
平成28年8月23日 

 

「公募型プロポーザル方式」の執行について 

 

「大阪周遊パス2017 PRツール等製作業務」にかかる公募型プロポーザル方式を次のとおり

執行する。 

 

公益財団法人大阪観光局 

理事長 溝畑 宏 

 

１ 担当 

  公益財団法人大阪観光局（以下「当局」という） 

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

            （ただし、当局の休日を除く午前9時から午後5時まで） 

  周遊パス担当   電話06－6282－5907（仕様書等に関する問い合わせ先） 

              （ただし、当局の休日を除く午前9時から午後5時まで） 

 

２ 業務名称  

大阪周遊パス2017 ＰＲツール等製作業務 

 

３ 業務概要  

別紙、仕様書記載のとおり  

 

４ 契約期間  

契約締結日から平成30年4月30日まで  

ただし、特段の問題等がなければ、平成32年4月30日まで契約を延長することがある。 

 

５ 発注方法  

業務委託契約書の締結による。  

 

６ 応募資格  

本件の応募資格は、次に定める内容を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 11 第 1 項において準用す

る同令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

   (2) 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「05：図面製作」で登録しているものであること。 

  (3) 参加申請時に、大阪府競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けて

いないこと。 

  (4) 最新の事業年度の国税・大阪府税及び大阪市税を完納していること。 

(5) 大阪府暴力団等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。 

  (6) 大阪府の区域内に事業所を有する者であること。 



  (7) 平成 22年 4月 1日から募集開始時までに、当該業務と同程度の業務に係る契約を

締結し、履行した実績を有すること。 

 

７ 希望する提案     

（１）提案項目  

仕様書参照 

 

（２）見積内容  

応募金額提案書（様式 5）及び明細書を提出すること。 

① サーバーは当局のものを使用するので、サーバーレンタル費の計上は不要。 

② 経費には、当局との打ち合わせ経費等の諸費用を一切含むものとする。 

③ 委託者である当局が必要であると認めるときを除き、契約締結後の金額変更は   

行わないので、想定される支出については必ず計上すること。 

④ 明細書には、事業者名や商標の表示等、応募者が類推できる記載は行わないこと。

⑤ 画像や作成地図等の著作権は当局に属するものとする。 

 

８ 失格事項 

応募者が次のいずれか 1つに該当する場合は、失格とする。応募者が契約候補者に決定

した後、契約締結までの間に、次のいずれかに該当した場合も同様に失格とし、次点の

者を採用する。 

（１） 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（２） 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合。 

（３） 資格を満たさなくなった場合、もしくは、満たしていない場合（提案条件含む）。 

（４） 委託金額上限額を超える応募金額提案書を提出した場合。 

（５） 説明会に出席しなかった場合。 

（６） 選定委員会（プレゼンテーション審査）の時刻に出席しなかった場合。 

（７） 審査の公平性に影響のある行為を行ったと認められる場合や、その他不正行為

があった場合。 

 

９ 応募申請書等の交付  

（１）交付期間  

平成28年8月23日(火)午前10時～平成28年8月29日(水)午後0時まで  

ただし、当局の休日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定 

する休日（以下「休日」という。））及び午後0時～午後1時を除く。   

（２）交付場所 

項目１８に記載の部署  

※ ホームページから仕様書、応募申請書(様式1～様式6)をダウンロードする

ことができる。http://www.osaka-info.jp/jp/octb/nyusatu.html  

（３）交付書類  

① 仕様書 

② 応募申請書(様式1～様式6)  

※ 参考資料（2016年度のガイドブック(各言語)、封筒、ポスター）は、説明会



時に配布するが、それ以前の交付を希望される場合は、事前連絡のうえ取り

に来てください。 

印刷物のデータや現行ホームページのうち「大阪周遊パス 2017」でも利用で

きる素材など配布できるものは説明会時にＣＤにより配布する。 

※ ホームページについては下記を参照してください。 

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

 

１０ 説明会 

 応募を希望する者は、次の説明会に必ず参加しなければならない。 

（１）申込方法 

必ず所定の様式（様式１）に必要事項を記入のうえ、項目１８の部署にメール

またはファックスにて提出すること。なお、申込書が間違いなく届いたかどう

か、必ず電話で確認すること。 

（２）申込期間 

平成 28年 8月 29日(月)午後 2時まで（必着とする。） 

  （３）説明会 

①日  時：平成 28年 8月 30日(火) 午後 2時～午後 3時 30分 

②場  所：大阪市中央区南船場 4-4-21 りそな船場ビル 5階  

大阪観光局会議室 

③出席人数：1事業者 2名以内とする。 

 

１１ 質問及び回答  

（１）質問書  

① 項目１８の部署にメールにて提出すること。 

(間違いなく届いたかどうか、必ず電話で確認すること。) 

② 様式自由。住所、商号または名称、代表者氏名、担当者所属・氏名・電話・ 

メールアドレスを記載すること。  

（２） 受付期間及び回答  

① 第1次質問書提出期限 平成28年8月26日（金）午後5時まで 

回答は説明会にて行う。 

    ② 第2次質問書提出期限 平成28年9月2日（金）午後0時まで 

        回答は平成28年9月5日（月）午後5時までにメールで回答する。 

 締め切り以降の質問は受け付けない。  

 

１２ 応募申込み 

公募型プロポーザル応募を希望する事業者は、以下のとおり提出書類を提出し、

応募資格の審査を受けること。 

（１） 提出受付期間 

平成28年9月6日（火）午後0時まで 

  ただし、当局の休日および午後0時～午後1時を除く。 

（２）提出書類及び提出部数 

① 企画提案応募申請書（様式2） 正本1部 



② 応募資格審査書類 

 ア 大阪府の入札参加有資格者名簿情報の写し(申請者部分) 1部 

      イ  納税証明書(直近 1事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都

道府県民税、法人事業税、法人市町村民税) 各 1部(すべて写し可) 

 ＊法人都道府県民税、法人事業税について、大阪府の納税証明書を提

出すること。 

 ＊法人市町村民税について、大阪市内に事業所を有するものは大阪市

の納税証明書、大阪市内に事業所を有しないものは本業務を担当す

る事業所の大阪府内の市町村の納税証明書を提出すること。 

＊提出の日において発行日から 3カ月以内のもの 

＊いずれの証明書についても「未納の額が無い事がわかるもの」が必

要。 

ウ 事業者概要（様式3） 正本1部 

＊パンフレットなどの事業者の案内がある場合は添付すること。 

エ 業務実績申告書（様式4） 正本1部 

＊事業実績を有することを証明する資料（ホームページのアドレス、ト

ップページの写し、当該ホームページの契約書の写し(貴社名記載部分

のみ)、ガイドブックに類する印刷物）も提出すること。 

（３）提出場所  

項目１８の部署へ提出すること。郵送は受け付けない。  

（４）申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。  

（５）提出された資格審査書類は、提出者に無断で他に使用しない。  

 

１３ 提案書等提出の締め切り  

（１）日 時  

平成28年9月20日(火)午後5時まで  

ただし、当局の休日および午後0時～午後1時を除く。  

（２）提出先  

項目１８の部署へ持参すること。郵送は受け付けない。  

（３）提出資料 (１者につき１案とする。＊デザイン案のみ複数可) 

① 応募金額提案書（様式5）・明細書 正本1部 

  ※明細書のみ、別に写し10部 

② 企画提案書・添付資料 

仕様書参照 

    ③ 著作権関連申請書（様式6） 

（４）提出資料の制作及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。  

 

１４ 選考・プレゼンテーション 

  １２（２）及び１３（３）により提出いただいた申請書類により、第１次選考を行う。

第１次選考を通過した者を対象に、第２次選考として選定委員会の席上でプレゼンテー

ションを実施していただく。このプレゼンテーションと提出書類に基づき、選定委員会



で契約候補者を選定する。 

 ただし、応募者が５者程度以下の場合は、第１次選考を実施せず、項目５の応募資格 

を満した者全員を対象に、第２次選考を実施する。 

（１）第１次選考（書類審査） 

   選考の結果を全応募者に対し文書で送付する。この場合、9月27日（火）午後5時

までに、メールで選考結果の内示を通知する。 

第１次選考を通過した応募者は、10月5日（水）午後（時間未定）に実施する 

第２次選考において、プレゼンテーションを行っていただく。 

（２）第２次選考（プレゼンテーション審査）  

① 日 時  

平成28年10月5日(水) 午後予定（時間未定） 

② 場 所 

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 会議室 

③ 出席人数 

1事業者 3名以内とする。 

④  予定時間  

1 事業者あたり30分。（説明時間20分、質疑応答時間10分） 

  

１５ プレゼンテーション審査基準  

選定委員が下記の観点から審査・採点する。 ( )内は配点ウェイトで合計は100％ 

① 大阪周遊パスの商品理解度              (10％) 

② 効果的なＰＲ方策等企画内容             (25％) 

③ デザイン                      (25％) 

④ 制作・翻訳・編集・発送・在庫管理にかかる運営体制 (15％) 

⑤ 類似事業についての業務実績              ( 5％) 

⑥ 費用                        (20％) 

 

１６ 契約候補者の決定方法  

（１）契約候補者  

提出された提案の中から総合的に判断し、最も優れた提案を行った者を契約候補者 

とする。  

（２）結果通知日  

平成28年10月7日(金)以降 

（３）通知方法  

プレゼンテーション参加者に書面で通知します。  

 

１７ 日程および条件等  

（１）募集開始  

平成28年8月23日（火）  

 



（２）応募申請書等の交付  

平成28年8月23日（火）午前10時～8月29日(月）午後0時まで  

（３）説明会参加申込 

平成28年8月23日（火）～8月29日(火）午後2時まで  

 （４）質問書の提出及び回答   

第1次質問書提出期限 平成28年8月26日（金）午後5時まで            

回答は説明会にて行う。 

     第2次質問書提出期限 平成28年9月2日（金）午後0時まで 

    回答は平成28年9月5日（月）午後5時までにメールで回答する。 

（５）説明会 

平成28年8月30日(火)  午後2時～午後3時30分 

（６）応募申請書の提出期限  

平成28年9月6日（火）午後0時まで  

（７）提案書の提出期限  

平成28年9月20日（火）午後5時まで 

（８）書類審査結果の通知  

平成28年9月27日（火）午後5時まで  

（９）プレゼンテーション審査  

平成28年10月5日(水) 午後予定（時間未定） 

（10）審査結果の通知  

平成28年10月7日（金）以降 

    ※ 受託決定業者との第1回目の打合せは10月11日（火）とする。 

（11）その他手続きに関する留意事項  

① 募集申請時から契約締結日までの期間において、次に掲げる事項に該当すること。 

ア 大阪府競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

イ 大阪府暴力団等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及

び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

② 提案書の作成、提出に係る費用は参加者の負担とする。  

 ア 提出された全ての提案書は返却しない。  

イ 採用した提案書についての提案内容等の知的財産権（著作権）は、当局に帰

属するものとする。  

 

１８ 問い合せ先および提出先  

公益財団法人大阪観光局魅力創造部  大明・入山  

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

電 話 06-6282-5907 

ＦＡＸ 06-6282-5915  

Ｅメール osaka-pass@octb.jp  

 


