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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 塚口・西田 
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神戸医療産業都市推進機構「再生医療産業化フォーラム」 
メディア発信強化事業 公募型プロポーザルの実施 

 

1. 事業目的 
テレビ・新聞、インターネット等のメディアを通じて、神戸医療産業都市における先進的な取り組みを広

く発信し、神戸医療産業都市の知名度を向上するため、2021年 1月 20日に開催する「再生医療産業化フ

ォーラム」について、記事や番組として取り上げてもらうための活動を戦略的に実施する。 

 

2. 主な委託業務内容 
主に関連業界（医療業界、アカデミア、産業界）に対する露出獲得を狙うとともに、先進性を発信するこ

とによって、一般主要紙等に対しても効果的にアプローチするため、メディアリサーチ、プレスリリース

配信、取材誘致、当日記者対応およびレポート作成等を行い、露出効果測定・分析を行う。 

詳細は別添「仕様書」参照。 

 

3. 事業規模(上限規模) 

上限額 1,500千円（消費税および地方消費税を含む） 

（内訳）① 基本委託料 1,000千円（消費税および地方消費税を含む） 

② 実績加算額 500千円（消費税および地方消費税を含む） 

※実績加算額は検査終了後、基本委託料に加算して支払う。詳細は別添「仕様書」参照。 

 

4. 委託契約期間(予定)    契約日から 2021年 2月 26日（金） 

 

5. 応募手続き            別添、公募要領よりご確認下さい。 

 

6. 主なスケジュール 
質問受付締め切り    2020年 11月 24日（火） 

提出書類提出期限      2020年 11月 26日（木）必着 

結果通知・契約締結   2020年 12月 4日（金）頃（予定） 

業務完了        2021年 2月 26日（金） 

 

※「再生医療産業化フォーラム」について 

再生医療分野における研究開発およびその産業化をテーマとしたフォーラム。主催の神戸医療産業都

市推進機構は、神戸市のポートアイランドにある、日本で最初、最大の医療産業都市「神戸医療産業都

市」の活動を推進する神戸市の外郭団体である。神戸医療産業都市は、2014 年に世界初の iPS 細胞を

用いた移植手術が実施され、その後も複数の世界初となる移植（臨床研究）が実施されている医療産業

都市。また、研究開発のみならず、実用化に向けた細胞製剤の製造等、産業化に向けた様々な活動をけ

ん引している。今回、第 4回となる同フォーラムでは、国内外の最新の研究について、最前線で活躍す

る研究者が紹介するとともに、産業化にむけた産学官連携の現状、課題について、ホットな話題とパネ

ルディスカッションによる議論を提供する。詳細は別添「仕様書」を参照。 



神戸医療産業都市推進機構 再生医療産業化フォーラム メディア発信強化事業 

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） 業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（２） 委託期間 

契約日から 2021年 2月 26日（金） 

（３） 契約金額 

 上限額 1,500 千円（消費税および地方消費税を含む） 

  （内訳）①基本委託料 1,000 千円（消費税および地方消費税を含む） 

②実績加算額 500 千円（消費税および地方消費税を含む）  

            ※見積書は基本委託料 1,000 千円以内で作成すること。 

（４） 委託料の支払い 

業務完了後翌月末に、当機構の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

 

２ 提出書類（各 8部） 

⚫ 企画提案書（自社名を記載しないこと。提案に以下を含むこと） 

① 業務実施体制 

② メディアリレーション戦略（特に強いリレーションを有するメディアがある場合はそ

の具体的媒体名を記載すること） 

③ コンサルティング（より多くのメディア露出を獲得するための提案） 

④ プレスリリース配信先メディアリスト 

配信先メディアの一覧を作成し、なかでも取り上げられる可能性が高いメディアとそ

のアプローチ方法を示すこと。 

⚫ 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） 

⚫ 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。 

⚫ 効果的なメディアリレーション、プレスリリース配信、広報企画支援が期待できるか 

⚫ 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 11月 24日（火） 

提出書類提出期限       2020年 11月 26日（木）必着 

結果通知・契約締結    2020年 12月 4日（金）頃（予定） 

フォーラム開催      2021年 1月 20日（水） 

業務完了         2021年 2月 26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。 

 

 

６ 参考情報 

  ●別紙１（再生医療産業化フォーラムについて） 

   

●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 

 

mailto:kbic-pr@fbri-kobe.org
https://www.fbri-kobe.org/kbic/
https://www.fbri-kobe.org/kbic/movie/
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【様式１号】 

 

「神戸医療産業都市推進機構 再生医療産業化フォーラム メディア発信強化事業」 

委託事業者 

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   

 

 

「神戸医療産業都市推進機構 再生医療産業化フォーラム メディア発信強化事業」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】 

 
「神戸医療産業都市推進機構 再生医療産業化フォーラム メディア発信強化事業」 

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年月 11月 24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。 
 



神戸医療産業都市推進機構 再生医療産業化フォーラム メディア発信強化事業 仕様書 

 

１．業務概要 
テレビ・新聞、インターネット等のメディアを通じて、神戸医療産業都市における先進的な取り組

みを広く発信し、神戸医療産業都市の知名度を向上するため、2021 年 1 月 20 日に開催する標題の

フォーラム（詳細：別紙１）について、記事や番組として取り上げてもらうための活動（以下、「メ

ディアリレーション」という）を戦略的に実施する。なお、主に関連業界（医療業界、アカデミア、

産業界）に対する露出獲得を狙うものとするが、先進性を発信することによって、一般主要紙等に対

してもアプローチするものとする。 

 

２. 委託期間 

契約締結日から 2021年 2月 26日（金） 

 

３．委託金額 

  上限額 1,500千円（消費税および地方消費税を含む） 

  （内訳） 

① 基本委託料 1,000千円（消費税および地方消費税を含む） 

② 実績加算額 500千円（消費税および地方消費税を含む） 

   ※実績加算額は検査終了後、基本委託料に加算して支払う。 

 

４．実績加算額の算定 

 全国紙（日経、読売、朝日、毎日、産経）の全国版において、20cm（1段単位）以上の掲載

を実現できた場合、実績加算額として掲載 1回あたり 100千円（消費税および地方消費税を含

む）を基本委託料に加算して支払うものとする。また、NHK地上波テレビ放送（全国・地方放

送を問わない）および民間テレビ放送（県域放送局を除く地上波に限る）において 30 秒以上

の放映を実現できた場合も、実績加算額として放映 1回あたり 100千円（消費税および地方消

費税を含む）を基本委託料に加算して支払うものとする。 

 ただし、上記の実績加算額は、合わせて 500千円を上限とする。 

 

５. 委託料支払い 

業務完了後翌月末に、当機構の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

 

６. 委託内容 
（１） メディアリサーチ 

神戸医療産業都市の取組全般および、再生医療産業化フォーラム開催概要（詳細別紙１）を参照

の上、事前にメディアにヒアリングを実施し、同フォーラムの話題提供ポイント等について、当機

構に対する助言を行うこと。 

 

（２） コンサルティング（露出効果方策提案） 

より多くのメディア露出を獲得できる実現可能性のある提案および助言を行うこと。 

 

（３） プレスリリースの助言・配信 

・当機構が作成したプレスリリースについて、メディアに取り上げられるように加筆修正・助言を 

行うこと。 

・プレスリリースの配信先リストを事前に作成し、当機構と協議のうえ、配信すること。 

・配信にあたっては、掲載確約型のリリース配信プラットフォームを併せて利用すること。 

 

（４） メディアへの訪問 

当機構職員がメディアを訪問し、先進的な取り組み等についてリレーション活動を行う場を調整

し、同行すること。 

 

 



（５） メディアリレーションズ（取材誘致、働きかけ） 

・プレスリリースがイベント集客および多くのメディアの当日取材につながるよう、リレーショ

ン活動を行うこと。 

・リレーションの結果、メディアから取材要請があった場合には、取材日時・場所の調整を含む 

一切の事務局業務を担うこと。 

 

（６） 当日対応 

・当機構職員とともに、演者への取材対応等、当日記者への対応を行うこと。 

・一般にわかりやすい内容で A4 １枚ほどのレポートを作成し、記事掲載またはメディアでの特

集を目的としたメディアへの投げ込みを行うこと。 

 

（７） 効果測定・分析・来年度以降に向けた提案書、報告書の作成 

・本業務により掲出されたテレビ・新聞や雑誌等の実績をクリッピングし、広告換算額を含む一覧 

表として報告すること。 

・コンタクトしたメディアの担当者に関する情報、その反応・進捗とともに、次の展開についての 

提案をレポートにまとめ報告すること。 

・活動実績全般をまとめた報告書を提出すること。 

 

※留意事項 

・翌月 10 日までに提出すること。 

   ・実績加算額の対象となるメディア掲載については、受託業者が根拠資料を揃えて報告するこ 

と。（掲載された記事・放映された映像のデータは必須。） 

 

（８） 会議の開催 

・少なくとも、契約後から開催まで 2 回、開催後に 1 回、計 3 回の会議を開催すること 

（web 会議可）。その他、当機構の指示に応じて適宜ミーティングを行うこと。 

 

※留意事項 

・会議開催日 2 日前には当日のレジュメを提出し、事前に報告および協議内容を共有すること。 

・会議後 1 週間以内に議事録を作成し、提出すること。 

 

７. 実施体制 

   本仕様書に記載した業務を「８．スケジュール」に沿って円滑かつ確実に遂行することが可

能な体制を整備すること。また、業務全体を統率する統括責任者および進行管理者を置くこと。 

 

８．スケジュール 

   公募型プロポーザル提出書類提出期限 2020年 11月 26日（木） 

   結果通知・契約締結         2020年 12月 4日（金）頃（予定） 

   フォーラム参加申し込み開始     2020年 11月 20日(金)（予定） 

   フォーラム申込締め切り       2021年 1月 12日（火） 

   フォーラム開催           2021年 1月 20日（水） 

   業務完了              2021年 2月 26日（金） 

 

９．その他の留意点 

（１）再委託について 

   原則として、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前に書

面にて報告し、当機構の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（２）著作権の帰属 

   ①成果物の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は発注者である当

機構に無償で譲渡するものとする。 

   ②受託者は、当機構の事前の回答を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使するこ



とができないものとする。 

 

（３）秘密の遵守 

   受託者は、本業務により知りえた情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを

他の目的に使用し、またはほかのものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、または

解除された後においても同様とする。 

 

（４）記載外事項 

   本仕様書に定めない事項または本仕様書について疑義の生じた事項については当機構と受託

者とが協議して定めるものとする。 

 

（５）第三者の権利侵害 

   受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸権利を侵

害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた

場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

 
以 上 



再生医療産業化フォーラムについて 

 

再生医療分野における研究開発およびその産業化をテーマに 2017 年度の第 1回以降、毎

年開催しているフォーラム。2019 年度までは東京、日本橋の会場において、200 名規模で

実施してきた。主催の神戸医療産業都市推進機構は、神戸市のポートアイランドにある、日

本で最初、最大の医療産業都市「神戸医療産業都市」の活動を推進する神戸市の外郭団体で

ある。    

神戸医療産業都市は、2014 年に世界初の iPS 細胞を用いた移植手術が実施され、その後

も複数の世界初となる移植（臨床研究）が実施されている医療産業都市。また、研究開発の

みならず、実用化に向けた細胞製剤の製造等、産業化に向けた様々な活動をけん引している。 

今回の同フォーラムでは、国内外の最新の研究について、最前線で活躍する研究者が紹介

するとともに、産業化にむけた産学官連携の現状、課題について、ホットな話題とパネルデ

ィスカッションによる議論を提供します。 

 

１）過去 2 回の開催情報 

 2019 年度 https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=264 

 2018 年度 https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=166 

 

２）2020 年度開催概要 

 ・開催日時：2021 年 01 月 20 日（水） 開演 13：00 閉演 17：10 （懇親会なし） 

 ・開催場所：現地：日本橋ライフサイエンスハブ 

（東京都中央区日本橋室町１丁目５−５ 室町ちばぎん三井ビル 8階） 

       オンライン:Zoom Webinar 

 ・プログラム概要：セミナー５枠及びパネルディスカッション 

・セミナー演者：再生医療関連に携わる産・官・学の著名講師 

国内演者 4 名・海外演者１名（ビデオ講演） 

 ・パネルディスカッション演者：セミナー演者に加え計 8 名 

・主催：神戸市、神戸医療産業都市推進機構 

・共催：(一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J)、

IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社 

 

※2020 年度演者、演題は公募開始時点では未確定ですが、ご希望の方には暫定情報として

11 月 5 日時点のプログラム情報をお送りします。依頼は以下のメールアドレスまでご連絡

ください。尚、お送りする暫定プログラムは、本公募のみの参照資料とし、取り扱いにご注

意いただきますようにお願いします。 

依頼先 email：kbic-pr@fbri-kobe.org 

https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=264
https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=166

