンダーに反映されるようにプログラミングすること。ま

た OSAKA-INFO に掲載しないイベントは、当コンテンツへ直接登録を可能にす

ること。 

3.イベントタイトルから OSAKA-INFO 内の該当ページへリンク設定すること。また

直接登録したイベントは、別途リンク先を設定可能にすること。 

4. イベントジャンルが見分けやすいデザインにすること。 

 

 ⑤追加機能 

1. 各観光スポットの定点カメラ LIVE 映像枠の設置 

2. コールセンターへの IP 電話ボタンの設置 

 

5．その他 

参加事業者は、次の各号に留意のうえ本業務に応募するものとする。 

○ 関係法令及び実施要項を遵守するとともに、業務遂行の過程で知りえた事項につ

いて守秘義務を負うこと。 

○ 応募者は、その応募作品が採用作品に決定した場合、当該作品に関する著作権、 

  商標権、意匠権、その他の知的財産権、所有権等一切の権利を大阪観光局に譲渡

し、当該作品に関する著作権人格権その他一切の人格権を大阪観光局及びその指

定する者に対して行使しないこと。 

○ 応募者は、その応募作品が当該応募者自ら創作したオリジナルの作品であって、

既に発表されているものと同一または類似でないこと及び、第三者の著作権、商

標権、意匠権その他の知的財産権等の一切の権利を侵害するものでないことを確

認すること。 
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○ 本業務を円滑に遂行するために、大阪観光局との連絡調整に努め、適宜協議を重

ねることにより、業務を完遂すること。 

○ この仕様書に記載のない事項、疑義等については、双方協議のうえ決定する。 

 

6．委託契約締結後の留意事項 

(1)  委託事業者が最終候補案を提出した後、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成果品の納入とする。なお、この修正等に

要する費用は委託者の負担とする。 


