
地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

令和４年度「産技研の見える化の推進及び広報媒体のリニューアル業務」の 

委託に関する提案募集要項 

 

１ 業務の名称 

   令和４年度「産技研の見える化の推進及び広報媒体のリニューアル業務」 

 

２ 業務の目的及び募集趣旨 

   （地独）京都市産業技術研究所（以下、「産技研」という。）では、これまでウェブ

サイト、ＳＮＳ、機関誌産技研 NEWS「ちえのわ」、産技研パンフレット等の広報媒体を

活用し、産技研の研究成果や支援メニュー等の情報発信を行ってきた。今後より一層

一般市民や業界団体からの認知度向上を目的としてこの業務を実施する。 

   既存顧客のみならず、京都市民、これまで産技研を利用したことがない事業者並び

に産業支援機関や経済団体等から、京都の産業界にとって不可欠であるとの信頼を獲

得していくため、今後は、よりステークホルダー（※）を意識した戦略的な広報活動

を展開していくことが必要不可欠である。 

そこで、到達主義に主眼を置いた産技研の見える化の推進及び広報媒体のリニュー

アル業務を委託する。 

委託先選定に当たっては、業務の趣旨を十分理解するとともに、実効性のある広報

媒体の戦略的再編方針を立案でき、また、多岐に渡る業務に対応できる体制がとれる

人材を有し、ウェブサイト等各種広報媒体の作成に関し、優れた能力を有しているこ

とが必要であることから、総合的に能力を審査するプロポーザル方式により受託候補

者を選定する。 

 

※ 市民、地域企業、行政、大学、関係機関、研究会等 

 

３ 委託業務の内容、委託期間及び委託金額の上限 

 （１）業務形態 

    委託業務とする。 

 （２）業務の内容 

以下の仕様書のとおり 

ア 地方独立行政法人京都市産業技術研究所令和４年度「産技研の見える化の推

進及びウェブサイトをはじめとした広報媒体のリニューアル業務」委託仕様書 

イ ウェブサイトリニューアル業務委託仕様書 

 （３）履行期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 



 （４）委託金額の上限 

８，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 （５）支払い条件 

精算払い（詳細は選定後に締結する契約書による） 

 

４ 応募資格 

   以下の条件を全て満たしている者 

 （１）本委託事業は、上記「２ 業務の目的及び募集趣旨」の趣旨を十分に理解し、公

益に資する意思を持って本事業に参加する者であること。 

 （２）京都市の競争入札参加資格を有すること。左記資格を有しない場合は、申立書の

他、契約締結までに産技研が指定する証明書類等を提出すること。 

 （３）現に京都市から競争入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

 （４）過去５年以内でブランディングや広報戦略の立案、各種広報媒体の作成について

実績がある事業者で、かつ実績がある担当者を従事させることができること。ま

た、以下に示すウェブサイト構築業務の受注実績が複数あることは必須とする。

ただし、協力企業の実績も含む。 

＜ウェブサイト構築業務実績の条件＞ 

国、都道府県、政令指定都市を含む自治体、関連団体、コーポレートサイト 

（２００ページ以上の規模のサイト）等においてＣＭＳの導入実績があること。

また、現在も稼働中であること。 

 （５）当該委託業務全ての履行を再委託することは禁止する。ただし、一部の履行を第

三者（協力会社）に委託する必要があるときは、あらかじめ産技研の承認を得る

こと。また、第三者（協力会社）が実施する業務進捗や内容については、代表者

が責任をもって監督すること。 

 （６）代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。 

 （７）法令の規定により、営業について免許、許可又は登録等を要する場合にあっては

当該許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいること。 

 （８）国税及び地方税を滞納してないこと。 

 （９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

 （10）暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

 （11）自らが提案した企画・運営内容を自らが遂行するのに必要な経営基盤を有し、か

つ資金等について十分な管理能力を有していること。 

 （12）プライバシーマーク制度による資格もしくは情報セキュリティマネジメントシス

テム適合性評価制度(ISMS)など情報セキュリティーに関する資格を有しているこ

と。 

 



５ 全体スケジュール及び応募書類の提出 

 （１）本プロポーザルにおける実施スケジュール及び応募書類は以下のとおり。 

項 目 期 間 備 考 

① プロポーザル募集

開始 

令和４年９月２２日（木） 産技研ウェブサイトにて公表。 

② プロポーザル参加

表明書等の提出締

切 

令和４年９月２９日（木） 

午後５時まで 

提出書類※電子メールで提出。 

・プロポーザル参加表明書【様式１】 

・守秘義務に係る誓約書【様式２】 

・参加者情報確認書【様式３、３－２】 

・参加資格確認書（業務実績一覧）【様式４】 

京都市の競争入札参加資格を有しない場合

は、以下の資料を提出。 

・申立書【様式９】 

③ 参考資料の配布 令和４年９月２６日（月） 

～１０月３日（月） 

参加表明書受理後、参加資格があると認め

た事業者に対し、電子メールにより送付。

（参加者情報確認書記載のアドレスに送

付） 

④ 参加資格要件審査

結果通知 

令和４年１０月３日（月） 電子メールにて通知 

（参加者情報確認書記載のアドレスに通

知） 

⑤ 質問受付期間 令和４年９月２２日（木） 

～１０月４日（火） 

午後５時まで（必着） 

質問票【様式７】により電子メールで提出。 

（参加者情報確認書記載のアドレスにより

提出、返信も同アドレスに通知） 

⑥ 質問の回答 令和４年１０月７日（金） 

午後５時まで 

参加表明書を受け付けた事業者全員に対し

電子メールで回答。 

⑦ 辞退届提出期限 令和４年１０月１１日（火） 

 

・辞退届【様式８】と受領した参考資料に

ついて破棄したことが確認できるものを産

技研の受付に提出。 

⑧ 企画提案書等の提

出締切 

令和４年１０月１２日（水） 

午後５時まで 

提出書類※電子メールで提出。ただし、企

画提案書については、書面１２部を郵送ま

たは持参すること。 

・企画提案書（表紙のみ【様式５】を使用。

Ａ４、両面印刷。） 

・業務実施体制【様式６又は任意】 

プロジェクト体制図及び要員一覧等を作成

し、各要員の役割分担を明確にすること。 



・見積書【様式任意】 

今年度の委託業務に係る見積書のほか、次

年度以降に見込まれるウェブサイト運用・

管理・保守業務に関する見積書も併せて提

出すること。 

・業務スケジュール【様式任意】 

・その他提出資料（以下①～⑤）【様式任意】 

①イメージサンプル（パンフレット表紙、

広報誌表紙） 

②サイト設計の基本的な考え方（企画・コ

ンセプト案） 

③サイト構成の利点・アピールポイント 

④研究所ウェブサイトのトップページ及び

その下層の「技術相談」「研究成果」「活用

事例集」ページのデザイン案 

⑤メディアサイトのトップページ及び下層

の記事ページのデザイン案 

⑨ 提案説明会 令和４年１０月１７日（月） プレゼンテーション、説明など 

⑩ 選定結果通知 令和４年１０月２０日（木） 電子メールにて連絡担当者へ連絡する。 

⑪ 契約交渉・決定・

契約締結 

令和４年１０月２1 日（金）  

～令和４年１０月３１日（月） 

詳細内容確認、契約締結 

⑫ 契約結果について

公表 

令和４年１１月４日（金） 産技研ウェブサイト上にて公表 

 （２）提出方法 

    企画提案書は持参又は郵送により、それ以外は電子メールにより提出するものと

する。電子メールで提出するものについては、電子メール開封確認を設定するか、

送信後電話して受領の確認を行うこと。電子メールについては、連絡担当者との

間で行うこととする。 

    データ容量の関係上、電子メールで送信できない場合は、担当者まで連絡するこ

と。 

ただし、郵送の場合は書留等送付から受領までが確認できるものとし、締め切り

日必着、持参の場合は午後５時までとする。 

 （３）参考資料の配布について 

    参加表明書受理後、参加資格があると認めた事業者に対し、以下の資料を連絡担

当者宛に電子メールにて送付する。 

    ア【参考資料１】所内で策定したキャッチコピー・ミッション・ビジョン・バリュー等 



    イ【参考資料２】ＣＩシステムガイドライン 

    ウ【参考資料３】アクセス解析データ 

エ【参考資料４】研究所サイトひな形 

オ【参考資料５】特設サイトひな形 

カ【参考資料６】現行サイトマップ 

キ【参考資料７】法人情報セキュリティ対策基準 

ク【参考資料８】現行ウェブサイトの仕様 

ケ【参考資料９】ＳＮＳ運用状況一覧 

 （４）仕様書等に対する質問期限及び回答 

ア 質問期限 

      令和４年１０月４日（火）午後５時までとする。 

      期限後の質問は一切受け付けない。 

イ 質問方法 

      本書及び仕様書等に対して質問できる者は、上記「４ 応募資格」を満たし

ている者とし、質問票【様式７】により電子メールで提出すること。口頭によ

る質疑は受け付けない。電子メールによる質問は、プロポーザル連絡担当者か

ら行なうこと。 

    ウ 回答方法 

      期限内に受けた質問への回答については、参加表明書の提出があった者全員

に対し、質問事項及びその回答を順次電子メールで通知する。回答については、

プロポーザル連絡担当者宛に行うこととする。 

 （５）提出先及び問合せ先 

    地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

    研究室 知恵産業融合センター（担当：吉田、松田、沖田） 

    〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

    電 話 ０７５－３２６－６１００ 

        （平日午前８時３０分～１２時、午後１時～５時） 

    ＦＡＸ ０７５－３２６－６２００ 

    電子メールアドレス event_chie@tc-kyoto.or.jp 

 （６）注意事項 

    ア 公募手続き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る。 

    イ 失格となる企画提案書 

      企画提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格となる場合がある。

その場合は、別途通知するものとする。 

 ①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

 ②指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 



 ③虚偽の内容が記載されているもの。 

    ウ その他 

     ①すべての提出書類の作成・提出に係る費用は提案者の負担とする。 

     ②提出された企画提案書は、受託者の選定以外には提案者に無断で使用しない。

ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがある。 

     ③提出された書類は、受託者の選定を行う作業に必要な範囲において複製を作

成することがある。 

     ④提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

     ⑤すべての提出書類は返却しない。 

     ⑥産技研から提供した文章及び写真等を無断で第三者に提供すること及び他の

目的に利用することを禁止する。 

 

 ６提案説明会（企画提案書に関するプレゼンテーション） 

   提出された企画提案書等の内容について提案者による説明会を次のとおり実施する。 

 （１）実施時間及び実施場所 

    日時 令和４年１０月１７日（月）※時間については、別途通知。 

    場所 京都市産業技術研究所 

 （２）注意事項等 

    ア 企画提案書の説明（プレゼンテーション）は、主として実施体制の責任者又

はリーダーが行うこと。 

    イ 各提案者の全体の持ち時間は 50 分以内とし、企画提案の説明時間は 30 分程

度、選定委員会からの質問及びその回答時間は 20分程度とする。 

    ウ 説明会に参加しなかった提案者は失格とする。 

    エ 説明方法はパソコンを用いたプレゼンとする。条件は以下のとおり。 

 ・プレゼン時に使用するＰＣは提案者が準備すること。 

    ・使用するＰＣの台数について制限はないが、プロジェクタに接続できるのは

１台とする。必要に応じて使用時に接続を変更すること。 

    ・使用する電源、プロジェクタは研究所で準備する。（プロジェクタの解像度は

1,024×768～1,920×1,080、使用時は 1,920×1,080 を推奨。） 

    ・プロジェクタへの接続はアナログ RGB（D-Sub 15Pin）、HDMI の２種。 

    ・ネットワーク接続（インターネット）が必要な場合は提案者が準備すること。

研究所のネットワークは使用できない。 

    オ 説明会について参加者は 10 名を上限とする。それを超える場合は、前日まで

に研究所担当に確認すること。  

   

 



７ 提案の審査・選定等 

 （１）審査方法 

    提出された企画提案書及び企画内容のプレゼンテーションに基づいて、産技研が

設置する選定委員会において審査を行い、受託候補者を選定する。選定委員会は

非公開とし、選考の経過等に関する問い合わせには応じない。 

 （２）審査基準 

    選定委員会は、主に「委託候補者評価基準」に掲げる項目に基づき提案内容を評

価、採点し、合計点数の最も高い者を第一交渉権者とする。応募事業者が１事業

者のみでも審査を実施するが、各委員の項目評価点の合計点が 1,620 点（/満点

2,700 点）を下回るときは、受託候補者として選定しない。 

 （３）決定 

    選定委員会の審査結果を踏まえて、産技研が受託候補者を決定する。 

 （４）選定結果の通知 

    受託候補者を決定し、結果については、応募者全員に通知する。 

 （５）仕様の詳細についての確認 

    産技研と受託候補者との間で詳細な委託内容の確認、調整を行い、受託者を決定

する。なお、協議が不調に終わった場合は、次点の候補者と同様に協議するもの

とする。 

 （６）契約 

    産技研と受託者との間で、委託限度額の範囲内で協議の上、契約する。 

 （７）選定結果の公表 

    選定の結果及び理由、参加した事業者、評価点が分かる情報を産技研ウェブサイ

トへ公表する。 

 


