
杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

杉並区（以下「区」という。)では、平成 24年度から区内の文化・芸術に関する情報の収集、

発信を行うことにより、区民が質の高い文化芸術に触れる機会を増やし地域の豊かな「文化力」

の創造と賑わいを発展させるために文化芸術情報紙を発行しています。又、平成 28年度からは 

地方創生総合戦力の取組みとして、各交流自治体の食・文化・自然・歴史・ものづくり等の魅

力ある「とっておき情報」を発信することにより、区民の国内旅行や余暇活動の充実を支援す

るために交流自治体情報紙の発行を始めました。 

この情報紙の紙面構成及び特集・企画記事の作成等を行う情報紙デザイン・編集製作等業務

（印刷及び配布は区が別途行います。）について、「読みやすく魅力的な紙面構成」「区民が興味

を惹く企画」などを重視し、質の高い事業者に委託するため公募型プロポーザルを実施します。 

 

２ 業務の内容 

（１）業務名 

杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務 

（２）業務内容 

  杉並区が発行する文化芸術・交流自治体情報紙におけるデザイン・編集・紙面データの製

作。詳細は、別紙１｢業務説明書｣のとおりです。 

（３）委託期間 

契約締結の翌日から平成 30年 3月 31日まで 

（４）事業規模（平成 29年度 概算額 消費税及び地方消費税を含む） 

4,450,000円（文化芸術情報紙：3,390,000円 交流自治体情報紙：1,060,000円） 

 

３ 参加資格 

次に掲げるすべての条件に該当することとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の 4の規定に該当していないこと。 

（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成 22年 3月 23日杉並第 65476号)

に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 1 月 17 日杉並第 53890 号)に定め

る除外措置要件に該当していないこと。 

（４）会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平

成 11年法律第 225号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（５）法人の場合は所得税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を、個人の

場合は所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（６）提案業務又は類似する業務を引き続き 2 年以上営業しており、直近 2 年間に官公庁にお

ける受託実績があること。 

（７）杉並区競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 



４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順(概要)は以下のとおりです。 

本プロポーザルへの参加を検討・希望される事業者の方へは、提案書の作成及び見本紙の制

作に必要となる素材データや様式類の電子データをお渡しいたしますので、「10 担当課」記載

のＥ-mailにその旨ご連絡ください。 

内容 期間等 

実施要領の公表 平成 29年 2月１日(水) 

質問受付期間 平成 29年 2月 6日（月）午後 5時まで 

質問回答 
平成 29年 2月 10日（金）以降に杉並区公式ホームページ

にて公開します。 

企画提案書等提出期限 平成 29年 2月 17日(金) 午後 5時まで 

第一次審査結果通知(書類審査) 平成 29年 2月下旬 

第二次審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング） 

平成 29年 3月 14日(火)午後 6時以降(予定) 

※ 日時及び会場は別途連絡します。 

受託候補者選定結果の通知 
平成 29年 3月下旬 

※ 第二次審査参加事業者全員に結果を通知します。 

 

５ 実施要領の内容についての質問受付及び回答 

（１）質問の受付方法 

質問書（様式１）に質問内容を記載の上、Ｅ-mail により提出してください。なお、件

名は「情報紙プロポーザル問合せ（事業者名）」としてください。 

（２）質問の受付先 

「10 担当課」に同じ 

（３）質問の受付期限 

平成 29年 2月 6日(月)午後 5時まで 

（４）質問の回答方法 

平成 29年 2月 10日(金)以降に、杉並区公式ホームページ上で回答します。 

（http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

別紙 2「提出書類一覧」のとおり 

（２）提出部数 

正本 1部と副本 7部 

※ それぞれ製本(A4縦長ファイル等で綴じる)し、提出してください。 

※ 副本については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるような名称、ロゴマ

ーク等は使用しないでください。 

（３）提出方法 

持参又は郵送(書留郵便に限る。)により、「１０ 担当課」に提出してください。 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html


（４）提出先 

「１０ 担当課」に同じ 

 

（５）提出期限 

平成 29年 2月 17日(金) 午後 5時必着 

※ 持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出と

して取り扱います。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

「杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務受託者候補者選定会議」(以

下「選定会議」という。)において、企画提案書等提出された書類及びプレゼンテーション・ヒ

アリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる事業者を選定します。 

ただし、区で設定する事業規模の上限額を超えるものについては、審査対象とはなりません。

また、選定会議で審査をした結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契約の相手

方の候補者とはしないものとします。 

（１）評価基準 

ア 経営状況等に対する評価基準 

評価基準 評価の内容 

経営状況 経営状況は良好か 

業務実績 類似業務の請負実績はあるか 

 

イ 企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価内容 

業務に対する基本的な考え方 ・情報紙の事業目的、概要を理解した上で編集する姿

勢があるか 

業務の運営管理について ・スタッフ体制など、業務の遂行体制は妥当か 

デザイン・編集 ・読みやすく魅力的な紙面構成の工夫があるか 

・原稿の作成、データの送付、校正・確認の方法につ

いて、区の作業の省力化が図られているか 

企画の妥当性 ・区が発行する情報紙としてふさわしい内容、区民が

興味を惹く企画が提案されているか 

制作スケジュール ・最新情報を反映して編集するスケジュールを組める

かどうか 

・緊急を要する記事の修正、差し替えなどの対応が取

れるか 

費用対効果 ・所要経費の積算は妥当か 

プレゼンテーション・ヒアリング ・説明に説得力があるか 

・質問の受け答えが的確か 

・業務に対する取組姿勢が適切で、意欲があるか等 



 

（２）審査方法 

  本プロポーザルは二段階審査方式で実施します。 

ア 第一次審査(書類審査) 

提出された企画提案書等に対し、会議で第一次審査を実施し、第一次審査通過者を選定

します。(３者程度) 

イ 第一次審査の結果は、平成 29年２月下旬に、第一次審査参加事業者者すべてに対して

通知します。 

ウ 第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査) 

第一次審査通過者に対し、選定会議が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候

補者を選定します。 

（３）受託者候補者選定結果通知 

平成 29年 3月下旬に、第二次審査参加事業者すべてに対して通知します。 

※ 非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができます。 

 

８ 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格を満たさなくなった場合 

（３）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があったと認められ

る場合 

 

９ その他留意事項 

（１）本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、

その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円とします。 

（３）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。 

（４）提出された企画提案書については返却いたしません。 

（５）本企画提案について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、企画

提出書類等を公開することがあります。 

（６）契約の締結にあたっては、区指定の標準契約書を使用します。 

（７）本プロポーザルにより選定された受託者候補者が区と契約を締結する場合において、業

務の全部を一括して第三者に委託することを禁止します。業務の一部を第三者に委託しよ

うとするときは、あらかじめ区の承諾を必要とします。 

（８）参加事業者が本プロポーザルを途中で辞退する場合は、速やかに「１０ 担当課」に連絡

をしてください。 

（９）本プロポーザルにより選定された受託者候補者が、「８ 参加事業者の失格」に該当する



ことが判明した場合、又は契約締結交渉が不調となった場合若しくは辞退した場合、次順

位の参加事業者と契約締結交渉をするものとします。 

（10）本件の契約期間は、契約の締結の翌日から平成 30年 3月 31日までの１年間としますが、

履行評価等により業務が適切に行われていると区が判断する場合は、契約期間（１年間）

を最大４回まで更新できるものとします。 

（11）本件は、平成 29年度予算案が杉並区議会で可決し、予算が成立した場合に契約を締結し

ます。 

 

１０ 担当課 

〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1 

杉並区 区民生活部 文化・交流課  担当 武田（文化芸術情報紙） 

                   大下（交流自治体情報紙） 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時（土、日、祝日除く） 

電 話 03-5307-0734（直通） 

ＦＡＸ 03-5307-0683 

E-Mail bunka-k@city.suginami.lg.jp 

 



別紙１ 

業 務 説 明 書 

 

１ 業務名 

杉並区文化芸術・交流自治体情報紙 デザイン・編集製作等業務 

 

２ 業務概要 

杉並区が発行する文化芸術・交流自治体情報紙における紙面データの製作を行う。 

製作にあたっては、 

(1) 文化芸術情報紙では、区ゆかりのアーティストインタビューや区の文化芸術情

報等の特集・企画記事を作成し、媒体価値を高め、多くの区民に親しまれ、読

まれる紙面 

(2) 交流自治体情報紙では、各自治体の食・文化・自然・歴史・ものづくり等の特

色ある｢とっておきの情報｣を発信し、国内旅行や区民の余暇活動の充実を支援

する紙面 

となるよう、読みやすく目を引く魅力的な紙面構成とすること。 

 

３ 業務の履行 

(1) 履行期間 契約締結の翌日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

(2) 履行場所 杉並区役所及び区の指定する場所 

 

４ 情報紙について 

(1) 発行回数及び発行日  

①文化芸術情報紙「コミュかる」 年６回、奇数月発行 

②交流自治体情報紙「てくてく」 年２回 ６月及び１０月発行  

発行日は各月 21日とする。 

 

(2) 紙面設計（参考数値） 

①仕上がりサイズ(タブロイド判) 273mm×406mm 

②版面サイズ(印刷可能な最大範囲) 245mm×373mm 

③余白 左右各 14mm 天地 16.5mm 

＊ 平成 29 年度別途契約する印刷事業者と協議の上、紙面設計を行うこと。 

(3) 頁数 タブロイド版 4 頁（右綴じ） 

(4) 紙面の色 全４頁 フルカラー 

(5) 紙面構成  全４頁  

表は基本的な紙面構成。提案内容に応じた変更は可能 

 ①文化芸術情報紙「コミュかる」 

内容 頁分量 原稿・素材 

特集・企画記事 1 頁程度 受託事業者作成 

杉並公会堂、座・高円寺関係記事 1.5 頁程度 区から原稿・素材提供 



第 2 特集（大きなイベント情報等） 0.5 頁程度 区から原稿・素材提供 

団体等活動情報 0.5 頁程度 区から原稿・素材提供 

その他(小記事など) 0.5 頁程度 受託事業者作成 

②交流自治体情報紙「てくてく」 

内容 頁分量 原稿・素材 

特集記事 1.5頁程度 区から原稿・素材提供 

交流自治体イベント情報 1頁程度 区から原稿・素材提供 

区内イベントカレンダー 0.5頁程度 区から原稿・素材提供 

交流協会記事 0.5頁程度 区から原稿・素材提供 

その他（小記事など） 0.5頁程度 受託事業者作成 

 (5) データ(組版ソフトウェア) 

次に掲げる中から組版ソフトウェアを用いて紙面データを製作すること。 

① アドビシステムズ株式会社 Illustrator または InDesign 

② キャノン IT ソリューションズ株式会社 EDICOLOR 

③ その他区が別に契約する印刷会社の指定するソフトウェア 

(6) 参考紙 

本業務は、杉並区文化・芸術情報紙「コミュかる」及び交流自治体情報紙「て

くてく」の発行を継続して行うものである。現行の情報紙「コミュかる」及び「て

くてく」がどのような媒体かは、下記 URL からダウンロードして確認すること

ができる。 

「コミュかる」 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/bunka/johoshi/index.html 

「てくてく」 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/bunka/tekuteku/index.html 

 

５ 編集・デザイン 

(1) 編集会議 

毎号編集会議(最低年 8 回)を開催し、発行までのスケジュールを提示し、区担

当者と十分打ち合わせること。打ち合わせた内容に基づき、デザイン、編集、取

材などの製作進行管理を行うこと。 

(2) 取材・原稿作成 

① 文化芸術情報紙では、編集会議に向けて特集・企画記事について複数の企画

案を提示することとし、編集会議にて決定した特集・企画記事（アーティスト

インタビュー、杉並ゆかりの文化芸術情報等）について、必要に応じてプロフ

ェッショナルのカメラマン及びライターを手配し、取材、撮影、原稿作成を行

うこと。 

② 交流自治体情報紙では、原稿の一部リライト及び必要に応じ電話等での追加

取材を行うこと。 

 (3) 原稿、素材等の調整管理作業 

① 原稿及び素材（区、杉並公会堂、座・高円寺その他文化芸術活動者及び交流

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/bunka/johoshi/index.html
http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/bunka/tekuteku/index.html


自治体が提出したもの）は、電子メールまたはオンラインストレージサービス

もしくは外部記録媒体等によって受託事業者に引き渡すので、確実に保管し紙

面の作成に供すること。 

② 写真、画像などの素材は、必要に応じて明度、色調調整、トリミング等のレ

タッチ及びコピーライト表示などの加工を行うこと。 

 (4) デザイン・紙面の作成 

① 受託事業者は、区から引き渡された原稿データ及び取材・作成した原稿から

情報紙データを作成すること。 

② 編集会議の結果を踏まえ、文書表現の確認及び修正、紙面のレイアウト、デ

ザインを行うこと。 

③ 情報紙タイトルロゴの位置や色調は、発行号に応じて最適なものに設定する

こと。 

④ 紙面全体にわたりユニバーサルデザインの原則に則り、ＵＤフォントの使用

など読み取りやすい紙面展開を図ること。また、記事の視認性、検索性を高め

るために適切なグルーピング、配色、見出しの設定を行うこと。 

⑤ 受託事業者は、提出された記事におけるリード文、サブタイトルなどのほか

に、必要に応じて読者の目を引く見出し、カット、表現を用いて記事等に反映

させること。 

⑥ 前号のカットは、プロのイラストレーターが記事に合わせ適宜描きおろした

ものを掲載すること。 

(5) 校正・確認作業 

① 受託事業者は前項で作成した原稿データを区に送り、最低 3 回の校正作業を

行うこと。 

＊ 受託事業者は印刷会社に原稿データの入稿をする前に、区に原稿データの

提出を行い、承認を受けること。 

② 専門の校正担当者による誤字の訂正、脱字の挿入、文書表現上の明確な誤り

の訂正、色、版ズレ等の校正を行うこと。 

③ 記事中の電話番号、Fax 番号、電子メール・ウェブサイトアドレス等がない

か、電話連絡、通信等により確認し、修正を行うこと。 

④ 校了後であっても、印刷所から必要な修正を求められたときは、原稿データ

の修正を行い再入稿すること。 

⑤ 印刷会社から出たプルーフ色校を確認し、必要な場合は原稿データの修正を

行い再入稿すること。 

 

６ 納品及び成果品 

(1) 印刷会社への入稿 

原稿データは、区の確認を得て、区が指定する印刷会社が希望する組版ソフト

ウェアのデータ形式に基づいて入稿すること。 

＊ 提出書類 No.7「編集スケジュール」（書式自由）に次の 3 回分（5、6、7

月号）のスケジュールを記載すること。 



 

号数 印刷会社へのデータ入稿日(予定)＊ 

コミュかる 5月号（5/21発行） ５月 11日 

てくてく 6月号（6/21日発行) ６月９日 

コミュかる 7月号（7/21発行) ７月 11日 

＊ 印刷会社へのデータ入稿日は、発行日から遡っておおむね 10 日（土・日・

祝日を除く）前とするが、平成 29 年度に区が別途契約する印刷業者によっ

て前後する。 

(2) 区への納品 

印刷会社に入稿した組版ソフトウェアの最終データ及び PDF 形式の最終デー

タ（2MB 程度までとする）を区（杉並区阿佐谷南一丁目 15 番 1 号 杉並区役所

本庁舎）に納品する。 

 

７ 特記事項 

(1) 受託事業者は、本業務の担当者を配置し、年間を通して紙面製作に関する連

絡・相談・調整ができる体制を組むこと。 

(2) 情報紙の性格上、緊急を要する記事の修正、差し替え、組み換えの指示を受

けた場合には、速やかにこれに対応すること。 

  (3) 本情報紙の原稿データ（文章、イラスト、図版、写真等）は、情報紙および

区管理、その他区刊行物に掲載ができるよう必要な権利処理を行うこと。 

(4) 本契約の履行過程で生じた成果物、著作物に関する著作権は全て区に帰属す

るものとする。 

(5) 代金の支払は、分割払いとする。毎号発行後、受託事業者からの請求に基づ

き支払うものとする。 

(6) その他仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度区と協議

するものとする。 



別紙２ 

提 出 書 類 一 覧 

正本１部 副本７部 提出 

No 提出書類 
提出欄 

提出したものに「○」 
区確認欄 

１ 事業者概要【様式２】 
  

２ 
直近 1 年分の財務諸表 

（収支決算書、貸借対照表、損益計算書） 

  

３ 企画提案書【様式３】【様式３-１】 
  

４ 
見本紙（タブロイド判）※ 

文化芸術情報紙・交流自治体情報紙の２種 

  

５ 委託見積書 
  

６ 
編集スケジュール 

「コミュかる」5・７月号「てくてく」6 月号 

  

７ 同種・類似業務の実績一覧・見本 
  

 

※ No.４の見本紙について 

 ①文化芸術情報紙「コミュかる」28号（平成 28年 11月発行）をもとに作成してく

ださい。ただし１面企画・特集記事は、タイトルロゴ「コミュかる」のデザイン

を含め自由に作成してください。（ダミー可）また、２～４面の紙面構成の配置

を変更しても構いません。 

 ②交流自治体情報紙「てくてく」１号（平成 28 年 6 月発行）をもとに作成してく

ださい。「てくてく」のロゴは変更しないでください。 

素材(画像データ)が必要な場合は、担当課でお渡しいたします。（素材は見本紙製

作の使用に限ります。） 

 

【注意事項】 

① 提出部数は、正本 1 部と副本７部をそれぞれ製本(ファイル等で綴じる)し、提

出してください。 

② 副本については、添付した表紙を除き、参加者が特定できるような名称、ロゴ

マーク等は使用しないでください。 

③ 提出書類（見本紙を除く）は、基本的に A４とします。 

④ 見積書は任意様式とします。宛名は「杉並区地域活性化担当部長」宛にしてく

ださい。 



様式１ 

 

質 問 書 

 

平成 29年 2月 日 

 

杉並区区民生活部地域活性化担当部長 宛 

 

所在地  

名称  

代表者名  

担当者名  

所属・役職  

電話番号  

E－mail  

 

 

杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務公募型プロポーザルに

ついて、以下の項目を質問します。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

※質問書は、平成 29年 2月 6日(月)午後 5時までに、電子メールで提出してください。 

※件名は「情報紙プロポーザル問合せ（事業者名）」としてください 

 

 

事務局：杉並区区民生活部文化・交流課 担当 武田 

所在地：杉並区阿佐谷南 1－15－1 区役所西棟７階 

   電 話：03－5307－0734 

   E-mail：bunka-k@city.suginami.lg.jp 

 



様式２ 

 

事 業 者 概 要 

 

項目 記載内容 

１ 名称  

２ 代表者名  

３ 所在地  

４ 電話番号  

５ FAX番号  

６ URL  

７ 設立年月日  

８ 資本金  

９ 従業員数  

10 事業者の沿革  

11 主な事業内容  

 

※ 事業概要、会社案内などを添付してください。  



様式３ 

企 画 提 案 書 

 

平成 29年 月 日 

 

杉並区区民生活部地域活性化担当部長 宛 

 

杉並区が平成 29 年 2 月 1 日に公表した杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイ

ン・編集製作等業務公募型プロポーザルに応募しますので、企画提案書及び下記添付

書類を提出します。 

なお、受託者候補者に選定された場合は、情報紙デザイン・編集製作等業務に係る

契約の締結に向けて、信義に従って誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓約し

ます。 

 

 

所 在 地  

名   称  

代表者名  印 

 

記 

 

１ 本件業務の担当者及び連絡先 

担当者氏名： 

所属・役職： 

電 話 番 号： 

ＦＡＸ番号： 

Ｅ - m a i l : 

 

２ 添付書類及び提出部数 

  別紙２「提出書類一覧」のとおり 

 



様式３－１ 

杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務 

公募型プロポーザル企画提案書 

 

① デザイン・編集製作等業務に対する基本的な考え方を記入してください。 

 

② 業務の運営管理について 

業務責任者、その他の従事者の人数、配置体制、経験（業務クオリティ）、区及び緊

急時の連絡体制について記入してください。 

業務責任者 

氏名 業務歴 

  

その他の従事者 

作業項目 人員配置＜所属・人数・経験人数＞ 

〔例〕○○作業 〔例〕Ａ社正規職員 1名（経験 10年） 

区及び緊急時

の連絡体制 

 

③ デザイン等について具体的な提案を記入してください。 

見本紙のデザインコン

コンセプトについて 

 

カット、見出しの作成

について 

 

④ 文化芸術情報紙における、特集・企画記事及び小記事の制作について具体的な提

案を記入してください。 

 

⑤ 交流自治体情報紙における、特集記事及び小記事の制作について、具体的な提案

があれば記入してください。 

 

⑥ 編集について 

区から提供する原稿・素材等の引渡しの方法及び校正の方法について提案を記入して

ください。 

 

⑦ 経費について 

見積書のコスト算定について内訳等の説明を記入してください。 

 

 


