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大学生が業者決定！？ 
「神戸医療産業都市 市民向けパンフレット」制作にかかる 

公募型プロポーザルの実施 
 

1. 事業目的 

神戸医療産業都市について、取り組みの目的や意義、成果などを市民の方にわかりやすく伝えるための新

たなパンフレットを作成します。作成には地元の大学生（※神戸ソーシャルキャンパス所属）に参画いた

だき、今回のコンペの審査員も大学生にも務めていただきます。市民目線で、神戸医療産業都市を身近に

感じてもらえる内容や構成を企画し、市民の認知度向上を目指します。 

 

2. 主な委託業務内容 

新規パンフレット制作に関する業務一式を担当いただきます。印刷製本は業務に含まず、データ納品

までを委託します。詳細は別添「仕様書」をご参照ください。 

（制作仕様）Ｂ５サイズ・カラー・ページ数１６ページ～２０ページ程度 

 

3. 大学生の参画内容について（仮） 

発注仕様書制作、事業者コンペ採点、パンフ制作（編集会議参加、研究者へのインタビュー、等） 

制作後の完成発表、ＳＮＳを活用した広報活動、等 

 

4. 事業規模(上限規模) 

金 2,000,000円(税込) 

 

5. 委託契約期間(予定) 

契約日から 2021年 2月 12日（金） 

 

6. 応募手続き 

別添、公募要領よりご確認下さい。 

 

7. 主なスケジュール 

質問受付締め切り     2020年 10月 20日（火） 

提出書類提出期限       2020年 10月 26日（月）必着 

結果通知・契約締結    2020年 11月 6日（金）頃（予定） 

業務完了         2021年 2月 12日（金） 

 

※神戸ソーシャルキャンパスについて 

学生の「学街活動」をサポートする拠点。学生の学外活動を支援することで、学生に成長する場を与

えるだけでなく、若者が持つチカラを地域に還元し、よりよい神戸を作っていくことを狙っていま

す。（参考：https://kobesocialcampus.net/） 

神戸ソーシャルキャンパス活動風景 

https://kobesocialcampus.net/


「神戸医療産業都市 市民向けパンフレット制作」委託事業者 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１） 目的 

神戸医療産業都市について、取り組みの目的や意義、成果などを市民にわかりやすく伝えるた

めの新たなパンフレットを作成する。市民目線で、神戸医療産業都市を身近に感じてもらえる

内容や構成を企画し、市民の認知度向上を目指す。 

（２） 業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（３） 委託料 

上限 2,000 千円（消費税含む） 

（４） 契約期間 

契約日から 2021年 2月 12日（金） 
 

２ 提出書類（各 10部） 

⚫ 企画提案書（以下の内容について盛り込むこと/自社名を記載しないこと） 

・テーマ、コンセプト、パンフレットタイトル案 

・デザインイメージ 

・業者提案企画内容（仕様書参照） 

・事業実施体制、工程スケジュール 

⚫ 同種事業の受注実績（自社名を記載しないこと） 

⚫ 事業費見積書（２部で可/インタビュー等、実施回数で金額が変動する場合は単価を明記す

ること） 

⚫ 会社概要（２部で可） 

 

３ 提出先 

  「５ スケジュール」に定める提出期限までに、下記提出先まで持参もしくは書留にて郵送す 

ること。 

【提出先】 

〒650-0047  

神戸市中央区港島南町１丁目５番地２号 神戸キメックセンタービル７Ｆ 

   公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター  

都市運営・広報課  TEL：078-306-2231 

 

４ 選定方法 

   提出書類に基づいて、選定委員による審査により選定する。選定にあたっては、以下の点に

ついて評価を行う。 

⚫ 提案内容（デザイン含む）の魅力 

⚫ 受託者としての適性・同種事業の実績 

⚫ 提案内容の実現可能性 

⚫ 事業費 

 

５ スケジュール 

質問受付締め切り     2020年 10月 20日（火） 

提出書類提出期限       2020年 10月 26日（月）必着 

結果通知・契約締結    2020年 11月 6日（金）頃（予定） 

業務完了         2021年 2月 12日（金）           

※質問は E-mail （kbic-pr@fbri-kobe.org）あて、別紙【様式 2】でのみ受付けます。 

 

mailto:kbic-pr@fbri-kobe.org


 

６ 参考情報 

  ●神戸医療産業都市 ポータルサイト 

  https://www.fbri-kobe.org/kbic/ 

 

    ●神戸医療産業都市 PR動画 

    https://www.fbri-kobe.org/kbic/movie/ 

 

  ●神戸医療産業都市 情報誌等出版物 

  https://www.fbri-kobe.org/kbic/download/ 

 

７ 特記事項 

・提出書類の作成、提出、その他本件に関する一切の費用は、すべて提案者の負担とします。 

・提出後の修正、変更は認められません。 

・提出書類の著作権は提案者に帰属しますが、発注者が事業者の選定等で必要と認める場合は、 

提出書類の複製、公表をできるものとします。 

・提出された書類は一切返却いたしません。 

・審査に関する事項については、一切お答えできません。 

        

 

 以 上 

 

https://www.fbri-kobe.org/kbic/
https://www.fbri-kobe.org/kbic/movie/
https://www.fbri-kobe.org/kbic/download/


【様式１号】 

 

「神戸医療産業都市 市民向けパンフレット制作」委託事者 

公募型プロポーザル 参加申込書 

 
 

 

2020年  月   日 

 

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 宛 

 

所在地：                     

企業・団体名：                     

代表者役職・氏名：                 印   

 

 

「神戸医療産業都市 市民向けパンフレット制作」公募型プロポーザルに参加するため、別紙のと

おり企画提案書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

担
当
者 

所属  

氏名  

電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  



【様式２号】 

 
「神戸医療産業都市 市民向けパンフレット制作」委託事業者 

公募型プロポーザルに関する質問書 

 
企業・団体名  

代表者職氏名  

担当者職氏名  

メールアドレス  

電 話 番 号   

F  A  X  番 号  

 

質  問  内  容 

 

※ 2020年 10月 20日（火）17時までに提出のこと。期限を過ぎたものは受け付けません。 

※ 質問項目が多い場合は、本様式を適宜複写して利用すること。 
 



神戸医療産業都市 市民向けパンフレット制作 仕様書 

 

１．業務概要 

神戸医療産業都市（以下、KBIC）について、市民にわかりやすく説明するパンフレットを新規

に制作する。制作に関しては、受託事業者自らが、下記制作チームの意見を取りまとめ・反映し

たうえで進捗管理を行い、主体的に取り組むこととする。進捗状況については、適宜委託者に報

告し、方針確認を行いながら進めること。 

 

  （制作チーム） 

  ・神戸医療産業都市推進機構 

  ・神戸市 

  ・大学生（神戸ソーシャルキャンパス所属） 

  ・受託事業者 

 

２. 委託内容 

⚫ 制作に関する企画・デザイン・進捗管理等、制作業務一式 

（委託者及び制作チームの意向を踏まえたうえで、制作を進めること。） 

⚫ 制作チームでの編集会議（４回程度）の開催、意見集約、企画への反映 

⚫ イラスト制作・ライティング・撮影等、編集作業に関する業務一式 

（インタビュー対応４日程度、写真撮影日数２日程度は見積り・工程に含むこと） 

⚫ 全コンテンツの使用に関する著作権処理 

⚫ モデル手配等、制作にかかる契約 

⚫ 大学生によるインタビュー同席、アレンジ、ライティング補助（2件程度） 

⚫ その他、編集会議で決定した事項及び必要なウェブミーティング等の開催など 

 

３．掲載内容（予定）※詳細は契約後の編集会議で順次決定いたします。 

神戸医療産業都市の取り組みや成果をわかりやすく、紹介する写真やイラスト、文章を盛り込

み、以下の内容について、市民目線で制作する。（文章など、掲載内容の難易度は一般の中学生で

も無理なく読むことが出来るレベルとする。） 

 

【導入】神戸医療産業都市とは（場所や目的、進出企業数など） 

【エリア紹介】バイオ、メディカル、シミュレーションエリアの紹介 

【取組み紹介】市民に身近なトピック３項目程度紹介 

【市民の声】アンケート等による市民からのメッセージ紹介など 

【大学生企画】学生によるインタビュー（２名程度） 

【業者提案企画】※公募申請時に企画書にて提案すること。 

【寄付金募集】寄付金に関する案内、メッセージ 

【最終】問合せ先、ホームページ等紹介 

 

４. 体裁 

 Ｂ５サイズ・カラー 

ページ数：１６ページ～２０ページ程度 

 

５. 納品形体 

   ・印刷用完全データ 

   ・アウトラインを解除した編集可能なデータ 

   ・HPに掲載可能な PDFおよび jpgファイル 

※企業数など変更する数値については、今後の更新の便を踏まえた構成とすること 

※デザインや文章のわかりやすさの他、文字数、文字の大きさまで読み手を意識した構成とす

ること 

※著作権および 2次使用の権利は発注者に帰属するものとする。 



 

６. 委託期間 

契約日から 2021年 2月 12日（金） 

 

７. 委託料支払い 

納品月翌月末に一括払い。 

  
以 上 


