
平成３１年度京都市戦略的広域シティＰＲ（海外向け）業務委託募集要項 

 

１ 業務名称 

  平成３１年度京都市戦略的広域シティＰＲ（海外向け）業務 

 

２ 募集趣旨 

  京都市では，観光や伝統文化，伝統産業などの文化の魅力を海外へ効果的

かつ効率的に発信し都市格の向上を図っている。その一環として，海外メデ

ィアへ戦略的に働き掛けての情報発信や海外テレビ番組等とタイアップした

広報活動を予定している。 

  事業の実施に当たっては，専門的なＰＲのノウハウやネットワークなど，

効率的かつ効果的にメディアに訴求する能力が求められる。このため，企画

力や情報発信能力等を審査するプロポーザル方式によって契約の相手方を選

定することとし，受託希望者を募集する。 

 

３ 参加資格要件 

  次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者とする。 

  なお，本公募は，多様な企業の参加を募ることを目的として，共同事業体

の参加も認めるものとする。 

 

 (1) 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者 

 

 (2) 下記ア～カの条件をすべて満たし，自己を証明する書類を提出する者 

  ア 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこ

と。 

  イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し，3年を経過

しない者及びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用する者でないこと。 

  ウ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。 

  エ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。 

  オ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。   

  カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に

規定する暴力団をいう。）に関係すると認められる者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 参加資格の停止 

  参加資格があると認めた者が，次の項目に該当することとなったときは，

参加を取り消すこととする。  

 (1) 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者の資格

を喪失したとき。 

 (2) 審査日までに，本件プロポーザルに参加する者に必要な資格を欠くこと

となったとき。 

 (3) その他市長が特にプロポーザルに参加させることが不適当であると認

めたとき。 

 

５ 委託業務 

  仕様書のとおり 

   

６ 委託期間 

  契約締結の日から令和２年３月３１日まで 

 

７ 委託金額の上限 

  10,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   ※ 仕様書４（１）に規定する業務及び４（２）出版物，放送，イベン

ト等の企画・特集とのタイアップ経費は，それぞれ 5,000,000 円程度

を目安とする。 

 

８ 提出資料 

 (1) プロポーザル参加申込書（別紙様式１） 

 

 (2) 提案書 

   以下の３つのテーマについて，京都市の現状分析を踏まえ，２０２０年

に向けて京都が世界に向けてどのような視点でＰＲすべきか，メディアリ

レーション，タイアップの企画を提案すること。 

  ＜テーマ＞ 

   ○京都市のビジネス環境について（京都経済センターの設立，「LINE株式

会社」や「Panasonic Design Kyoto」などの世界的な企業の京都進出等） 

   ○伝統産業（世界に誇る職人の技）について 

   ○「持続可能な開発目標(SDGs)」について（「全国市区・サステナブル度・

SDGs先進度調査」（日経グローカル誌掲載）において京都市が首位） 

 

   上記のテーマ以外に，世界情勢などを分析し，京都市として世界に発信

すべき事案等があれば，京都市政の具体的な取組等を踏まえての提案も可

とする。 

 

    



  ア メディアリレーション 

   ① 上記テーマ及び仕様書を基に，事業目的を達成するＰＲ及びイベン

ト企画案※の作成，打診先案，選定理由，広報手法，切り口，広報効果

等を具体的に記載すること（最低２件）。 

     ※ 実現可能性の見込みが高いものとする。 

    昨年例：外国人を対象としたオンラインメディアへの市長インタビュ

ーを含めた記事の掲載等。   

   ② 海外メディアに向けた情報発信（プレスリリース等の作成，配信，

取材依頼等の働きかけ）。  

    ※ プレスリリース案とともに，具体的なメディア配信先リストの一

覧を提示すること。 

    ※ 過去取り上げられた掲載案件等を具体的に記載すること。 

    ※ 提案内容は，委託金額内で実現可能なものであること。 

    ※ 実際のＰＲ案件については，本市と協議の上，決定する。 

  

  イ タイアップ 

    上記テーマ及び仕様書を基に出版物（ＷＥＢを含む）及びテレビ番組

の企画・特集とのタイアップを実施すると仮定して作成。 

    （1企画当たりの想定予算：各150～200万円程度 / 総予算：500万円）。 

    その場合，以下の「提案１」及び「提案２」について企画すること。 

    要件１ 京都市の施策・事業の紹介（海外テレビ番組等の企画等） 

    要件２ 海外向けプレスイベント（ファムトリップ等）の実施 

     ※ 広報効果を高めるために，各媒体を連動させる企画を可とする。 

    

  ウ 本業務の範囲内で，独自の提案があれば，提案すること。 

 

  エ 実施体制等 

    仕様書に基づき，本業務に対する提案者の取組方針，実施手法，人員

等の実施体制，スケジュールを具体的に記載すること。 

 

 オ 類似業務の受託実績 

    契約期間，業務内容，受託金額等を記載すること。 

  

  カ 経費の内訳（別紙様式 2） 

  

 (3) 会社概要のわかるもの 

 

 

 

 

 



 (4) 営業概要書（別紙様式 3） 

   ・直接取引を希望する支店等 

   ・営業種目（実際に営業している種目を記入すること。比率は合計が 

100％になるように記載すること。） 

   ・営業年数（平成 31 年 4 月 1日現在で，営業を開始した年月からの営業年数）  

   ・従業員数（非常勤，本業務委託のための新規雇用者を除く。直接取引） 

   ・営業実績（直前 2 営業年度の平均契約金額） 

   ・主要取引実績（直前 2 営業年度の契約実績） 

 

 (5) 自己を証明する書類（登記事項証明書）（「３ 参加資格要件」(2)に該

当する場合）名称，設立年月日，資本金，代表者，所在地，事業内容が

記載されていること。 

    ※ 自己を証明する書類については，公的な証明書とすること。 

     「現在事項全部証明」等 

 

 (6) 共同事業体協定書（写し）※ 該当する場合のみ 

 

 ＜留意事項＞  

  ・（１），（３），（４），（５）については書面で 1 部ずつ提出すること。 

  ・（２）については，書面で９部提出すること。また，データを電子メール

により提出すること。 

  ・書式は，様式を指定したもの以外は任意の書式とする。 

  ・共同事業体での応募の場合は，（３）～（５）は共同事業体を構成する各

企業分を提出すること。 

 

９ 提出について 

 (1) 提出方法 

    書面については，持参，郵送のいずれかで提出すること。 

    データについては，電子メールで提出すること。 

 

 (2) 提出期限 

令和元年５月８日（水）午後５時必着 

   （辞退する場合は，締切日時までにその旨を申し出ること。） 

 

 (3) 提出先 

京都市総合企画局市長公室広報担当（担当：斎藤，岸本） 

〒604-8571 

京都市中京区寺町御池上る上本能寺前町 488番地 

TEL 075-222-3094 

FAX 075-213-0286 

MAIL saqbd071@city.kyoto.lg.jp（斎藤） 

mailto:saqbd071@city.kyoto.lg.jp


 

10 審査基準 

 (1) 海外メディアリレーションが強力か。【２０点満点】 

 (2) 有効なタイアップが期待できるか。【２０点満点】 

 (3) 事業趣旨と目的をふまえたＰＲが期待できるか。【２０点満点】 

 (4) 事業効果を高める独自の提案があるか。【１５点満点】 

 (5) 業務を迅速かつ的確に実施できる体制であるか。【１０点満点】                        

 (6) これまでに類似の業務を実施した実績があるか。【１０点満点】     

 (7) 価格                    【５点満点】 

         

11 審査方法 

  ・ 本市職員で構成する選定委員会を設置し，委員の協議により採点する。 

  ・ 審査は１次審査（書類審査）で５事業者を選定し，選定事業者を対象

に２次審査（プレゼンテーション）を行い，最も評価の高い１社を受託

候補者として選定する。 

  ・ プロポーザル参加事業者数が５以下の場合，すべての事業者を２次審

査の対象とする。 

  ・ 応募者が１社しかなく，かつ採点結果が５０点に満たない場合，プロ

ポーザルを再度実施する。 

 

 (1) １次審査 

   ・ 提出資料の提案書に基づき，審査基準の各項目を採点し，上位５事

業者を２次審査の対象とする。 

   ・ 合計点が同点の場合は，見積金額が最も低い事業者を選定すること

とし，見積金額が同額の場合は，事業者から再度の見積書の提出によ

り，最も見積金額の低い事業者を選定する。 

 

 (2) ２次審査 

   ・ １次審査を通過した選定事業者を対象に，提出資料に基づく質疑応

答を含むプレゼンテーションを実施する。提案者の提出資料及びプレ

ゼンテーションに基づいて，審査基準の各項目を採点する。 

   ・ 合計点が同点の場合は，１次審査の場合と同様とする。 

   ・ 順位決定後，第１順位の事業者を受託候補者として選定する。 

   ・ 二次審査は，以下のとおり実施する。（予定） 

     日時：令和元年５月１７日（金）※ 時間未定 

     場所：京都市役所（本庁舎）  

     ※ 日時，場所については変更になる場合があります。 

 

 

 

 



 

12 結果の通知及び公表 

   一次審査については，提案を行った事業者に対して，参加申込書に記載

された Eメールアドレスに電子メールで結果を通知する。 

   また，最終選定の結果については，次の項目をホームページにて公表す

る。 

   ・契約の相手方及び選定理由 

   ・参加事業者及び評価点 

 

13 契約の締結 

   京都市は，受託候補者と契約に関する協議を行う。万一，両者の協議が

整わない場合は，京都市は次順位の選定事業者と契約に関する協議を行う。 

 

 

14 全体のスケジュール 

   ４月 ４日（木）プロポーザル募集開始 

   ５月 ８日（水）プロポーザル参加申込書等資料提出締切 

   ５月１４日（火）一次審査結果通知 

   ５月１７日（金）プレゼンテーションの実施 

   ５月２３日（木）受託候補者の決定，二次審査結果通知 

   ６月 ３日（月）までに契約締結及び業務開始 

 

15 注意事項等 

 (1) 資料の作成及び提出等に係る費用は各事業者の負担とする。 

 (2) 提出資料は引換え又は撤回できないものとする。 

 (3) 提出物は，提出者に返却しない。 

 (4) 提出物について，本市は提出者に無断で使用しない。 

 (5) 提出書類に虚偽の記載をしたとき，プロポーザルに関する条件に違反し

たとき，その時点でその者の参加を取り消す。 

 

16 問合せ先 

   京都市総合企画局市長公室広報担当（担当：斎藤，岸本） 

   TEL 075-222-3094 

   FAX 075-213-0286 

   MAIL saqbd071@city.kyoto.lg.jp（斎藤）  

    

  ※ 問合せ内容及び回答については，公開すべきと判断した場合，随時ホ

ームページに掲載する。 

予定 

mailto:saqbd071@city.kyoto.lg.jp

