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岸和田市市制施行 100 周年記念誌発刊業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本要領は、「岸和田市市制施行 100 周年記念誌発刊業務委託」に係る契約の相手方とな

る候補者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものと

する。 

 

２．業務概要 

（１）業務の名称 岸和田市市制施行 100 周年記念誌発刊業務委託 

（２）業務の内容 別紙「岸和田市市制施行 100 周年記念誌発刊業務委託 企画提案仕様

書」（以下「企画提案仕様書」という。）による 

（３）業 務 期 間 契約締結日から令和４年 11 月 30 日まで 

 

３．委託料の上限 

総額 12,100,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

各年度の内訳 令和３年度 3,630,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和４年度 8,470,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

※委託契約の額は、本市の予算の範囲内において、企画提案仕様書における業務内容に

基づき契約交渉の相手方が算定した額（見積額）とし、消費税及び地方消費税の相当

額は 10％とする。 

 

４．実施スケジュール 

スケジュール項目 日 程 

① 実施要領等の公開 令和３年８月６日（金） 

② 質問書の受付期限 令和３年８月 20 日（金）17 時まで 

③ 質問書の回答期限 令和３年８月 24 日（火） 

④ 参加申込書類及び企画提案書類

の提出期限 

令和３年９月３日（金）17 時まで 

※受付については、平日の 9 時から 17 時まで 

ただし、12 時から 12 時 45 分を除く 

⑤ プレゼンテーション実施予定日 令和３年９月 16 日（木）予定 

⑥ 選定結果通知予定日 令和３年９月 29 日（水）予定 

⑦ 契約予定日 選定結果の通知を行った日から概ね２週間(通

知時に期日を指定する) 
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５．参加資格 

本プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件の全て

に該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競争入札の参加者

の資格）第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法第 87 号）第 64 条

による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 条）第 381 条第１項（会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることと

される場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であるこ

と。 

（３）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条

第１項の再生手続きの決定を受けた者については、その者に係る同法第 174 条第１

項の再生計画認可の決定が確定した場合については、この限りでない。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続き開始の

申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件（以

下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律

第 172 号。以下「旧法」という。）第 30 条第１項又は第２項の規定による更生手続

開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

ただし、会社更生法第 41 条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法

に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更

生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生

計画の認可の決定を含む。）があった場合については、この限りでない。 

（６）岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成 25 年 10 月１日施行）に基づく入札等

除外措置を受けていない者であること。 

（７）岸和田市指名競争入札指名停止要綱（平成 25 年４月１日施行。以下「指名停止要綱」

という。）に基づく指名停止期間中にある者でないこと。 

（８）市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（９）平成 23 年４月１日以降に、市町村又は特別区において記念誌等発刊業務の元請とし

て契約し、同業務を１件以上完了した実績を有している者であること。 
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６．参加手続 

（１）問合せ先及び各種書類の提出先 

岸和田市 総合政策部 企画課 企画担当（事務局） 

住 所：〒596-8510 岸和田市岸城町７番１号 

電 話：072-423-9493（直通） 

ＦＡＸ：072-423-6749 

メール：kikaku@city.kishiwada.osaka.jp  

 

（２）書類提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、企画提案仕様書及び岸和田市

財務規則（平成９年規則第 11 号）等を理解した上で、次の書類を提出すること。 

 

ア．参加申込書類 

a. 参加申込書（様式１） １部 

b. 事業者概要書（様式２） １部 

c. 法人の登記事項証明書 １通 

d. 法人税 、消費税・地方消費税の納税証明書 １通 

e. 法人市民税の完納証明書（岸和田市内に事業所を有する場合） １通 

f. 業務実績調書（様式３） １部 

g. 誓約書（様式４） １部 

※c・d・e は、発行日より３ヶ月以内、写し可。ただし、令和３年度岸和田市競争入札

参加資格者名簿に登録されている者は、提出不要とする。 

 

イ．企画提案書類 

a. 企画提案書（任意） 

 ８部（正本１部、副本７部） 

b. 価格見積書（任意様式。ただし、事業内訳が分かるもの。） 

 ８部（正本１部、副本７部） 

※a・b の副本には事業者名及び提案者が特定又は識別できる商標、記号等を記載しな 

いこと。 

 

（３）提出期限、提出場所及び提出方法 

ア．提出期限 

令和３年９月３日（金）17 時まで 

mailto:kikaku@city.kishiwada.osaka.jp


 

- 4 - 

 

 

イ．提出場所 

上記（１）のとおりとする。なお、受付時間は、平日の９時から 17 時までとする

（12 時から 12 時 45 分を除く）。 

 

ウ．提出方法 

持参又は郵送による提出とする。なお、郵送の場合は、必ず「特定記録」とし、上

記提出期限までに必着とする。 

※郵便事故等については提出者のリスク負担とする。 

 

７．質問及び回答 

（１）実施要領等の公開 

実施要領等については、令和３年８月６日（金）から本市ウェブサイトにて公開する。

（URL：https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/kinenshiitaku.html） 

 

（２）受付期間 

上記公開日から令和３年９月３日（金）17 時（必着）までとする。 

 

（３）実施要領等に関する質問の受付及び回答 

ア．質問の受付 

本件提案に係る質問は、指定の様式の質問書（様式５）により事務局へファクシミ

リ又は電子メールにより提出するものとする（その他の方法による質問は受け付けし

ない）。なお、件名は「岸和田市市制施行 100 周年記念誌発刊業務委託プロポーザル

における質問について」と記載すること。また、質問書を提出した際は、その旨の電

話連絡を事務局へ行うこと（電話受付時間：平日の 12 時～12 時 45 分を除く９時～

17 時 30 分）。 

 

イ．質問に対する回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを

除き、一括して質問回答書として取りまとめ、本市ウェブサイトで公開するものとし

（URL：https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/kinenshiitaku.html）、個別には回

答しない。なお、回答期限は、令和３年８月 24 日（火）とする。 

 

８．企画提案書類の作成方法等 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/
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企画提案仕様書のとおりとする。ただし、以下の点について注意すること。 

 

（１）企画提案書作成時の注意事項 

ア．提案様式 

a. 企画提案書の様式は、日本産業規格Ａ４縦型（一部Ａ３版資料折込使用可）とす

る。 

b. 全体でＡ４用紙 30 ページ以内とする（Ａ３用紙は一面につき２ページに換算す

る）。 

c. 企画提案書で使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

 

イ．提案内容 

a. 実施方針 

業務を実施する上での方針について具体的に記載すること。 

b. 実施手順等 

実施手順、全体スケジュール等について具体的に記載すること。 

c. 企画内容 

企画提案仕様書に定める独自提案について具体的に記載すること。 

 

（２）価格見積書作成にあたっての注意事項 

ア．見積金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込み額とすること。 

イ．消費税及び地方消費税として、見積金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した

額を価格見積書に記載すること（二重に消費税及び地方消費税を加算しないよう

注意すること。）。 

ウ．見積にあたっては、各年度の積算及び内訳も記載すること。また、各年度の委託

料の上限額を超えないこと。 

 

９．評価方法等 

（１）評価基準 

   別紙「評価基準」のとおり 

 

（２）企画提案書のプレゼンテーション 

ア．開催日時及び開催場所 

a. 令和３年９月 16 日（木）（予定） 

b. 詳細な日時及び開催場所については、後日通知するものとする。 
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イ．企画提案の所要時間（予定） 

a. プレゼンテーション 15 分 

b. 選定委員会委員からの質疑 15 分程度 

 

ウ．注意事項 

a. プレゼンテーションでは、提出された企画提案書を用いて説明を行うこと。企

画提案書以外の資料等を用いた説明は不可とする。 

b. プレゼンテーションには、候補者となった場合に本業務の責任者若しくは担当

者となる予定の者が説明すること。ただし、プレゼンテーションの出席者は各

提案者３名以内とする。 

c. プレゼンテーションでは、プロジェクターを使用し、企画提案書をスクリーン

に投影して説明を行うことができることとする。ただし、本市で用意する機材

は次のとおりとする。なお、プロジェクターの使用を希望する場合は、各提案

者においてコンピュータを用意・持参すること。 

 プロジェクター 

 スクリーン 

 延長電源ケーブル 

 延長ディスプレイケーブル 

 HDMI ケーブル 

（３）評価方法 

参加申込書類、企画提案書類及びプレゼンテーションについて、評価基準に基づき、

選定委員会委員の採点により評価する。 

 

（４）候補者の選定方法 

ア．失格者を除いた者の内、（３）の選定委員会各委員が評価した点数の平均点が最も

高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

イ．最高点の者が複数の場合は、価格見積書の金額が最も安価な者を契約の相手方の

候補者として選定する。なお、金額も同額の場合は、くじ引き等の抽選により決定

する。 

ウ．ア．イ．に関わらず、選定委員会各委員が評価した点数の平均点が満点の 60％未

満の場合は、候補者として選定しない。 

 

10．選定結果の通知及び公表 
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候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知するとともに、本市ウェブサ

イトで公表する。なお、公表する内容は以下のとおりとし、電話等による問合せには応じ

ないものとする。 

（１）候補者の名称、評価点及び選定理由 

（２）候補者以外の参加者の評価点（得点順） 

※候補者以外の参加者の名称は秘匿する。 

※参加者が１者の場合は、評価点を公表しない。 

 

11．プロポーザル参加に際しての注意事項 

（１）失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効とする。 

ア. 選定委員会委員に対して、直接又は間接を問わず故意に接触を求めた場合。 

イ. 他のプロポーザル参加者と企画提案の内容又は参加の意思について相談を行った

場合。 

ウ. 選定委員会終了までの間に、他のプロポーザル参加者に対して企画提案内容を意図

的に開示した場合。 

エ. 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。 

オ. 選定委員会終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚した場合。 

カ. 提案見積金額が委託費の上限を超えた場合。 

キ. その他選定委員会における選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行っ

た場合。 

 

（２）著作権・特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を用いた

結果生じた事象に係る責任は、すべてプロポーザル参加者が負うものとする。なお、提

出書類の著作権は作成した者に帰属するものとする。ただし、本市が選定した者が作成

した提出書類については、本市が必要と認める場合には、受注先にあらかじめ通知する

ことにより、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することが

できるものとする。 

 

（３）複数提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出は不可とする。 
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（４）提出書類の変更の禁止 

提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は不可とする。 

 

（５）返却等 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。 

 

（６）費用負担 

提出書類の作成等プロポーザル参加に要する経費は、すべて参加者の負担とする。な

お、やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認められ

るときは、停止、中止又は取り消すことがある。この場合において、参加者は本プロポ

ーザルに要した費用を本市に請求することはできないものとする。 

 

（７）その他 

ア. 参加者は、参加申込書類及び企画提案書類の提出をもって、実施要領等の記載内容

に同意したものとみなす。 

イ. 提出された参加申込書類及び企画提案書類は、岸和田市情報公開条例（平成 12 年

条例第９号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとす

る。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を

害すると認められる情報は非開示となる場合がある。なお、本プロポーザルの候補

者選定前において、決定に影響を与える恐れがある情報については決定後の開示と

する。 

ウ. 参加申込書類及び企画提案書類の提出後に本プロポーザルの応募を取り下げる場

合は、事務局へ辞退届（様式不問）を持参又は郵送により提出すること（郵送の場

合は、必ず「特定記録」とし、上記期限までに必着とする）。 

エ. 参加者は本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し

立てることはできないものとする。 

 

12．契約の締結 

（１）受託候補者と本市が協議し、委託内容、経費等について、再度調整を行った上で協議

が整った場合、委託契約を締結する。なお、企画提案仕様書の内容は、提案された内容

が基本となり、受託候補者と本市との協議により必要に応じて内容を変更した上で契約

を締結するため、提案された内容及び見積額が変更となる場合がある。また、委託契約

額は、本市の予算の範囲内において、確定した企画提案仕様書の内容に基づく受託候補

者の見積額とする。 
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（２）受託候補者が、本市から、「岸和田市指名競争入札指名停止要綱」に基づく入札参加

者停止措置を選定委員会の日から本契約締結の日までの期間内に受けたときは、当該候

補者と契約を締結しないこととする。 

 

（３）契約保証金について、契約の際には、岸和田市財務規則第 121 条の規定により契約

金額の 100 分の 10 以上の契約保証金が必要となる。ただし、同規則第 123 条のいず

れかに該当する場合は免除するものとする。なお、この場合は、履行保証保険等証明書

又は契約保証金免除申請書（様式６）を提出するものとする。 

 

（４）契約代金の支払いについては、年度ごとに完了報告書の提出及び成果品の検査を行

った上で、請求に基づき支払うものとする。 

 

（５）受託候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

 

13．業務の適正な実施に関する事項 

（１）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きないものとする。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思料される業務については、

本市と協議を経て業務の一部を委託することができるものとする。 

 

（２）個人情報保護 

受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）、岸和田市個人情報保護条例（平成 12 年条例第 10 号）

及び岸和田市個人情報保護条例施行規則（平成 12 年規則第 39 号）に基づき、その取扱

いに十分留意するとともに、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努め

ること。 

 

14．守秘義務 

受託者は、委託業務を行うにあたり、業務上知り得た事項を他に漏らし、又は自己の利

益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 


