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平成 28年 9月 26日 

 

「公募型プロポーザル方式」の執行について 

 

 

「24時間観光多言語コールセンター委託業務」に係る公募型プロポーザル方式を次のとおり執行する。 

 

 

公益財団法人大阪観光局 

                                 理事長 溝畑  宏         

 

１．担当 

（公財）大阪観光局 

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

（但し、当協会の休日を除く 9：00～17：00） 

魅力創造部 観光インフラ担当   電話 06-6282-5910（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．業務名称 

24時間観光多言語コールセンター委託業務 (別紙：全体図) 

  

３．定義 

このコールセンターは、来阪観光客に対し行うものである。 

観光客が大阪府内を観光する上での観光案内や総合的な問い合わせに対し、対応可能な言語による差

異がなく、各言語によるコミュニケーションサポートや求められる情報を提供すること。 

 

４．業務概要 

(1) 観光コンシェルジュ機能 ７時～２３時 ３６５日  全言語対応 

(2) 医療機関紹介機能  ２４時間  ３６５日  外国語対応 

 

５．業務の目的 

本事業は公益財団法人大阪観光局が急増する来阪観光客に対し、大阪の観光情報をはじめとする問い

合わせに 24 時間対応する多言語コールセンターを設置することで、大阪での滞在満足度が向上する

ことにより、観光客受入強化を図るものである。 

 

６．業務内容 

本業務は、参加資格確認（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、「２４時間観光多言語コールセンター委託業務」仕様書のとおり

行うものとする。 
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７．契約期間 

契約締結日 ～ 平成３０年３月３１日 

 

８．委託限度額 

①平成２８年度：案内用システム開発費  金  ８，０００，０００円 (税抜) 

        コールセンター運営費(1ヶ月) 金  ２，０００，０００円 (税抜) 

     （合計）金 １０，０００，０００円 (税抜) 

 

②平成２９年度：運営費    金 ２４，０００，０００円(税抜) 

 

９．参加資格 

 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。 

(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、「01：建物等各種施設管理」の「18受付・案内」

または「13その他代行」のいずれかで登録している者であること。 

(3) 公募型プロポーザル方式参加資格申請時において、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者であること。 

(4) 最新の国税・大阪府税及び大阪市税の未納がないこと。 

(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。 

 

１０．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。 

 

１１. 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。 

 

１２．プロポーザル実施スケジュール 

⑴ 提示日     平成 28年  9月 26日（月） 

⑵ 募集要項交付期間   平成 28年  9月 26日（月）～ 平成 28年 10月 5日（水）正午 

⑶ 参加申請受付期間   平成 28年  9月 27日（火）～ 平成 28年 10月 6日（木）正午 

⑷ 机上説明会   平成 28年 10月  3日（月） 

参加申し込み締め切り： 平成 28年  9月 29日（木）午後 5時 

⑸ 質疑応答（受付期限） 平成 28年 10月  5日（水）正午 

⑹ 提案書の提出期限  平成 28年 10月 20日（木）正午 

⑺ 第 1次審査結果通知  平成 28年 10月 27日（木） 
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⑻ 第 2次審査（プロポーザル） 平成 28年 11月 1日（火） 

⑼ 結果通知   平成 28年 11月  4日（金） 

 

１３．参加手続き等 

本事業に参加する場合は、参加申請書を提出するものとする。 

(1)提出期限 平成 28年 10月 6日（木）正午 

 公募型プロポーザル方式参加申請期限までに交付場所に持参して提出しなければならない。 

受付時間：平日午前 9時から午後 5時まで 

   

(2) 提出書類：次の書類を各 1部提出すること 

①公募型プロポーザル方式参加申出書（様式１） 

②暴力団等の排除に関する誓約書（様式２） 

③質疑書（質疑がある場合のみ） 

④業務実績報告書(様式３) 

⑤公募型プロポーザル方式参加資格審査資料 

    ア.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） 

    イ.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。 

  

１４．提出先  

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 観光インフラ担当 

電話 06-6282-5910  Fax 06-6282-5915 

※平日 午前９時から午後５時、また当局の休日及び午後 0時から午後１時を除く 

当協会のホームページからも入札参加申請書等の様式を取得可能。 

（ホームページアドレス http://www.osaka-info.jp/） 

 

 １５．机上説明及び質問書の回答 

(1) 机上説明 

日  時：平成 28年 10月 3日（月）午後 2時から 

場  所：大阪観光局 会議室 
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参加申込：説明会への参加希望の方は、9月 29日（木）午後 5時までにメールにて申込み下さ

  い。（１社につき、２名様まで。）  

申し込みメール：hayakawa-s@octb.jp 

※机上説明を受けられた方は、「公募型プロポーザル方式参加申出書(様式１)」の右下欄に必ず、机

上説明担当者の確認の押印を受けること。 

机上説明に参加されない場合は、企画提案書の提出はできない。 

 

⑵ 質疑書の回答 

平成 28年 9月 29日（木）午後 5時までに提出された質問については、机上説明の際に、書面にて

回答する。その後に提出された質問については、10月5日(水)に参加者全員にメールにて回答する。 

 

１６．提案書の提出 

(1)  提出書類（１社につき、１案とする） 

 次の書類について左上 1か所をクリップで止めて提出する。 

① 提案書（様式４）  

② 提案概要書  

  ③ 企画提案書（以下の内容を含むこと） 

  ア 観光コンシェルジュ機能 

  イ 医療機関紹介機能 

  ウ ＩＰ電話の品質 

  エ システム瑕疵担保責任の範囲（保守の範囲） 

④ 見積書（内訳含む）（様式 ５） 

⑤ 業務体制図 

⑥ 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） 

⑥ スケジュール 

※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） 

 

  (2)提出部数 

  １０部（上記①から⑥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 20日（木）正午 

      

1７．一次審査（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：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 3社を選考した上で、その 3社

によるプレゼンテーションを行なう。一次審査の結果については、メールにて通知する。 

 

mailto:hayakawa-s@octb.jp
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１８．二次審査（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する。 

    実施場所：大阪観光局 会議室 

(3) 出 席 者：提案書の説明者は３人以内とする。 

(4)  そ の 他 

 ① ヒアリング時間は１社 30分程度（プレゼンテーション 20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。 

② パワーポイント利用、ＩＰ電話のデモンストレーションなどする場合は、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。 

 

１９．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う。 

   ◎最重要項目 (1) 同時接続回線数 

   (2) オペレーターの案内精度 

   (3) 案内補助機能 

(4) 病院リスト 

(5) 医療案内対応 

◎重要項目 (1) IP電話の品質 

(2) 対応可能言語数 

(3) 月次レポートの質 

   (4) 自主財源案 

(5) 見積りが適正であること 

 

２０．委託候補者の選定 

 審査結果については結果通知書（様式６又は様式７）を平成 28年 11月４日（金）までに発送する。 

 

２１．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、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 
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     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。 

 

２２．参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)  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。  

(5) 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。） 

(6)  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。 

(7)  審査に対する異議を申し立てることはできない。 

 

２３．提供資料 

(1) 大阪ビジターズインフォメーションセンター梅田、難波での問い合わせ事例 一式 

   取扱注意のため、机上説明会にて配布。 

(2) Osaka Info、Osaka Free Wi-Fi アクセス数 

 

２４．納品物 

 平成２８年度  (1) 案内用システム仕様書 

          (2) ＩＰ電話のＡＰＩ 

          (3) 月次レポート（開始時より年度末分） 

    平成２９年度   (1) 月次レポート 

   なお、本業務で得た情報については公益財団法人 大阪観光局に帰属するものとする。 

 

２５．問い合わせ先及び提出先 

公益財団法人大阪観光局 魅力創造部 観光インフラ担当 牧田・早川 

  〒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 06-6282-5910   /  Fax 06-6282-5915 

   Eメール hayakawa-s@octb.jp 

 27 年度アクセス数 28 年度（4～8 月）アクセス数 

Osaka Info 59,394,803 PV 14,361,089 PV 

Osaka Free Wi-Fi 4,873,259 PV 42,405,532 PV 

mailto:hayakawa-s@octb.jp
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「24時間観光多言語コールセンター委託業務」 

仕 様 書 

 

平成２８年 ９月 ２６日 

公益財団法人 大阪観光局 

 

 

１．業務名称 24時間観光多言語コールセンター委託業務 

 

２．事業目的 

本事業は公益財団法人大阪観光局が、急増する来阪観光客に対し、大阪の観光情報をはじめとする問い

合わせに 24 時間対応する多言語コールセンターを設置することで、大阪での滞在満足度が向上するこ

とにより、観光客受入強化を図るものである。 

 

３．定義 

本業務で行うコールセンター業務は、観光客に対し行うものである。 

観光客が大阪府内を観光する上での観光案内や総合的な問い合わせに対し、対応可能な言語による差異

がなく、各言語によるコミュニケーションサポートや求められる情報を提供すること。 

 

４．業務概要 

(1) 観光コンシェルジュ機能 ７時～２３時  ３６５日       全言語対応 

(2) 医療機関紹介機能  ２４時間          ３６５日       外国語対応 

 

５．契約期間 

契約締結日～平成３０年３月３１日 

ただし、契約締結から平成２９年２月２８日まではコールセンター業務を円滑に遂行するための準備

期間とし、コールセンターの開設は平成２９年３月中に行うこととする。 

 平成２８年度 (1) 案内用システム開発(IP電話 API含む) 

(2) コールセンターの開始及び運営 

 平成２９年度 コールセンター運営 

 

６．仕様 

(1) 言語 

日本語、英語、中国語、韓国語は必須とする。 
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(2) 業務時間 

①観光コンシェルジュ機能  ７時～２３時  ３６５日  全言語対応 

②医療機関紹介機能  ２４時間  ３６５日  外国語対応  

 

(3) 観光コンシェルジュ機能 

  大阪の観光情報に精通して案内すること。 

 

(4) 医療機関紹介機能 

  問い合わせに対して適切に病院案内ができること。なお、病院のリスト化も受託者が行うこととする。 

 

(5) 対象者及び利用手段 

① IP電話を利用 

[利用者] 大阪府内を観光する日本人観光客及び来阪外国人観光客 

[手 段] 大阪観光局の公式ホームページ OSAKA-INFO（http://www.osaka-info.jp/jp）及び Osaka  

    Free Wi-Fi（http://www.osaka-info.jp/jp/wifi/）から IP電話で繋がるように、APIを提 

供すること。ただし、日本からの発信のみを受信することとする。この IP電話は充分な動 

作テストを行い、品質を確保すること。 

 

② 一般電話番号を利用 

[利用者] 大阪府内の自治体が運営する観光案内所 

 

(6) 案内用システム開発 

① レポート機能 

  コールセンターで提供したサービス内容については全て、日時、相手方、言語、問い合わせ内容及び

回答（対応）についてのデータを記録し、月次報告として Excelにて報告書を提出すること。報告で

使用する言語は日本語とする。なお、このデータは大阪観光局として情報を一般に公開することがあ

る。 

 

② 案内補助機能 

  オペレーターによる個人差をなくすよう、サポート機能をつけること。 

 

③ 大阪観光局データベースとのシステム連動 

  月次レポートで得た観光についての不足情報は、局が情報をデータベースから提供する。 

 

(7) 利用タイプ 

共同利用型（シェア型）・ベストエフォートタイプで可。 

 

７．今後の展開 

  事業拡大するための自主財源案 
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８．評価基準 

◎最重要項目 (1) 同時接続回線数 

   (2) オペレーターの案内精度 

   (3) 案内補助機能 

(4) 病院リスト 

(5) 医療案内対応 

◎重要項目 (1) IP電話の品質 

(2) 対応可能言語数 

(3) 月次レポートの質 

   (4) 自主財源案 

(5) 見積りが適正であること 

 

９．その他 

(1) 業務実施にあたっての留意事項 

① 業務の実施にあたっては、委託者と十分協議・連絡をとり、その指示及び監督を受けなければなら

ない。 

② 事故等により発生した損害は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が受託者の責めに帰

する事由により発生したと認めた場合は、その損害は委託者が負担するものとし、その額は委託者

と受託者で協議して決定する 

 

(2) 業務の実施体制 

① 業務全体を統括するための責任者を置くこと。 

② 統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表を作成し、委

託者へ提出すること。 

③ 統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ口頭もしくは書面で報告する

こと。 

 

 

 

 

 

 


