
「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」提案書作成要領 

 

 本業務における提案書作成要領は次のとおりです。 

 

１ 件名 

 広報よこはま港南区版デザイン編集委託 

 

２ 業務の概要について 

 「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」業務説明資料のとおり 

 概算業務価格（上限）は、約３，７００，０００円（税込）です。なお、提案書提出時に

は参考見積書を提出するものとします。 

 

３  参加に係る手続 

(1) 参加意向申出書（様式１）の提出 

 ア 提出期限  平成 30 年 11 月 26 日（月）午後５時まで（必着） 

 イ 提出方法  持参又は郵送 

  ウ 提出先    横浜市港南区総務部区政推進課広報相談係 担当 能勢 

    〒233-0003 横浜市港南区港南四丁目２番１０号 

    電話番号：045-847-8322 

ファクス番号：045-846-2483 

    電子メールアドレス：kn-kouhou@city.yokohama.jp 

(2) 提案資格確認結果の通知 

参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められた者及び認められなかった

者に対して、その旨及びその理由を書面により通知します。 

ア  通知日及び方法  平成 30 年 12 月３日（月）発送 

提案資格が認められた者には、提案書作成に使用する資料（原

稿等）をあわせて郵送します。 

イ  その他  提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により理

由の説明を求めることができます。なお、書面は本市が通知を発送した日

の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日後の午後５時までに参加意向申出

書提出先まで提出しなければなりません。 

本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日

以内に説明を求めた者に対し書面により回答します。 

 

４ 質問書（要領－１）の提出 

 本要領等の内容について疑義のある場合は、次により質問書を提出してください。質問内

容及び回答は、提案資格が認められた者全員に通知します。 



なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。 

(1) 提出期限   平成 30 年 12 月 10 日（月）午後５時（必着） 

(2) 提出先  ３(1)に同じ 

 (3) 提出方法  ファクス又は電子メール（電話で着信確認を行ってください。） 

(4) 回答送付日及び方法  平成 30 年 12 月 17 日（月）ファクスによる 

 

５ 提案書類の提出 

(1) 提出物 

ア 提案書 

(ｱ) 「提案書」（様式５） 

(ｲ) 業務実績・バックアップ体制記入票 

(ｳ) 制作物（Ａ３サイズ５枚） 

(ｱ)を表紙とし、一式提出してください。 

なお、契約締結後は、「提案書」にてご報告いただいた貴社デザイナー及びイラストレ

ーター本人と、直接業務を進めていくことになりますので、あらかじめご了承ください。 

イ ＣＤ 

制作物の内容をＰＤＦ(Portable Document Format)ファイル化し、ＣＤに保存したも

のを１枚提出してください。 

ウ 見積書 

消費税を計算していないもの１通を提出してください。 

(2)  提出先  ３(1)に同じ 

(3)  提出期限  平成 30 年 12 月 25 日（火）午後５時まで 

(4)  提出方法  持参または郵送 

（5） その他  原稿等の配布資料は、提案書類提出時に返却してください。 

  

６ 制作物について 

(1) 制作枚数 

   計５枚 

（内訳） 

 ５面（表紙・地域通信）：Ａ３縦サイズに印刷したもの１枚  

６面（区役所からのお知らせ（囲み記事））：Ａ３縦サイズに印刷したもの１枚 

 ８・９面（特集）：見開きでＡ３横サイズに印刷したもの１枚及び 

各面をＡ３縦サイズに印刷したもの計２枚 

(2) 仕様 

タブロイド版サイズ（完成品と同様の形態）、全ページ４色刷り 

(3) 内容 

   内容の基になる資料（原稿等）は、提案資格が認められた者に対して送付します。 



ア ５面の指定項目について 

(ｱ) 題字（こうなん） 

(ｲ) 発行年月・号数、発行ナンバー、発行元 

(ｳ) 区役所の所在地・連絡先・開庁時間・ホームページ情報 

(ｴ) 区のシンボルマーク 

(ｵ) 人口と世帯数 

イ 原稿等について 

(ｱ) タイトルと本文 

指定原稿に基づき、内容にあった構成でレイアウトしてください。 

(ｲ) 写真・画像 

指定原稿に基づき、お渡しした写真・画像を挿入してください。トリミングや大き

さ等は自由です。 

(ｳ) イラスト 

指定原稿に基づき、オリジナルのイラストを作成し、配置してください。指定のも

の以外にも適宜挿入していただいて構いません。 

ウ 各ページ上部の「はしら」部分には、「港南区版」、「広報よこはま 2019（平成 31）

年１月号」及びページ数をレイアウトしてください。 

エ 色について、指示のない場合は特に指定するものではありませんので、適宜配色して

いただいて構いません。 

オ その他、資料に基づき、紙面内容にあった写真、イラストなどによる紙面構成を行っ

てください。 

 

７ 審議・評価等について 

  本プロポーザルの実施及び特定等に関する審議・評価等は、次の委員会で行います。 

名  称 
港南区第二入札参加資格審査・ 

指名業者選定委員会 

広報よこはま港南区版デザイン 

編集委託プロポーザル評価委員会 

所掌事務 

プロポーザル方式による受託候

補者選定の実施、受託候補者の決

定に関すること 

提案書の評価・受託候補者の特定に

関すること 

委  員 

副区長、総務課長、地域振興課長、

福祉保健課長、高齢・障害支援課

長、保険年金課長 

 

副区長、福祉保健センター担当部

長、総務課長、区政推進課長、地域

力推進担当課長、地域振興課長、福

祉保健課長、高齢・障害支援課長、

こども家庭支援課長 

 

８ 特定等に関する通知 

提案書を提出した者のうち、受託候補者に特定された者及び特定されなかった者に対して、



その旨及びその理由を書面により通知します。 

(1) 通知日及び方法   平成 31 年２月 15 日（金）までに発送 郵送による 

（2） その他  特定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により特定されなかった

理由の説明を求めることができます。なお、書面は本市が通知を発送した日の

翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日後の午後５時までに提案書提出先まで提

出しなければなりません。 

本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日以内

に説明を求めた者に対し書面により回答します。 

 

９ その他 

(1) 費用 

提案書の作成及び提出等に係る費用は貴社の負担とします。 

(2) 無効となる提案書 

ア 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ 「５ 提案書類の提出」に示された条件に適合しないもの。 

ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 本プロポーザルに関して委員会委員との接触があった場合。 

(3) 提案書の取扱い 

ア 提出された提案書は、受託候補者の特定以外に提出者に無断で使用しないものとしま

す。 

イ 提出された提案書は、公正性、透明性を期すために、「横浜市の保有する情報の公開

に関する条例」等関連規定に基づき公開することがあります。 

ウ 提出された提案書は、受託候補者決定後、今後の業務の参考に資するため、提案書提

出者のうち希望者に対し、所定の期間、提出された全提案書について閲覧に供します。 

エ 提出された書類は、受託候補者の決定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製

を作成することがあります。 

オ 提案書の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。 

カ 提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効とするとともに虚偽の記載をし

た者に対して、本市各局区の業者選定委員会において選定を見合わせることがあります。 

キ 提出された書類は返却しません。 

(4) 手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 

日本語 

イ 通貨 

日本国通貨 

(5) 受託候補者決定後の注意点 



ア 受託候補者に決定した提案書の提出者とは、後日、予算の範囲内で業務委託契約を締

結します。 

イ 契約後の制作は、原則として、提案書を作成したデザイナー及びイラストレーターが

提案内容に準じて行うこととします。ただし、プロポーザルは受託候補者の決定を目的

として実施するものであり、契約後の業務は必ずしも提案内容のとおりに実施するもの

ではありません。 

ウ ページ構成や各ページのレイアウトは、別紙「広報よこはま港南区版 基本レイアウ

ト」のとおりとし、契約締結後改めて提示する仕様書等に基づいて制作していただきま

す。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において修正を行うことがあります。 

(6) 契約書作成の要否 

  要する。 

 (7) その他 

ア 提案書作成のために本市が提供した資料は、本市の了解なく公表及び使用することは

できません。 

イ 提案書の提出は、１社につき１案とします。 

ウ 提案書の提出後、契約締結までの手続期間中に指名停止となった場合、又は、平成 31

年４月１日以降有効の一般競争有資格者名簿に掲載されなかった場合には、以後の本件

に関する手続の参加資格を失うものとします。 

なお、受託候補者として選定されている場合は次順位の者と手続を行います。 

  エ 本業務は、平成 31 年度横浜市予算案の議決を停止条件とする案件です。予算の議決

がなされないときは、成立しません。 

 



広報よこはま港南区版 基本レイアウト 

 

広報よこはま全 16 面のうち、５～12 面が区版となり、区版は市版に挟まれる。 

※区版増ページ時（４月号）は、「福祉保健センターからのお知らせ」（挟み込み、４ペー

ジ）が加わる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面 記事 内容・固定表記 

１ 

題字 ※５面の題字と同じデザイン 

区版情報 

スペース 

【内容】 

・当月の区版の特集・地域通信の内容を紹介 

・幅 81mm×高さ 100mm 

【固定表記】 

・「５～12 ページは港南区版です」※市版増ページ時には変更あり 

５ 地域通信 

【内容】 

・地域活動の事例紹介やまちの今昔など 

・写真３～８点、テキスト 500 字程度 

【固定表記】 

・題字（こうなん） 

・発行年月、発行号数、発行ナンバー、発行元 

・区役所の所在地・連絡先・開庁時間・ホームページ情報 

・区のシンボルマーク、人口と世帯数 

・地域通信のロゴ 

６ 

区役所からの 

お知らせ 

【内容】 

・新制度や区の事業などを、写真やイラストを交えて紹介 

・６面は３～６件の囲み記事を掲載 

・７面は１～３件の囲み記事及び流し記事「イベントなどの情報」「福

祉保健センターからのお知らせ」 

【固定表記】 

・「区役所からのお知らせ」（タイトル）と説明 

・凡例（流し記事に使用するアイコンと説明） 

７ 



８ 
特集 

【内容】 

・区として特に周知したい事業などを掲載 

・通常見開き使用、月によっては片面ずつ２本の特集 ９ 

10 

施設からの 

お知らせ 

・ 

ひまわり広場 

【内容】 

・施設からのお知らせ及びひまわり広場（区民投稿欄）（いずれも流

し記事）、月によっては囲み記事を掲載 

【固定表記】 

・「施設からのお知らせ」（タイトル）と説明 

・凡例（アイコンと説明） 

・施設情報（施設名、連絡先等） 

・「ひまわり広場」（ロゴ）と説明 

【備考】 

・10・11 面下段に広告枠あり（幅 241mm×高さ 70mm） 

11 

12 

 

 区版増ページ（４月号挟み込み） 

面 記事 内容・固定表記 

１ 

港南福祉保健

センターから

のお知らせ 

【内容】 

・制度の説明や年間の健診日程等を表形式等で掲載 

【固定表記】 

・「港南福祉保健センターからのお知らせ 平成 31 年度 保存版」（タ

イトル） 

・目次 

・港南福祉保健センターの所在地・連絡先・ホームページ情報 

・ページ数 

【備考】 

・港南区広報相談係職員のほか、福祉保健課職員が担当 

・編集・校正日程は、通常ページとは別に打ち合わせにより決定。完

全版下原稿の印刷会社への入稿及び色校正は、通常ページと同時に

行う。 

２ 

３ 

４ 

 



 

「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」受託候補者特定等に係る実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 港南区入札参加資格審査・指名業者選定委員会要綱第８条に基づき、「広報よこは

ま港南区版デザイン編集委託」の受託候補者をプロポーザル方式により特定する場合の

手続等については、横浜市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱及び横浜市委託に関

するプロポーザル方式運用基準に定めがあるもののほか、この実施要領に定めるものと

する。 

 

（審議事項） 

第２条 港南区第二入札参加資格審査・指名業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

の審議事項は、次のとおりとする。 

(1) プロポーザルの実施に関する審議 

ア 提案資格の決定 

イ 広報よこはま港南区版デザイン編集委託プロポーザル評価委員会（以下「評価委

員会」という。）の設置 

ウ 評価方法の決定 

エ その他必要と認める事項 

(2) 受託候補者特定に関する審議 

ア 評価委員会の評価結果の審査 

イ 受託候補者の特定 

ウ 評価結果の通知及び公表 

エ その他必要と認める事項 

 

（実施の公表） 

第３条 実施の公表にあたっては、本実施要領、「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」

提案書作成要領、「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」提案書評価基準及び「広報

よこはま港南区版デザイン編集委託」業務説明資料により、次の各号に掲げる事項につ

いて明示するものとする。 

(1) 当該事業の概要 

(2) プロポーザルの手続 

(3) プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項 

(4) 評価委員会及び評価に関する事項 

(5) その他必要と認める事項 

 

（提案書の内容） 

第４条 提案書の内容は、「広報よこはま港南区版デザイン編集委託」提案書作成要領によ

る。 



 

 

（評価） 

第５条 受託候補者を特定するための評価事項は、「広報よこはま港南区版デザイン編集委

託」提案書評価基準による。 

 

（評価委員会） 

第６条 評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。 

(1) 提案書の評価 

(2) 評価項目・着眼点及びそのウエイト並びに評価基準の確認 

(3) 評価の集計及び報告 

２ 評価委員会には、委員長を置き、次のとおりとする。 

   委員長 港南区福祉保健センター担当部長 

   委員  港南区副区長、港南区総務課長、港南区区政推進課長、港南区地域力推進

担当課長、港南区地域振興課長、港南区福祉保健課長、港南区高齢・障害

支援課長、港南区こども家庭支援課長 

   事務局 港南区区政推進課広報相談係 

３ 評価委員会は、委員の５分の４の出席がなければ開くことができない。 

４ 評価委員会を欠席した評価委員は、別途事務局から評価委員会の議事内容の報告を受

け、提案書の採点を行う。 

５ 委員長は、評価結果を業者選定委員会に報告するものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 30 年 11 月６日から施行する。 

 

（この要領の失効） 

２ この要領は、平成 31 年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 


