
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託 
募集要項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年 8 月 

 

公益財団法人川崎市産業振興財団 

  



1．．．．趣旨趣旨趣旨趣旨 
 公益財団法人川崎市産業振興財団（以下、財団）の JST委託事業 COIプログラム「ス

マートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点（以

下、COINS）」では、全ての医療機能が体内に集約する「体内病院」の実現により、誰

もが、いつでも、どこでも、負荷なく、病気や治療から解放され、自律的な健康を維持

できるスマートライフケア社会の実現を目指し、様々な企業、大学・研究機関、自治体

で構成される大規模な産学官連携体制のもとで研究開発・社会実装を進めています。 
 財団では、ニュースレター「NanoSky」（以下、NanoSky）を COINSの最新情報を

発信する重要な広報ツールとして位置付け、認知度向上や理解増進を目的に、国内外の

企業、大学・研究機関、官公庁・自治体、市民等に対して発行を予定しています。今回、

平成 28年度に発刊を予定している NanoSky vol.2及び vol.3の制作業務を担う事業者

（以下、事業者）を以下のとおり募集します。 
 
2．．．．募集募集募集募集 
 次の資格・条件を満たす法人または団体の中から、「公募型プロポーザル方式」によ

り決定いたします。決定後は財団と速やかに契約を締結した上で、提案内容について委

託期間内に履行及び完了をしていただきます。 

 （１）委託名 

   平成 28 年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託 

 （２）募集期間 
   平成 28年 8月 22日（月）から同年 9月 2日（金）17時まで 
 （３）参加要件 
   下記「3. 応募資格・条件」記載の通り 
 （４）委託内容 
   「平成 28年度ニュースレター『NanoSky』制作委託業務仕様書」を参照のこと 
 （５）提案限度価格 
   ５，８９６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 
 （６）委託期間 
   契約を締結した日から平成 29年 3月 31日まで 
 
3．．．．応募資格・条件応募資格・条件応募資格・条件応募資格・条件 
（１）応募資格 

応募書類の提出時点で、次の応募条件を満たす法人その他の団体が応募することが

できます。 
ア 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する者又は破産者で復権を得

ている者。 



イ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第 2項の規定によ

り川崎市における一般競争入札の参加を制限されていない者。 
ウ 川崎市から指名停止処分を受けていない者。 
エ 団体又はその代表者が地方税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ない者。 
オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立をして

いない者。又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き

開始の申立をしていない者。 
カ 団体又はその代表者が以下に該当する者でないこと。 
（あ）法人等の役員等経営に関与する者（以下「役員等」という。）に、暴力団

員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過していない者（以下「暴力

団員等」という。）が含まれている場合。 
（い）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使用している場合。 
（う）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財

産上の利益を供与している場合。 
（え）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な交際をしている場合。 
（お）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実質的に支配している法人

その他の団体を利用している場合。 
キ 大学・研究機関等に関する広報誌の制作に実績を持つ団体であること。 

（２）応募条件 
ア 共同事業体で応募する場合は、代表する法人その他の団体を定めていただき

ます。 
イ 単独で応募した法人その他の団体は、他の共同事業体応募の構成員になるこ

とはできません。 
ウ 複数の共同事業体において、同時に構成員になることはできません。 
エ 応募書類受付期間終了後の共同事業体の構成団体の変更は認めません。 

 
4．応募方法．応募方法．応募方法．応募方法 
（１）提出書類 
  ア 参加表明書（様式 1） 
  イ 提案書（任意書式） 

以下の条件でニュースレターを発行する場合の中身について、A4 2枚または

A3 1枚で企画提案をしてください。 
（あ）テーマ…抗がん剤のナノマシン 
（い）ページ数…14ページ（表表紙・裏表紙は除く） 
（う）ポイント…COINSの活動内容、ニュースレターの趣旨、別紙「平成28



年度ニュースレター『NanoSky』制作委託業務仕様書」の「３-２）企

画」の内容をご理解いただいた上で、“企画提案の具体性・独自性・実

行可能性”、制作を進める際の“実施体制の特徴や実施上の配慮”、“特

に重視する事項”等をアピールしてください。 
（参考HP） 
 ・COINS  
  http://coins.kawasaki-net.ne.jp/ 
 ・ナノ医療イノベーションセンター（iCONM、COINSの中核研究機関） 
  http://iconm.kawasaki-net.ne.jp/ 
 ・KING SKYFRONT（iCONMがある川崎市オープンイノベーション拠点） 
  http://www.king-skyfront.jp/ 

 ウ 団体の組織に係る書類 
   共同事業体にあっては、代表団体のみでなく、各構成団体も提出してください。 
 （あ）団体の概要（様式 2）及び団体説明資料（パンフレット等） 
 （い）定款又は登記事項証明書（法人以外の団体にあたっては、これらに相当する

書類） 
 （う）過去 3期分の財産目録及び収支計算書又は貸借対照表及び損益計算書。ただ

し設立後の初年度決算をむかえていない法人等にあっては、その設立時にお

ける財産目録とする 
 （え）直近期の納税証明書（法人の場合：法人税、法人市民税、消費税及び地方消

費税／法人以外の団体の場合／：代表者の市民税、固定資産税） 
 （お）過去の大学・研究機関等に関する広報誌の制作実績一覧（様式 3） 
 （か）本事業の業務推進体制（様式 4） 
 （き）コンプライアンス（法令順守）に関する申告書（様式 5） 
    過去 2年間に次のような事由があった場合には、その旨を記載して提出して

ください。また、該当事由がない場合については、その旨を記載して提出し

てください。 
    ①川崎市からの指名停止に該当する事由があった場合 
     （川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に規定する措置要件への該当

の有無で判断） 

    ②法人に次の事由があった場合 

     労働基準法、不正競争防止法、特定の業種の営業について特別の定めをお

く法律（食品衛生法、警備業法等その他の法令違反により、公訴を提起さ

れ、又は行政庁による監督処分がなされた。 

    ③法人の役員又はその使用人による次の事由があった場合 

     業務上の贈賄、横領、窃取、許取、器物損壊その他の施設管理者としての



業務の健全かつ適切な運営に重大な支障をきたす行為又はその恐れのあ

る行為があった。 

     ＊選定結果に関する通知が到達するまでの間は、本件に係る提出書類の提

出後であっても、上記①～③の事由が生じた場合は、速やかに報告してく

ださい。事由によっては再審査を行う場合があります。 

 ウ 共同事業体に係る書類 

   共同事業体による応募の場合は、次の書類も提出してください。 

 （あ）共同事業体協定書兼委任状（様式 6） 

 （い）共同事業体連絡先一覧（様式 7） 

 エ 業務の再委託に係る書類 

   業務の一部について再委託を予定している場合は、再委託の内容を記入した書 

類（任意書式）を提出してください。 

 オ 委託事業に関する見積書 

    ＊説明等が必要な場合は任意の書式を添付してください。 

（２）提出部数 

   正本 1部、副本 4部（副本は複写可）を提出してください。 

（３）提出期間、提出場所及び提出方法 

   ア 提出期間 

     平成 28 年 8月 22 日（月）から同年 9月 2 日（金）17時まで 

     （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   イ 提出場所 

     川崎市川崎区殿町３丁目２５番１４号 

     ナノ医療イノベーションセンター COINS研究推進機構支援事務局 

   ウ 提出方法 

直接持参または郵送（受付期間必着）にて提出してください。なお、提出さ

れた応募書類等は返却いたしません。 

 

5.5.5.5.    募集要項募集要項募集要項募集要項、仕様書等関係書類の配布、仕様書等関係書類の配布、仕様書等関係書類の配布、仕様書等関係書類の配布    

 以下のホームページへのアップロードにより配布いたします。 

  ・公益財団法人川崎市産業振興財団（http://www.kawasaki-net.ne.jp/） 

  ・ナノ医療イノベーションセンター（http://iconm.kawasaki-net.ne.jp/） 

    

6.6.6.6.    募集要項募集要項募集要項募集要項等に関する質問等に関する質問等に関する質問等に関する質問    

応募に際し、質問がある場合は、平成 28年 8 月 22 日（月）から同年 8 月 26日（金）

17 時までに「質問書（様式 8）」を FAX または電子メールにて送付して下さい。電

話、来訪による質問は受け付けません。なお、質問書提出の際には、電話等により到



達を直接確認してください。 

 

7777....        審査方法審査方法審査方法審査方法    

 事業者の選定は、複数の審査委員による審査会により、応募書類を踏まえた応募者

によるプレゼン審査の発表内容及び質疑応答に対して、次の項目（カッコ内は審査内

容）を踏まえて多面的に評価することで行います。 

（１）遂行基盤（実績、適合性） 

（２）実施体制（人員配置、経験） 

（３）提案内容（魅力、具体性・独自性・実現可能性） 

 （４）提案価格 

 

8888....        結果の通知結果の通知結果の通知結果の通知        

 応募者に対し、選定後速やかに通知します。 

 

9. スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 
募集の公示 平成 28年 8月 22日（月） 
募集要項等に関する質問の受付＊ 平成 28 年 8 月 22 日（月）～8 月 26 日（金）17 時 
応募書類の受付 平成 28 年 8 月 22 日（月）～9 月 2 日（金）17 時 
プレゼン審査 平成 28年 9月 9日（金）午前中（予定） 

※詳細は追ってご連絡いたします 
選定結果の通知 平成 28年 9月中旬（予定） 
＊質問受付期間終了後の質問には一切回答しません。 

 
10. 留意事項留意事項留意事項留意事項 
（１）虚偽の記載をした場合の無効 
  応募書類に虚偽の記載があった場合は、無効とします。 
（２）応募事項等の承諾 
  応募者は、応募書類等の提出をもって本募集要項及び仕様書等の記載内容を承諾

したものとみなします。 
（３）重複提案の禁止 
  応募者は複数の応募書類を提出することはできません。 
（４）提案内容の変更の禁止 
  提出された提案内容については変更することができません。 
（５）応募の辞退 
  応募書類を提出した後に辞退する場合は、下記「11.問合せ先」の E-mailアドレ

スまでその旨ご連絡ください。 



（７）費用負担 
  応募に関して必要となる経費は、応募者側の負担とします。 
（８）情報公開 
  事業者は、当財団が職務の遂行上必要と認める情報について公開を求めた場合、

適正な理由もなくこれを拒絶しないものとします。 
 

11. 問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先 
 公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター 
 COINS研究推進機構支援事務局 杉本 
 TEL 044－589－5785 
 FAX 044－589－5789 
 E-mail jimukyoku-coins@kawasaki-net.ne.jp        



（様式1） 

参 加 表 明 書 

 

平成  年  月  日 

（あて先） 
公益財団法人川崎市産業振興財団理事長 

 

住所(所在地) 

名称又は商号 

氏名               ㊞ 

 

平成28年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託の提案募集について、募集要項に

定める事項を承諾し、参加を表明します。なお、募集要項の要件をすべて満たしていること

並びに提出書類等の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。  

 

記  

 

１ 業務委託名  

  平成28年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託 

 

２ 川崎市産業振興財団の競争入札への参加資格  

 

有     無  

 

３ その他  （特筆すべき事項があれば記入）  

 

 

 

 

【連絡先】所属部署   

氏  名   

電話番号   

メールアドレス 

     



（様式 2） 

団体の概要 

平成  年  月  日現在 
商号又は名称     

所在地        

代表者名       

設立年月日  

資本金又は基本財産 
（単位 千円） 

 

従業員数  

沿革  

業務内容  

業務実績 
（様式 3以外にあれば記載

してください） 

 

＜備考＞ 
＊構成団体毎に作成してください。 
  



（様式 3） 

大学・研究機関等に関する広報誌の制作実績一覧 

契約相手方の名称 業 務 名 業 務 概 要 履 行 期 間 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

（その他特記すべき事項） 

 

 

 

 

【記載上の注意】 

（１） 実績は、過去５年間程度の範囲とすること。 

（２） 欄が不足の場合は適宜追加すること。 

（３） 「業務概要」欄には、当該業務の概要、成果、特筆すべき事項について簡潔に記載。 

（４） 実績を示す資料（広報誌等の写し）を添付すること。 

  

  



（様式 4） 

業務推進体制 

 
商号・名称 

                                        
 

<責任者>  

氏名 勤務年数 

所属・役職名 

主な経歴  

（年度）  （業務名）      （事業内容）     （担当業務）  

 

 

 

特記事項 

 

 
<業務担当：（担当名を記載）> 

氏名 勤務年数 

所属・役職名 

主な経歴  

（年度）  （業務名）      （事業内容）     （担当業務）  

 

 

 

特記事項 

 

＊表は適宜複製の上、本事業の関係者全員を記載してください。共同事業体の場合は、構成

団体ごとに作成してください。  



（様式 5）  

コンプライアンス（法令順守）に関する申告書 

 
（あて先） 
公益財団法人川崎市産業振興財団理事長 
 
 
 
             （申告者） 
 
              所在地 
 
 
              商号または名称 
 
 
              代表者名               
 
 
コンプライアンス（法令順守）について、次のとおり申告します。 
 
（該当する番号を○で囲むこと） 
 
１．該当事由なし 
 
 
２．該当事由あり（該当事由の詳細について記載してください）               
 
 
 
 
 
 
 

 

印 



（様式 6）  
平成  年  月  日 

共同事業体協定書兼委任状共同事業体協定書兼委任状共同事業体協定書兼委任状共同事業体協定書兼委任状 

（あて先） 
公益財団法人川崎市産業振興財団理事長 
 
             共同事業体名 
               代表者 所 在 地 
                   商 号 等         
                   職・氏名   
件  名 平成 28年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託 

上記件名の募集に参加するため、募集要項に基づき、共同事業体を結成し、公益財団法

人川崎市産業振興財団との間における下記事項に関する権限を代表に委任して応募し

ます。なお、当該件名の事業を委託された場合は、各構成団体は業務の遂行及び業務の

遂行に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。 
共同事業体の名称  
共同事業体の代表団

体（受任者） 
所在地 
商号等 
職・氏名 

共同事業体 
事務所所在地 

 

共同事業体の構成団

体（委任者） 
所在地 
商号等 
職・氏名 

共同事業体の解散等 当共同事業体の構成団体の脱退又は除名については、事前に公

益財団法人川崎市産業振興財団の承認がなければこれを行うこ

とができないものとします。 
委任事項 １．本応募に関する件 

２．協定締結に関する件 
３．経費の請求受領に関する件 
４．契約に関する件 

その他 １．本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡できません 
２．この協定書に定めのない事項については、構成団体全員に

より協議することとします。 
＜備考＞共同事業体を結成して募集に参加する場合はこの様式を提出してください。 
    構成団体の数が多い場合には、この様式に準じて様式を作成してください。 

印 

印 

印 



（様式 7）  
平成  年  月  日 

 

共同事業体連絡先一覧共同事業体連絡先一覧共同事業体連絡先一覧共同事業体連絡先一覧 

 

（共同事業体の名称） 
 
                                         
 
（代表団体 担当者連絡先） 
氏名（ふりがな）  
所属団体  
部署 職名  
電話番号  Fax  
電子メール  
 
（構成団体 担当者連絡先） 
氏名（ふりがな）  
所属団体  
部署 職名  
電話番号  Fax  
電子メール  
 
（構成団体 担当者連絡先） 
氏名（ふりがな）  
所属団体  
部署 職名  
電話番号  Fax  
電子メール  
＊適宜表を複製の上、全ての構成団体を記載してください。 
 
 
 
 
 
 



（様式 8）  
平成  年  月  日 

 

質質質質    問問問問    書書書書 

 
所在地 

                                         
商号・名称 

                                        
 
平成 28年度ニュースレター「NanoSky」制作業務委託について、下記のとおり質問事

項を提出します。 
 
＜質問事項＞ 
質問項目 資料の種類 募集要項・仕様書・その他（      ） 

項目  
質問内容  

＜備考＞ 
質問がある場合には、8月 26日（金）17時までに Faxまたは電子メールにて本書を送

付してください。電話や来訪による質問は受け付けません。 
（Fax：044-589-5789、電子メール：jimukyoku-coins@kawasaki.net.ne.jp） 
質問事項は、本様式一枚につき一問とし、簡潔に記載してください。 
Fax、電子メール送信のいずれにおいても、電話による到達確認をしてください。 
  

   担当者氏名 
                                        
              電話番号または電子メールアドレス      
               
                                        

 


