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はじめに

うめきた２期地区については『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』をまちづ

くりの目標に掲げ、平成 30年７月の開発事業者の決定を経て、令和５年春（予定）の新

駅開業及び令和６年夏頃（予定）の先行まちびらきに向け、現在、順次基盤整備を実施

しているところです。当地区の大きな特徴でもあります中央部の防災公園についても、

開発事業者による民間提案を踏まえ、今後、公園整備に着手する予定です。

また、当地区は国土交通省が推進する「スマートシティモデル事業」のうち、「重点事

業化促進プロジェクト」の一つとして今年５月に選定されるなど、関西の発展をけん引

するリーディングプロジェクトとして、国内外からも注目が集まっております。

一方で、まちづくりの早期実現に向け着実に工事が進捗する中、当地区で行われてい

る事業内容やＵＲの果たす役割、まちづくりの将来像に関する、地元居住者やオフイス

ワーカー、インバウンドを含む来訪者等をはじめとした世間一般における関心や理解度

についてはまだまだ課題があると考えています。

つきましては、土地区画整理事業施行者である独立行政法人都市再生機構（以下「機

構」といいます。）が管理する地上通路に面した空地を暫定的に活用し、地上通路通行者

が滞留する居心地の良い空間を整備することにより、一日約 3.5 万人の通行者に対して

目      次
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「うめきた２期地区のまちづくりの将来像」、「うめきた２期地区の事業内容」並びに「機

構のプレゼンス向上」をダイレクトにプロモーションするとともに、世間一般に対して

の情報発信を行うことを目的として、うめきた２期プロモーション業務を実施する業務

受託者を募集します。

応募受付から受託業務開始までの流れ（スケジュール）

※ご注意

この表は、公募開始から受託業務開始までの概要の流れを説明したものです。申込にあた

っては、募集要領を熟読して下さい。

公告開始日   令和元年７月 12 日（金）

募集要領等配布期間 令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 30 日（火）まで

質問書提出期間   令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 19日（金）まで

回答書閲覧期間   令和元年７月 25 日（木）から令和元年７月 29日（月）まで

現地確認期間    令和元年７月 12 日（金）から令和元年８月 16 日（金）まで

応募申出の受付期間 令和元年７月 16 日（火）から令和元年７月 30 日（火）まで

第一次審査（資格審査）の実施

一次審査の結果通知 令和元年８月７日（水）

企画提案書提出期間 令和元年８月７日（水）から令和元年８月 19 日（月）まで

          ※令和元年８月 13日（火）から令和元年８月 16 日（金）を除く

第二次審査（プレゼンテーション）の実施

令和元年８月 20 日（火）

優秀企画提案者の決定

令和元年８月下旬

うめきた２期地区プロモーション業務に関する覚書の締結

受託者決定後速やかに
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１ 業務利用土地の概要

（１）所 在 地 大阪市北区大深町地内（うめきた２期地区内）

（２）面  積 地区中央部の概ね 160 ㎡（別紙１ 土地概要書参照）

（３）現 況 アスファルト等簡易舗装

① 電気及び上水道は、各区域外縁部に設置

※区域内への電気又は上水道の引込みは、機構負担。

※上水道の蛇口については、原則区域外縁部に設置済のφ25 ㎜１栓を上限とする。

※排水については、別途下水道担当部局との協議を行うこと。

② 機材等搬入路（市道九条梅田線より進入可能、幅員：約８ｍ）

※基盤整備工事及び鉄道地下化工事等の工事車輌との共用となる。なお、共用と

なる工事用通路の維持管理費についても別途事業者負担が発生する場合があり

ます。

対象用地周辺部において、基盤整備工事及び鉄道地下化工事等が施工中である

ため、当該工事に伴う騒音、振動及びほこり等の発生の恐れがあります。

その他、物件の詳細については、別紙１「土地概要書」を御覧ください。

２ 募集要領の配布

（１）募集要領等配布期間

令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 30日（火）まで

（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前９時 30 分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）

（２）募集要領等配布場所

   機構ホームページからのダウンロードによる。

（３）問合せ先

〒530-0011

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 うめきた都市再生事務所

大阪市北区大深町４－20 グランフロント大阪タワーＡ 17 階

   ℡ 06－6292－5267

３ 応募資格

本募集に応募を行うことができる者（以下「応募者」といいます。）の資格は、次に掲

げる（１）及び（２）を満たす単体企業若しくは共同企業体とします（共同企業体の場

合は、構成員すべてが資格を満たしていることとします。）。なお、同一の者及び連結子

会社が複数の者として応募を行うこと（単体及び共同企業体として若しくは複数の共同

企業体の代表者又は構成員として応募すること）は不可とします。また、（３）に掲げる

条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定します。
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（１）次の条件を満たす者であること。

① うめきた２期地区のプロモーション活動及び居心地の良い空間演出に意欲のある

者で、別紙２「計画条件書」の内容を正しく理解し、かつ遵守するものであって、自

ら実施し、継続して運営することが可能な企画提案を行う者であること。

② 平成 28年４月 1日から平成 31 年３月 31日までの間に関西地区（大阪府、京都府、

奈良県、滋賀県、兵庫県）において、公共団体等から公共用地の利活用等の事業又は

業務を受託※し、半年以上継続して行った実績を１件以上有すること。

※ 受託者から再委託を受けての事業又は業務実施実績も含む。

③ 令和元・２年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競

争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定されたものであること。

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、応募申出書提出期限までに競争参加

資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請書の提出先は次のとおり。

〒536－8550 大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6番85号

   独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課

電話 06－6969－9019

④ 機構西日本支社長から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停

止を受けている期間中でないこと。

（２）その他法令等により規定される次の条件を満たす者であること。

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、破産法（平成 18 年法律第 75 号）、若しく

は民事再生法（平成 11 年法律第 225号）の適用を受けていない者又は会社法（平成

17 年法律第 86 号）により特別清算若しくは会社整理を行っていない者であること。

※ ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者又は民事再生法に

基づく再生計画の認可を受けている者においては、応募を認める場合があります

ので、事前に御相談ください。

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又は

その構成員（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）及びそれらの者と関係を

有する者※でないこと。

※それらの者と関係を有する者とは、次のとおりです。

イ 次のいずれかに該当する者

（イ）法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いいます。）が反社会的勢力である者又は反社会的勢力がその経営に実質的に関

与している者

（ロ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって反社会的勢力を利用するなどしている者

（ハ）反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
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いは積極的に反社会的勢力の維持運営に協力している者

（ニ）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者

（ホ）反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用している者

ロ 上記イに該当する者の依頼を受けて申込みをしようとしている者

③ ②のほか、不法な行為を行い、若しくは行うおそれのある団体、法人若しくは個

人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構

成員で、応募者として機構が適当でないと認める者でないこと。

（３） 企業共同体の場合は、次の条件を満たすものであること。

① 業務形態

(イ) 構成員の業務分担が、業務の内容により、企画提案競技実施の公示別紙２「う

めきた２期地区プロモーション業務共同企業体協定書」（以下、「協定書」とい

う。）において明らかであること。

(ロ) 上記（イ）の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことにつ

いて、協定書において明らかであること。

② 代表者要件

構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。

③ 共同企業体の協定書

共同企業体の協定書が、企画提案競技実施の公示別紙２によるものであること。

④ 共同企業体の名称

共同企業体の名称は「うめきた２期地区プロモーション業務〇〇・△△共同企業体」

とすること。

４ 質問事項の受付

（１）本募集要領等に関する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。

① 提出期間

令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 19日（金）まで。

持参される場合は、この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時 30

分から正午、午後１時から午後５時まで受け付けますので、あらかじめ来社日時を上

記２（３）に記載の連絡先へ連絡の上、来社してください。

② 提出場所

上記２（３）のとおり。

③ 提出方法

別紙様式２「質問書」に質問事項を記入の上、持参により提出するものとし、口頭、

電話、ＦＡＸ、電子メール又は郵送によるものは受け付けません。なお、返信用の封

筒として長３サイズの封筒の表に返送先を記入し、簡易書留料金分を加えた所定の料

金（392 円）の切手を貼付てください。
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（２）上記４（１）の質問に対する回答は、原則として、書面により質問者に郵送するほ

か、閲覧に供すべき質疑事項については、次のとおり閲覧に供します。

① 期間

令和元年７月 25 日（木）から令和元年７月 29 日（月）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日午前９時 30分から正午、午後１時から午後５時まで

② 場所

上記２（３）のとおり。

５ 現地公開

応募を検討しており、上記３（１）③の資格を有する者に対してのみ業務利用土地を

公開します。現地の確認を希望される方は、あらかじめ令和元年７月 12日（金）から令

和元年８月 16 日（金）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時 30 分から正

午、午後１時から午後５時までに上記２（３）に予約の連絡をしてください。

なお、現地公開は一公開申込者に対し一回（30 分程度）とし、予約した現地公開日以

外は業務利用土地に立ち入ることはできませんので、あらかじめ御了承ください。集合

場所については別途現地公開申込者に対して通知します。また、現地の確認をされる際

は、資格確認を行いますので、上記３（１）③を証する書面をご持参ください。

６ 応募方法等

（１）応募書類等の受付日及び時間

令和元年７月 16 日（火）から令和元年７月 30 日（火）までの土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日午前９時 30 分から正午、午後１時から午後５時まで

注１） あらかじめ来社時間を上記２（３）の受付場所に連絡の上、来社してくだ

さい。

注２） 提出書類に不備があった場合、受付することができません。ただし、上記

の受付期間内であれば、応募申出書及び応募に必要な書類を機構に再提出す

ることができます。

（２）受付場所

   上記２（３）のとおり。

（３）応募方法

別紙様式１「応募申出書」に必要事項を記入し、下記添付書類（各１部）を添えて、

上記（１）の受付日に上記２（３）の受付場所へ持参により、御応募ください。（郵送、

ＦＡＸ、電子メール等でのお申込みは受け付けいたしません。）

なお、応募後も提案内容について機構からお問い合わせさせて頂く場合がありますの

で、ご了承ください。
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〈添付書類〉

① 印鑑証明書（発行日が申込受付期間の最終日から起算して３か月以内のもの）

② ３（１）②を証する書面（契約書等の写し）

③ ３（１）③を証する書面（競争参加資格認定通知書の写し）

④ 返信用封筒

評価結果通知書（下記（６）③に記載の書面）を郵送するための封筒です。長３

サイズの封筒の表に返送先住所、企業名、担当部署、担当者名を記入し、簡易書留

料金分を加えた所定の料金（392 円）の切手を貼付てください。

（４） 共同企業体による応募

   共同企業体で参加する場合は、「うめきた２期地区プロモーション業務共同体協定

書の写し」（書類提出時点で認定を受けていない者は競争参加資格認定通知書の写し）

を添えて提出すること。

（５）応募書類に関する注意事項

  ① 企画提案書の著作権は応募者に帰属するものとしますが、機構が無償で使用でき

るものとします。

  ② 応募書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。

  ③ 応募書類の作成等、応募に必要な費用はすべて応募者の負担とし、機構はその一

切を負担いたしません。

  ④ 企画提案書の作成にあたっては、配布書類の内容を十分に確認してください。

（６）企画提案に係るプレゼンテーションの参加通知

  ① （３）の提出書類により、第１次審査（資格審査）を実施します。

  ② 第１次審査に合格した者のみ第２次審査（企画提案に係るプレゼンテーション）

に参加できます。

  ③ 第１次審査の結果は、令和元年８月７日（水）に書面で通知します。

（７）選定・非選定通知

① （６）①による第１次審査（資格審査）を合格した（選定された）者については

（６）③により通知します。また、第１次審査（資格審査）に合格しなかった（選定

されなかった）者に対しては、選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を書

面により通知します。

② 上記①の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（土、

日、祝日を含まない。）以内に書面（様式は自由）を持参（郵送又はＦＡＸによるも

のは受け付けない。）することにより、機構に対して非選定理由を求めることができ

ます。

③ 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日 （土、

日、祝日を含まない。）以内に書面により行います。

④  非選定理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおり
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受付場所：２（３）に同じ。

受付日時：説明を求めることができる最終日までの、土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日、午前 10 時から午後５時（ただし、正午から午後１時の間は除く。）まで。

７ 企画提案について

（１）企画提案内容

  うめきた２期地区のプロモーション業務に関して、以下の項目について業務利用土地

を活用した提案を行って頂きます。

提案項目

①
うめきた２期地区（将来像、事業内容、機構のプレゼンス向上）のプロモー

ションについての提案

② 「みどり」のある、居心地の良い空間演出についての提案

③ ①、②に対する効果検証についての提案

④ 業務実施上の体制など

※
上記内容が分かる図面（業務実施の計画図、施設や空間イメージ、コンセプ

ト図など）

（２）業務規模の目安

   本企画提案の参考業務規模は、1,000 万円（税込）程度を想定しています。ただし、

上記金額は、企画提案の目安とする概算費用であり、優秀企画提案者に対し上記概

算費用での契約を約束するものではありません。

（３）業務実施期間

    うめきた２期地区プロモーション業務に関する覚書締結日（令和元年８月末頃）

から令和２年 12 月末（予定）までを業務実施期間とします。なお、業務利用用地の

使用については令和２年９月末（予定）までとし、業務期間終了までに効果検証結

果の報告書を作成し提出するものとします。

（４）企画提案書の提出期間、提出場所及び方法

① 提出期間

令和元年８月７日（水）から令和元年８月 19日（月）までの土曜日、日曜日及び

祝日、令和元年８月 13 日（火）から令和元年８月 16 日（金）を除く毎日、午前 10

時から午後５時まで（ただし、正午から午後 1 時の間は除く）、ただし最終日は午前

９時 30 分から正午まで。

② 提出場所

２（３）に同じ。

③ 提出方法

あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送

又はＦＡＸによるものは受け付けません。
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（５）提出書類

① 企画提案書

  企画の提案内容について確認する書類です。本募集要領に定める事項のほか、別

紙２「計画条件書」に記載の内容を遵守した上で、上記７（１）の項目に沿って、

Ａ４版用紙 10 枚以内で作成し、７部提出してください。提出された企画提案書の内

容を基に、下記８（３）のとおり企画内容について評価を実施します。

② 見積書類

本業務にかかる参考見積（Ａ４版、様式自由）を７部ご提出ください。

※項目別明細（業務内容に即した内訳を記載）、消費税、合計金額を明記

③ 返信用封筒

特定・非特定通知（下記８（５）①に記載の書面）を郵送するための封筒です。

長３サイズの封筒の表に返送先住所、企業名、担当部署、担当者名を記入し、簡易

書留料金分を加えた所定の料金（392 円）の切手を貼付てください。

（６）第２次審査（企画提案に係るプレゼンテーション）の実施

  ① プレゼンテーション

     日  時 令和元年８月 20日（火）（時刻については、各社 別途通知）

  場  所 ２（３）に同じ。

     持ち時間 各社 20分程度（説明 15分、質疑応答 5分）

② 企画提案審査参加者の中から、機構が定める方法により１者を決定します。

８ 優秀企画提案者の決定方法

（１）優秀企画提案者の決定について

  機構にて、上記７（６）①の企画提案プレゼンテーション内容を評価（以下「企画評

価」といいます。）し、機構が企図するうめきた２期地区のプロモーションについて最も

優れた提案を行った応募者を優秀企画提案者として決定します。

（２）企画提案書の評価について

  企画提案の内容については、満点を 100 点とし、評価項目ごとに評価点（以下「企画

評価点」といいます。）を付けることとします。評価の結果、企画評価点の点数が一番高

い提案を行った応募者を優秀企画提案者とします。

  ただし、企画評価点について、60 点（下記（３）Ⅰ「業務内容」の評価点が 40 点以上、

Ⅱ「業務運営方策・体制」の評価点が 20 点以上）に満たない場合は、優秀企画提案者に

選定しないものとします。優秀企画提案者に該当する者がいない場合は、当該手続を中

止し、再公募を実施します。

  なお、企画評価点の最も高い者が２者以上あるときは、当該企画提案者によるくじ引

きによって優秀企画提案者となるべき者を決定します。

（３）企画評価点について
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企画評価点の配点は次のとおりとします。

評価項目 評価の視点（求める提案内容） 配点

Ⅰ

業

務

内

容

(1)うめきた２

期地区（将来

像、事業内容、

機構のプレゼ

ンス向上）の

プロモーショ

ンについて

うめきた２期地区の将来像、事業内容及び機構の取組・意

義を広く普及させ、うめきた２期地区への関心度の向上、事

業理解度の深化、並びに機構のプレゼンスを向上させるため

の具体的な提案※（実現のためのスケジュールを含みます。）

※当地区のまちづくりや機構の取組への興味・関心が低いと

思われる一般層に対しても認知度を高めるような取り組みを

想定しています。

20点

(2)「みどり」

のある居心地

の良い空間演

出について

うめきた２期地区のまちづくりの方針である『「みどり」と

「イノベーション」の融合拠点』を意識した、「みどり」のあ

る、居心地の良い空間演出に関する提案（実現のためのスケ

ジュールを含みます。）

※「みどり」のある空間（屋外及び屋内を問いません。）の確

保なども想定しています。

15点

通行者を誘引する賑わい創出の具体的な仕組み、コンテン

ツ形成に関する具体的な提案（実現のためのスケジュールを

含みます）。

15点

(3)効果検証に

ついて

(1)、(2)に対して、ＰＤＣＡサイクルに基づいた効果検証

を実施するものとし、その実施内容がより高い効果につなが

っていくと思われる場合に優位に評価します。

20点

Ⅱ業務運営方策・

体制

(1) 安定的、継続的に行うことが可能な業務内容及び業務実施

体制
20点

(2) 業務利用土地や業務利用土地に建設する建築物、設置物な

どの安全管理が適切であり、周辺の居住者等の生活に十分

配慮された提案

10点

(3) 提案する内容を踏まえた参考見積を提出。

※項目別明細（業務内容に即した内訳を記載）、消費税、合

計金額を明記。

７（２）で提示した参考業務規模を超過している場合又は

提案内容に対して見積りが不適切な場合には優秀企画提案

者に決定しません。

数値

化し

ない

計
100
点

（４）第２次審査結果通知

  第２次審査（企画提案に係るプレゼンテーション）は（２）に基づき評価を行い、結

果は令和元年８月 23日以降に書面にて通知します。

（５）  特定・非特定通知
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① 優秀企画提案者に決定（特定）された者については（４）により特定された旨を

通知します。また、提出した企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定さ

れなかった旨とその理由（非特定理由）を、機構から書面により通知します。

② 上記①の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（土、

日、祝日を含まない。）以内に、機構に対して非特定理由について説明を求めること

ができます。

・受付場所：２（３）に同じ。

・受付日時：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後５時（ただし、

正午から午後１時の間は除く。）まで

・提出方法：書面は持参するものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付けませ

ん。

③ 機構は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して 10日以内に説明

を求めたものに対し書面により回答します。

（６）応募者の失格時の取り扱い

優秀企画提案者の決定後、機構と覚書を締結するまでの間に、優秀企画提案者の応募

の無効が判明した場合、及び優秀企画提案者が提案した業務を実施できる資格を有して

いないことが判明した場合は、次のとおり取り扱います。

① 企画評価点が第二順位の者（以下「次点者」といいます。）を新たな優秀企画提案

者に決定します。

② 次点者に応募の無効が判明した場合には、次点者に次ぐ者を対象に、①及び②と

同様の手続を行うこととします。

③ 次点者等への通知は、優秀企画提案者の失格が確定するまで行いません。また、

次点者であるか否かについての問合せには対応いたしません。

④ 上記により新たな優秀企画提案者を決定した場合、書面により第２次審査の参加

者全員に通知します。

（７）募集結果に関する事項

評価結果は、優秀企画提案者決定後、速やかに応募者に対して通知するとともに、募

集結果（地区名、優秀企画提案者住所（特別区又は市町村まで表記）、優秀企画提案者氏

名、優秀企画提案者の企画評価点、及び有効な応募者数）を上記２（２）にて掲示いた

しますのであらかじめ御承知おきください。

９ 優秀企画提案者について

（１）優秀企画提案者は、うめきた２期地区プロモーション業務に関する覚書を機構と交

換し、個別のプロモーション業務毎に契約を締結するものとします。

  ① 覚書

   別紙３ 覚書（案）を使用するものとします。
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  ② 業務利用土地の面積

   上記１（２）のとおりとします。

  ③ その他の条件

   別紙２ 計画条件書のとおりとします。

10 その他の留意事項

（１）手続き全般について

① 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とします。

② この企画提案により得た機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用する

ことを禁じます。

（２）応募及び企画提案について

  ① 応募者は、応募申出書の提出以後はいかなる理由があっても応募を辞退すること

はできませんので、本募集要領等を熟読の上、慎重に御応募ください。

② 次に掲げる事項に該当する応募は無効とし、それ以外の応募を有効とします。

イ 上記３の応募資格のない者が提案を行ったとき。

ロ 応募申出書に応募者（代理人を含む。）の所定の記名押印のないとき又は記名（法   

人の場合はその名称及び代表者の記名）若しくは印影が判然としないとき。

ハ 上記①及び②イ、ロに掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは応募

に関する必要な条件を満たしていないとき。

③ 提出期限までに応募申出書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された

旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとします。

④ 応募申出書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、応募者の負担と

します。

⑤ 応募申出書及び企画提案書の提出後は、原則として応募申出書及び企画提案書に

記載された内容の変更を認めません。

⑥  応募申出書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、応募申出書及び企画提

案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことが

あります。

⑦ 本件において、企画競争に参加する者が機構の関係法人１者（関係法人を構成員

とする共同企業体１者だった場合を含む。）だった場合は、当該手続を中止し、再公

募を実施します。

⑧  選定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがありま

す。

⑨ 提出された応募申出書及び企画提案書は返却しません。（ただし、再公募になった

場合は返却します。）なお、提出された企画提案書は、企画提案書の特定以外に提出

者に無断で使用しません。
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（３）優秀企画提案者について

① 決定された者に対し、７（２）に掲げる概算費用の額の契約を約束するものでは

ありません。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合があります。

また、契約までの間に機構の事情により、本業務の契約締結が延期若しくは中止さ

れる場合があることを予め了承ください。

②  最終的に実施される内容は、企画提案内容を参考に、機構の経験等も踏まえ、機

構により決定します。最終決定した仕様に対し、決定された者は見積書を提出し、

機構がそれを妥当と判断した場合に契約が可能となります。

③ 企画提案書の決定後の業務の実施に当たっては、業務の主たる部分（全体を統括・

調整する業務に該当する業務）についての再委託は認めません。また、再委託の必

要が生じた場合は、優秀企画提案者自らが実施する業務の範囲を書面で提出するも

のとします。なお、軽微なものについても再委託の申請を要しません。

④  契約締結後、業務を進めるに当たっては、機構担当者と十分な打ち合わせを行う

こととします。

⑤  本業務に係る成果物は、原則として、機構の判断により、本業務にて示したもの

以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとします。

ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画書提出に際して、予め申し

出てください。

⑥ 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則と

して機構に帰属するものとし、協議が必要な場合はあらかじめ申し出てください。

    ⑦ 業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備ください。

⑧  独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有す

る法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。こ

れに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構ホームページで公表す

ることとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報公表に同意の上で応募し、

契約の締結を行っていただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、本件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただき

ますのでご承知願います。

また、応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただ

けない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、

ご了承願います。

イ 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

(ｲ) 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている



14

こと

(ﾛ) 機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等とし

て再就職していること

ロ 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約

の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等とあわせ、次に掲げる

情報を公表します。

(ｲ) 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（機構ＯＢ）の人数、職名及び

機構における最終職名

(ﾛ) 機構との間の取引高

(ﾊ) 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は、３分の２以上

(ﾆ) １者応札又は１者応募である場合はその旨

ハ 機構に提供していただく情報

(ｲ) 契約締結日時点で在職している機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

機構における最終職名等）

(ﾛ) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高

ニ 公表日

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内

以 上
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業務利用土地 概要書

対象用地 位置図

別紙１－１

地上通路

搬入車両入口

（⑦ゲート：入口専用）

搬入車両出口

（③ゲート：出口

専用）

九条梅田線迂回路

  令和元年度 うめきた２期業務利用計画 位置図

電柱・電線

水道３ヶ所

車両アクセス経路

鍵付ゲート

鍵付ゲート

フェンス H=1.8ｍ

万能塀 H=2.0～3.0m

JR地下化工事

歩行者出入口

地下道出入口

対象用地
（160㎡）

予定地
暫定利用

仮置き場

埋戻土

仮置き場

埋戻土

仮置き場

埋戻土



業務利用土地 概要書

対象用地 詳細図

別紙１－２



□ 本計画条件は、本募集にあたり、独立行政法人都市再生機構（以下「甲」といいます。）

と優秀企画提案者（以下「乙」といいます。）とが募集要領９（１）に記載している覚書を

締結する際に遵守頂く事項をまとめたものです。

業務利用土地の使用にあたっての遵守事項

1. 使用可能時間について

当該土地の使用可能時間は、原則午前８時から午後９時までとする。ただし、設営

等の準備・撤去等については、甲の許可を得た場合はこの限りではない。

2. 搬入等に伴う車輌の出入りについて

甲が管理し、甲が別途指定する業務地区内（以下「業務地区内」という）の車輌の

出入りは必要最低限とし、目的・日時・車種・車番等を明記した申請書を事前に甲に

提出し、出入り時において、甲が発行する許可証を携帯すること。

なお、業務地区内の通行にあたっては、甲又は他の基盤整備等に関連する事業者が

実施する工事の関係車輌等の通行を妨げないこと。

3. 当該土地以外への立入りについて

当該土地への搬入等の車輌通行路を除いて、当該土地以外への立入については禁止

とする。また、来場者が当該土地以外へ立ち入らないよう十分な対策を講じること。

4. 工作物等の制限について

原則、当該土地内に整備された舗装面上に設置可能な工作物とし、大規模な基礎等

が必要となる建築物等の設置や舗装等を除却するなどの大規模な形質変更を伴うよう

な工事は不可とする。

上記に該当しない工作物等の設置又は形質変更についても、事前に甲の許可を得るこ

と。

5. 広告物等の設置について

当該土地内に看板やのぼり等を設置する場合は、甲の許可を得ること。ただし、業

務の目的に即さない企業広告看板又は景観等を阻害するもの等の設置は不可とする。

また、当該土地内に限らず、業務内容の宣伝を目的とした広告物（テレビ、ＷＥＢ

等による宣伝も含む。）等の掲載等についても、事前に甲の許可を得ること。

6. ゴミ回収・区域内清掃等について

当該土地内のごみ箱設置は乙が行い、来場者に不快の念を与えないよう定期的に回

収し、ゴミ、排水等は区域内に残さないよう乙の責任において適切な処理を行うこと。

7. 火気の使用について

甲が許可した場所及び火気の種類以外の火気の使用は禁止とする。また、乙の責任

において当該土地内に設置した喫煙場所以外の喫煙は禁止とする。

8. 周辺地域への配慮について

別紙２

計画条件書



業務の実施にあたっては、原則として業務実施前までに周辺に対する説明を行い、

理解を得られるよう努めるとともに、騒音や振動、臭気等による悪影響が生じないよ

う、対策を講じること。

なお、音量については、「大阪府生活環境等の保全に関する条例」の騒音規制基準以

内（8:00～18:00→65db、18:00～21:00→60db、第三種区域［近商、商業、準工］を適

用）を順守し、指向性の高いスピーカーの採用や周辺に配慮した配置等の工夫により

低減を図ること。

9. 安全の確保について

雑踏・誘導警備も含め十分な安全計画を作成のうえ、的確な指示伝達体制を構築し、

来場者の安全を確保出来るよう努めること。

また、当該地は地上通路に面する場所に位置するため、地上通路歩行者等の安全を

確保出来るよう十分に配慮すること。

なお、来場者が不慮の事故で怪我をした場合、又は持病等による身体疾患が発生し

た場合に適切且つ迅速な措置が行える体制を確保すること。

10. 天候による対応について

気象については常に情報収集に努め、落雷、暴風雨等、来場者にとって危険が予想

される場合は、甲と協議のうえ、業務の中断・中止の判断を行うこと。

なお、この措置により、来場者からの料金（入場料等）の払い戻し等の異議が生じ

た場合、これに伴う一切の責任は乙が負うこと。

11. 災害等の非常時の対応について

業務実施時に災害等による非常事態が発生した場合は、来場等の安全確保を最優先

すること。また、避難者又は帰宅困難者等の利用を目的として、使用を制限又は中止

することがあるため、これに協力すること。

12. 業務利用土地入口扉の使用について

甲が当該土地の出入口に設置する扉（パネル付キャスターゲート：別紙１－２「業

務利用土地概要書」参照）は、乙が責任をもって施錠等の安全管理を行うこと。

13. インフラ設備の整備状況について

甲が設置する電気及び水道を使用する場合は、当該使用に要する経費は乙の負担と

する。また、業務の実施のため甲が設置した場所から、引込口を延長、移設又は追加

する場合は、甲の許可を得たうえで、乙の責任及び負担において施工するものとする。

なお、業務実施に伴い上記以外の費用が発生した場合においても、実費相当分を乙

が負担するものとする。

ただし、ガス及び通信設備はありません。

14. 近接する他の暫定利用事業者との連携について

業務の実施にあたっては、近接地において暫定利用事業が実施される可能性がある

ことも考慮し、他事業者と相互に協力・連携し、他の暫定利用事業の実施に支障をき



たすことのないよう努めるとともに、うめきた地区全体の魅力・価値向上に努めるこ

と。

15. 基盤整備等工事及び鉄道近接への配慮について

当該土地に隣接して実施する基盤整備等の工事により、騒音、振動及び粉塵等が発

生する可能性があることから、業務の実施にあたっては、当該可能性を十分理解する

とともに、当該工事の妨げにならないよう協力すること。

また、当該土地は、ＪＲ東海道線支線に近接していることから、運行等に支障をき

たさないよう十分に配慮すること。

16. その他

甲の許可なく、業務利用土地内に危険な物品又は動物を持ち込まないこと。また、

許可された場合においても、当該物品の使用、動物については第三者に危害を与えな

いよう、適切な管理を行うこと。

また、甲の許可を得た場合を除き、業務利用土地内での駐車・駐輪は不可とする。

ただし、搬入・撤去等に伴う車輌の一時的な駐車は許可証の発行を条件に認める。

以上



覚書（案）

１ 業務名称 うめきた２期地区プロモーション業務

２ 実施期間 令和元年 月 日から令和２年12月31日まで

発注者独立行政法人都市再生機構と受注者         とは、受注者を業務実施者

として特定した上記業務について、次のとおり覚書を交換する。

この覚書交換の証として、本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自１

通を保有する。

令和元年 月 日

発注者   住 所  大阪府大阪市北区大深町４-20

氏 名  独立行政法人都市再生機構西日本支社

うめきた都市再生事務所

所長 島本 健太        印

受注者  住 所   

     氏 名                   印

別紙３

連結子会社又は共同体

各社連名にて締結



（総則）

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務が円滑に推進できるよう努めるものとする。

（企画提案）

第２条 受注者は、別紙仕様書、発注者の指示する条件及び受注者の企画提案書等に基づ

いて、令和２年12月31日までの間、必要な都度、発注者にプロモーション業務に係る企

画提案を行うものとする。

２ 発注者は、前項の規定により提出された企画提案について確認を行い、その採否を決定

するものとする。この場合において、発注者は、当該採否の結果を受注者に通知しなけ

ればならない。

（業務委託契約等の締結）

第３条 発注者及び受注者は、前条の規定により企画提案を採用することとしたときは、

見積書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額をもっ

て、別添契約書等により、委託契約等を締結するものとする。

２ 発注者及び受注者は、別途通知する発注者の事務所の長等をもって前項の委託契約等を

受注者と締結することがあることを了解するものとする。

３ 発注者及び受注者は、前項の規定において、受注者が連結子会社を含む場合又は共同企

業体である場合には、別途通知する発注者の事務所の長等をもって連結子会社又は共同

企業体の構成員のうち１者と委託契約等を締結することがあることを了解するものとす

る。

（その他）

第４条この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定

めるものとする。

以 上



別紙様式１

令和  年  月  日

応募申出書

独立行政法人都市再生機構西日本支社

うめきた都市再生事務所

所長 島本 健太 殿

（応募者）住所

     商号又は名称

代表者名              実印

私はうめきた２期地区プロモーション業務企画提案募集要領に記載されている内容を承

知の上、必要書類を添えて応募します。

応募者

名称

代表者

住所

担当部課・担当者

電話番号

資本金
百万円

設立年月 明治・大正
年   月

昭和・平成・令和

直近決算期
平成 年 月

従業員数
人

添付書類：



別紙様式２

令和  年  月  日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

うめきた都市再生事務所

所長 島本 健太 殿

応募予定者 住所  

商号又は名称

代表者名  

質 問 書

うめきた２期地区プロモーション業務企画提案募集に関する内容について、次のとおり

質問します。

項番 質 問 事 項

（注） 質問事項が１枚で書ききれない場合は、必要枚数を複写して利用してください。



別紙様式３

委 任 状      

代理人 住所

    商号又は名称

氏名

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

次の募集に係る応募、土地使用条件等協議など本件募集に関する一切の件。

募集件名 うめきた２期地区プロモーション業務企画提案

令和  年  月  日

委任者 住所

    商号又は名称

氏名                     実 印

（電話番号）    －    －    

（注） １ 委任者の印鑑は、印鑑証明書の印を押印してください。

２ 代理人が使用する印を右上の欄内に押印しておいてください。

３ 代理人の住所は住民登録がされている住所を記載してください。

代理人使用印


