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京都市会だより版下製作業務の受託者選定に係る募集要項

１ 委託業務の内容

名称

京都市会だより（以下，市会だより）版下製作業務

委託内容，契約期間

仕様書のとおり

２ 応募資格

本募集に応募する資格を有する者は，次に掲げる要件を全て満たすものとします。

本市の競争入札参加資格者であり，入札参加停止期間中でないこと。

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した者にあ

っては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者

でないこと。

３ 応募資格の停止

応募資格があると認めた者が，次の ～ に該当することとなったときは，参加を取り消

すこととします。

審査日までに，京都市契約事務規則第２条に規定する入札参加資格を喪失したとき。

に掲げるもののほか，本募集に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。

その他，特に本募集に参加させることが不適当であると認めたとき。

４ 資料の提出

提出する資料

受託希望者は，次の資料を提出すること（様式は任意とする。）。

ア 見積書 １部

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地），商号及び氏名（法人にあって

は名称及び代表者名）を表紙に記入したうえ，代表者印を押印すること。

イ 提案書 ６部

以下の内容を明記し，表紙には受託希望者の社名を記載し，表記以外に提案者の

社名や担当者名を記載しないこと。

(ｱ) デザイン方針（デザイン，レイアウト，色彩等）

デザインの方針を示す資料として，次の３点を付けること。

・１１月発行号（新規）及び１２月発行号 １面の見本
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・１２月発行号 ４面の見本

なお，それぞれの紙面には，次に掲げる内容を掲載すること。

１１月発行号（新規）及び１２月発行号 １面の見本

※ 両号に，次の項目を掲載のうえ，統一感のあるデザインとすること。掲載

する記事の文章はダミー可とする。

１１月発行号掲載項目

・写真（市動物園「ゾウの森」を仮定）（１５０字程度のキャプション

付，写真・キャプション共にダミー可）

・大見出し

「平成２７年９月市会の報告 平成２７年９月○日～１０月○日」

・大見出しに対するリード文（３５０字）

・記事１ タイトル「平成２７年度補正予算を可決」

本文１５０字

・記事２ 主タイトル「その他の審議結果」

副タイトル「○○○○○○○○○○○条例を可決」

本文１５０字

・日程表（平成２６年５月発行号の日程表の日程をダミーとして使用）

１２月発行号掲載項目

平成２６年１２月発行号を下に，１１月発行号と同様の日程表を追

記のうえ，デザインすること。

※ 平成２６年度と掲載項目が大きく変化しない２月発行号の１面（掲載内容

は平成２６年のもので想定のこと）と，１１月及び１２月発行号１面デザイ

ンとに，どのように統一感を持たせるか，イメージを示すこと。

１２月発行号 ４面の見本

※ 平成２６年１２月発行号の４面を下に作成。審議結果一覧の代わりにシリ

ーズ解説【新コーナー】（１つのテーマに対して，５つ程度のＱＡ形式で解

説，７００字程度）を掲載のこと。

(ｲ) 平成２６年度の市会だよりにおける改善点

平成２６年１２月発行号の１面及び４面に対する改善点を示すこと。

(ｳ) 制作体制

営業・編集等，当該委託業務に係る部門ごとのスタッフの人数，役割等を

記載すること。

(ｴ) 広報紙等制作実績

本市が発行する広報紙（誌），若しくは，他の自治体が発行する広報紙（誌）

等の制作実績

※ 広報紙（誌）の名前，発行部数，契約の相手，契約期間を記載すること。
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質疑の受付及び回答

ア 本書及び仕様書等について質問できる者は，上記「２ 応募資格」を満たしてい

るものとします。

イ 受付時間は平成２７年４月２４日（金）午後５時まで。メール又はＦＡＸにて行

い，必ず着信確認を行ってください（ただし，平日の正午から午後１時まで，土日

は除きます。）

ウ 全ての質問及び回答については，京都市会ホームページにおいて公開します。回

答は本要項と一体のものとして，要項と同等の効力を有するものとします。ただし，

やむを得ない事情により回答が遅れる場合は，質問者全員に別途連絡を行います。

提出方法

郵送又は持参（郵送の場合，簡易書留でお願いします（下記提出期限必着）。）

提出期限

平成２７年４月３０日（木）午後５時。辞退する場合は締切日時までにその旨を申

し出ること。

提出先

京都市会事務局調査課（担当：髙橋，柿倉）

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地

５ 審査項目

「京都市会だより版下製作業務受託候補者選定に係る評価基準」のとおりにします。

６ 受託者の決定等

受託候補者の決定

京都市会が設置する選考組織において，「京都市会だより版下製作業務受託候補者選定

に係る評価基準」により提案書等に基づいて審査し，全ての参加者について順位を定め，

最も優れていた者を受託候補者として選定します。

審査結果通知

審査結果については，平成２７年５月１３日（水）までに通知します。

受託者の決定

受託候補者と協議のうえ，委託内容を決定し，委託契約を締結します。この際，受託候

補者との協議が整わなかった場合は，順位の高かった者の順に新たな受託候補者とし，協

議を行います。

７ 委託契約の詳細

契約上限額

金１，４００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
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委託費の支払条件

精算払いとします。

特約事項

見積額は，物価の上昇等に正当な理由がない限り，契約時に増額することは認めません。

また，提案書等を勘定して決定するため，委託契約額が見積書と同じになるとは限らない

ことに留意してください。

再委託の禁止

受託者は，原則，本業務の履行を第三者に委託し，又は請け負わせてはなりません。た

だし，京都市会事務局が承認した場合はその限りではありません。

契約保証金

免除とします。

８ その他

全ての提出書類の作成及び提出に関する費用は，応募者の負担とします。

公募手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限ります。

提出期限以降の提案書等の差替え及び再提出には応じることはできません。

提出物については，提案者に返却しません。

９ 問い合わせ先

京都市会事務局調査課（担当：髙橋，柿倉）

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地

ＴＥＬ：０７５－２２２－３７０９ ＦＡＸ：０７５－２２２－３７１３

メールアドレス seimuchosa@city.kyoto.jp

ホームページアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/
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【京都市会だより版下製作業務受託候補者選定に係る評価基準】

１ 基本的な考え方

受託候補者の決定に当たっては，本市にとって最適な事業者を選定するため，プロポーザ

ルにより提案内容の評価を行う。提案内容の評価は，次のとおり，技術力と見積価格を総合

的に評価し，評価の最も高い提案者を受託候補者とする。（ただし，提案者が１団体の場合，

採点結果が一定点数（７０点）以上を満たし，本業務を実施し得る能力を満たすと判断した

場合は，その団体を受託候補者とする。）

２ 選考基準

技術力の評価

提案書に基づき内容を評価し，「技術点」を与える。

「技術点」は９０点満点とする。

見積価格の評価

見積価格を後に示す計算式に基づき計算し，「価格点」を与える。

「価格点」は１０点満点とする。

受託候補者の選定方法

「技術点」及び「価格点」を合計し，合計点数が最も高い者を受託候補者とする。

合計点数が最も高い者が２以上あるとき（同点）の対応

ア 提案者それぞれの「技術点」と「価格点」が異なる場合

「技術点」が高い者を受託候補者とする。

イ 提案者それぞれの「技術点」と「価格点」が同じ場合

くじ引きにより，受託者を選定する。

３ 技術点の算出方法

評価項目及び配点

別紙「提案内容評価票」に基づき採点する。

評価方法

ア 計算方法

技術点＝（配点×評価係数）の合計

※ 評価係数…各審査委員が評価対象の各項目を下記の４段階で評価する。

判定 評価 評価係数

Ａ 本市の要求水準を超える優れた評価要素がある。 １

Ｂ 本市の要求水準を満たす評価要素がある。 ０．７

Ｃ 本市の要求水準を満たす評価要素が少ない。 ０．３

Ｄ 本市の要求水準を満たす評価要素がない。 ０
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イ 採点方法

各審査委員の技術点の平均点を最終的な「技術点」とする。

４ 価格点の算出方法

計算方法

価格点＝１０点×（最低提示価格／貴社提示価格）

留意事項

貴社提示価格が京都市会事務局が示した契約上限額を超えている業者は，技術点が優れ

ている場合であっても採用しない。
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【提案内容評価票】

○技術点

評価項目 評価事項 配点

１ 構成・デザイン 文字の大きさ，配列のバラン

スが適正で，調和のとれた統

一的な構成になっているか。

１面（１１月・１２月発行号） １５

４面 １０

議会に興味のない方でも読み

たくなるような，市民の目を

引くデザイン・レイアウトに

なっているか。

１面（１１月・１２月発行号） １５

４面 １０

２ キャラクター

の活用

市会マスコットキャラクター等がうまく活用されているか。 １０

３ 改善策の提案 より分かりやすく，魅力的な広報物作成のため，課題を認識

し，適切な改善策が提案できているか。

１０

４ 新コーナーに

関する提案

１２月発行号 ４面の新コーナーに関して，市民が関心を持つ

ことのできる構成・企画デザインとなっているか。

１０

５ 制作体制 受注に当たっての組織体制は適切か。 ５

６ 制作実績 過去の受注実績及び制作実績はどうか。 ５

小 計 ９０

※ 技術点＝（配点×評価係数）の合計

○価格点

計算方法 配点

価格点＝１０点×（最低提示価格／貴社提示価格） １０



１面 ２面 ３面 ４面

７月
改選期
特集号

・正副議長の挨拶 ・常任委員会等の構成

７月
・５月市会の概要
・市会だよりの発行回数増
について

・５月市会審議結果一覧
・市会の取組
・お知らせ

９月
【新規】

・特集記事
（市会の仕組みや活動等
の紹介記事）

・７月特別市会審議結果
・特集記事 ＜シリーズ解説
（複数のＱＡ方式）＞
・お知らせ

１１月
【新規】

・写真掲載（仮）
・９月市会の概要
（補正予算等）

・常任委員会の活動
・お知らせ

１２月
・９月市会の概要
（決算等）

・特集記事 ＜シリーズ解説
（複数のＱＡ方式）＞
・お知らせ

２月 ・11月市会の概要
・11月市会審議結果一覧
・お知らせ

４月
【新規】

・写真掲載（仮）
・２月市会の概要
（補正予算等）

・特集記事 ＜シリーズ解説
（複数のＱＡ方式）＞
・お知らせ

５月
（参考）

・２月市会の概要
（当初予算等）

・常任委員会等の構成
・市会１０大ニュース
・お知らせ

・２月市会審議結果一覧
・常任委員会の活動 （11月～３月分） 等

※赤字の項目は，平成２７年度に加わる新たなもの。
※紙面の構成や掲載内容は変更する可能性がある。京都市会の指示があった場合には，速やかに対応するこ
と。

市会だよりの掲載内容（予定）

・議員の紹介

・２月市会代表質疑

・５月市会代表質問

・特集記事
（市会の仕組みや活動等の紹介記事）

・９月市会代表質問

・11月市会代表質問

・９月市会審議結果一覧
・常任委員会の活動 （４月～10月分） 等

別紙


