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東大阪市キャッシュレス決済ポイント還元事業委託に係る

プロポーザル実施要領

１ プロポーザルの目的 

  東大阪市では、コロナ禍における原油価格・物価の高騰に対応するため、家計支援と市

内の消費喚起を図りつつ、新しい生活様式を見据えた非接触型のキャッシュレス決済の

普及促進を目的に、キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施する。また、ポイント還

元事業の実施に併せて、とりわけ高齢者のキャッシュレス決済利用の促進や導入に不安

がある店舗への支援を行うにあたり、事業者を公募型プロポーザルによって選定するこ

とを目的とする。

２ 事業の概要 

 （１）業務名

     東大阪市キャッシュレス決済ポイント還元事業

 （２）業務内容

     東大阪市キャッシュレス決済ポイント還元事業委託仕様書のとおり

 （３）履行期間

     契約締結日から令和５年１月３１日（火）まで

     なお、ポイント付与の対象期間は令和４年１０月１日（土）から令和４年１１月

７日（月）までとする。

※ただし、新型コロナウイルス感染症の再拡大、感染状況や、ポイント付与対象

のキャッシュレス決済状況等によって、期間を変更する場合がある。

 （４）予算額

     １,２７０,０００,０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。）

※予算額のうち、ポイント付与原資分１,２００,０００,０００円（ポイント付与

原資分については消費税及び地方消費税は含まない。）及び一部のペイメント

に対し支払う必要がある手数料等の見込額２５,０００,０００円（税込）を除

いた額で見積もること。

  なお、ポイント付与の対象期間中にポイント付与原資分が上限に達した場

合は、この限りでない。

３ 参加資格 

  本業務の提案に参加を希望する者は、次の参加要件を全て満たすものとする。 

 （１）東大阪市財務規則（以下、「規則」という。）第８６条及び第８８条に基づく令和３・

４・５年度入札参加有資格者名簿に登載されている者。 

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

該当しないこと。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て中又は

更生手続き中でないこと。 
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 （４）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て中又は

再生手続き中でないこと。 

 （５）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申立て又は破産

手続き開始決定がされていないこと。 

 （６）国税、府税及び市税の滞納がないこと。 

 （７）東大阪市入札参加停止要綱に基づく、入札参加停止措置を受けていないこと。 

東大阪市暴力団排除条例第２条第１項第１号に規定する暴力団、同条第２号に規

定するその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）又は同条第３号に規定す

る暴力団密接関係者若しくは、暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過し

ないものの統制下にある団体でないこと。 

 （８）令和元年１０月に開始した経済産業省のキャッシュレス・ポイント還元事業以降、

令和４年６月末時点で完了している案件で、同種のキャッシュレス決済ポイント

還元事業又は令和元年１０月以降、プレミアム商品券事業などの消費喚起を目的

とした事業での受託実績を有していること。 

４ 参加申込者の失格に関する事項 

参加申込者は、以下のいずれかに該当した場合は、失格又は無効とする。 

（１）提案書・見積書の提出期限に遅れがあった場合 

（２）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

（３）本書に記載する制約事項に違反した場合 

（４）本件に関して、本書に定める以外の方法により、本市職員に直接又は間接の連絡

を求めた場合 

（５）プロポーザル参加申込書及び企画提案書提出後から受託候補者の決定までの間

に、本市から指名停止等の措置を受けた場合 

（６）企画提案書の見積書に関し、事業費上限額を超える金額を提案した場合

５ スケジュール 

項番 内容 日時 

１ 公募開始 令和４年７月 ４日（月） 

２ 質問受付期限 令和４年７月 ７日（木） 

３ 質問への回答期限 令和４年７月 ８日（金） 

４ 書類（参加申込書・企画提案書等）提出期限 令和４年７月１９日（火）午後５時まで

５ プレゼンテーション実施案内通知 令和４年７月１９日（火） 

６ プレゼンテーション 令和４年７月２２日（金） 

７ 受託候補者の決定・公表・通知 令和４年７月２５日（月） 

８ 業務委託契約締結 令和４年７月下旬予定 

６ 質問の受付及び回答 

 （１）受付方法

電子メールでの受付とする。（電話・fax 等は不可。）

質問の受付期限はスケジュールのとおり。
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件名を「東大阪市キャッシュレス決済ポイント還元事業に関する質問（事業者名）」

とし、【様式３】質問書に必要事項記入のうえ、ワード形式で添付すること。

なお、電子メール到達確認のため、送信後に電話確認すること。

メールアドレス及び電話番号については、最終頁にある問い合わせ先に記載する。

 （２）回答について

    質問の回答については、企画財政部企画室企画課のホームページにて回答する。

    回答日はスケジュールのとおり。

 （３）留意事項

    期日以降の質問に関しては回答できないので、期限厳守のうえ質問すること。

    なお、質問無き場合並びに見解を異にする場合は、本市の決定に基づくものとする。

７ 提出する書類について 

本プロポーザルに参加しようとするものは、以下の書類を持参または郵送により提出

すること。 

（１）提出書類 

項

番
提出書類名 提出部数 備考 

１

【様式１】東大阪市キャッシュレス決済ポイ

ント還元事業委託公募型プロポーザル参加

申込書 

１部 正本に添付 

２ 【様式２】誓約書 １部 正本に添付 

３ 【様式４】受託業務実績調書 １部 正本に添付 

４

企画提案書 

 表紙 

基本方針・コンセプト 

 類似業務実績 

 実施運営体制 

 企画・提案 

（デジタルデバイド対策、高齢者の利用促

進、広報関連等） 

全体スケジュール 

見積書（明細書含む） 

正本１部 

副本１０部

企業名を記載のこと。 

企業名は記載不可。 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ（様式自由）

（２）受付期限 

令和４年７月１９日（火）午後５時まで

（平日の午前９時から午後５時まで。期日時間厳守とする。郵送の場合も期日最終

日の時間内に必着のこと）
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（３）提出先 

    最終頁の問い合わせ先に記載の場所とする。

（４）辞退 

プロポーザル参加申込書提出後に提案を辞退する場合は、速やかに【様式５】辞退

届を郵送または持参により提出すること。

８ 企画提案書の提出について 

 （１）企画提案書のルール（正本１部、副本１０部） 

   ① 様式はフリーとするが、Ａ４サイズ両面印刷（縦・横は自由）とし、ページ番号

を付し、またカラー印刷可能とする。 

   ② 使用言語、通貨及び単位は日本語及び日本国通貨を使用すること。 

   ③ テーマは、次頁「１２評価基準」に示す内容とし、企画提案書全体で１０ページ

以内とする。（表紙を付けること。但し表紙・見積書は頁数に含まない。）企画提

案書に関連する内容及び写真等（動画を含む）をもってプレゼンテーションを行

うものとする。なお、プレゼンテーションにプロジェクターを使用する場合、Ｐ

Ｃ（配線等含む）については、事業者自ら準備すること。（スクリーン、プロジ

ェクター（EPSON：EB-FH52）及び電源については本市で準備する。） 

   ④ 公平・公正な審査に資するため、正本の表紙のみ提案者名を記載し、副本には提 

案者名や企業ロゴなど、参加者が特定・推測されるおそれのある表記は一切記載 

しないこと。 

９ プレゼンテーションの実施 

（１）実施日     スケジュールのとおり。

（２）実施時間・場所 プレゼンテーション実施案内通知に詳細を記載する。なお、スケ

ジュールに示すプレゼンテーション実施案内通知日に、担当者

宛にメールにて送付する。また、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大状況により、オンライン方式で実施する場合がある。

（３）実施方法    各事業者４名までの出席（受託後、本事業の担当者を含めるもの。）

とし、１事業者３０分とする。

           （プレゼンテーション１０分、質疑応答２０分） 

１０ 受託候補者の選定 

企画提案書及びプレゼンテーションに基づき、「東大阪市キャッシュレス決済ポイント

還元事業委託事業者選定委員会」において、厳正に審査の上、最低合格点（１２「評価基

準」に示す配点１００点満点中５０点（５割））以上かつ最高得点を獲得した者を受託候

補者とし、最優先交渉権を得るものとする。ただし、最高得点を獲得した者が２事業者以

上の場合は、次の順に示す評価項目における得点上位者を受託候補者とし、最優先交渉権

を得るものとする。 

（１）評価項目のうち、７見積書を除く、１から６の評価項目（配点８０点） 

（２）評価項目１から６のうち、４企画・提案の評価項目  （配点２５点） 
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１１ 提案者が１事業者の場合 

提案事業者が１事業者であっても、プレゼンテーションを実施し、最低合格点（１２「評

価基準」に示す配点のうち、見積書の配点を除いた８０点満点中４０点（５割））を上回

る場合に受託候補者として決定する。

１２ 評価基準 

NO 要領書項目 評価基準 配点

１ 基本方針
本業務を実施するうえでの主旨目的が理解でき

ているか。
5

２ 業務実績 類似業務において、どの程度の実績があるか。 10

３ 実施運営体制

業務を実施する上で適正な体制であるか。責任体

制が明確になっているか。

20

責任者及び担当者の経験及び実績は十分か。

コールセンターの設置・運営にあたって、利用者

及び事業者の問い合わせ内容に的確に対応でき

る体制が構築されているか。

委託事業者、各ペイメント、コールセンターとの

連絡体制が確立し、問い合わせ対応など迅速に行

えるか。

４ 企画・提案

高齢者向けデジタルデバイド対策への取り組み

など具体的な提案はあるか。

25

高齢者向けキャッシュレス決済促進のための取

り組みなど具体的な提案はあるか。

市民に対し、本事業の利用者（消費者）拡大に向

けた取り組みなど具体的な提案はあるか。

周辺自治体を含め、本事業の利用者（消費者）拡

大に向けた取り組みなど具体的な提案はあるか。

市内事業者に対するキャッシュレス決済導入を

促進する具体的な提案はあるか。

５ 広報

利用者拡大と、東大阪市のブランドイメージ向上

に繋がる効果的・戦略的な広報計画が提案されて

いるか。 10
告知ツールなどは、わかりやすい内容、有効な手

段が提案されているか。

６ スケジュール
全体のスケジュールが工程ごとに記載され、効率

的に事業を進める工夫がされているか。
10

７ 見積書 － 20
合 計 100
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１３ 審査結果について 

審査結果については、全ての提案者に対し書面を持って通知するとともに、企画財政部

企画室企画課のホームページにて公表する。

１４ 契約の締結 

（１）選定委員会において決定された受託候補者は、本市との協議に基づき契約を締結す

る。契約締結に際しては、東大阪市財務規則のほか関係法令の規定に基づくものと

する。

 （２）業務の再委託については、原則禁止であるが、あらかじめ本市の書面による承諾を

得た場合は、この限りでない。

   ※契約保証金について

    契約保証金は、契約金額の１００分の３に相当する額以上とする。

    但し、東大阪市財務規則第１１７条第１項の各号に該当する場合、契約保証金の全

部又は一部を免除することができる。

１５ その他 

  ・各書類の作成及び提出、プレゼンテーションにかかる費用については、申込者の負担

とする。

  ・プロポーザル参加申込書の他、提出された企画提案内容（提出書類）は返却しない。

問い合わせ先（提出先 他）

577-8521 東大阪市荒本北一丁目１番１号

東大阪市 企画財政部 企画室 企画課（本庁舎１２階）

電話 ０６－４３０９－３１０１（直通）

電子メール kikaku@city.higashiosaka.lg.jp 


