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業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

  札幌スタイル認証事業運営業務 

 

２ 業務の概要 

本業務は、委託者が実施する札幌スタイル認証事業の運営を行うものである。 

 

３ 業務の内容 

(1)  札幌スタイル認証審査の運営 

札幌スタイル認証事業における製品の公募から認証審査の運営にかかる事務につ

いて、次のことを実施する。 

なお、札幌スタイル認証の申請区分は、新規申請、追加申請、更新申請の３区分

があり、札幌スタイル認証委員会（以下、「委員会」という。）にて審査を行う。ま

た、新規申請のみ、予備審査及び本審査の２段階で審査を行う。 

ア 申請の受理及び申請情報の整理 

申請の受理及び申請情報の整理を行う。各申請区分における事務については

以下のとおり。 

(ｱ) 新規申請 

新規申請については、札幌市ホームページにて受け付けるため、委託者が提

供する申請情報データを整理し、申請製品リストとして、審査で使用できるよ

うにまとめる。 

(ｲ) 更新申請・追加申請 

申請者から提出される申請書を受理し、審査で使用できるようにまとめる。

その際、記入漏れや不十分な箇所等を確認し、適宜、申請者に対して加筆、修

正を依頼する。 

 

イ 申請製品及び添付資料の受理・保管 

申請に際して提出される、申請製品２点（パッケージを含む製品１点、製品

本体１点）及び製品パンフレット等の添付資料を受理し、破損のないように充

分留意して保管すること。万一、保管中に破損や紛失があった場合には、受託

者の責任のもと補償すること。 

 

ウ 申請書類のデータ納入、審査用申請書綴りの作成 

申請製品リスト、申請書の PDF データを、申請締切後５営業日以内に CD-R 又

は DVD-R に保存して、委託者へ納入すること。 

また、申請製品リスト、添付書類を複製した審査用の簿冊を、予備審査開催

日の前日までに 13 冊（受託者使用分１冊を含む）を作成し、委託者へ納入する

こと。仕様は以下のとおり。 

・申請製品リスト、申請書：Ａ４判 

申請書類は１件ごとにインデックスを付け、申請順に並べる。 

なお、申請区分（新規・更新・追加）ごとに分け、さらに新規認証申請に

ついては札幌スタイル機構の推薦による申請と、それ以外の申請に分けるこ
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と。 

 

エ 事前審査結果の集約 

審査を円滑に進めるための資料として、委員が仮採点したシートを受け取り、

結果を集約する。集約期限は、予備審査日・本審査日の各２日前を目途とし、

詳細は委託者と調整のうえ設定する。 

 

オ 本審査用書類の取りまとめ、データ納入、申請書綴りの作成 

新規申請については、予備審査終了後、本審査の対象者から追加提出される

申請書を受理し、委員会において使用できるようにまとめる。その際、記入漏

れや不十分な箇所等を確認し、適宜、申請者に対して加筆、修正を依頼するこ

と。提出された申請書の PDF データを、申請書の提出締切後５営業日以内に委

託者へ CD-R 又は DVD-R に保存して納入すること。 

また、本審査開催日の前日までに、追加提出された申請書をまとめた簿冊 13

冊（受託者使用分１冊を含む）を作成し、委託者へ納入する。仕様は以下のと

おり。 

・申請書：Ａ４判 

申請書は１件ごとにインデックスを付け、申請順に並べる。 

 

カ 予備審査及び本審査の運営 

次のとおり予備審査及び本審査の運営を行う。 

  ・開催日程については、委員及び委託者と協議の上決定する。 

・会場設営を行う。なお、会場（市役所庁舎内を予定）は委託者が確保する。 

・申請時に提出された製品及び製品パンフレット等の添付資料を会場に持参し、

受付順に陳列する。 

・審査の進行をサポートするとともに、議事内容を記録する。 

・審査終了後に、陳列した製品を持ち帰り、保管する。 

・本審査では、申請者へのヒアリングも予定されていることから、本審査会場

とは別に用意する申請者の控室にもスタッフを配置し、円滑に審査が進むよう

にすること。 

 

なお、審査の内容については次のとおり。 

(ｱ) 予備審査（新規申請） 

・書類及び製品により審査を行う。 

・申請件数によるが、所要時間は概ね半日程度。 

(ｲ) 本審査（新規申請） 

・直接、委員会がヒアリングを行う。 

・ヒアリングを行った後、会場のレイアウトを変えて審査を実施する。 

・審査件数によるが、所要時間は概ね１日程度。 

(ｳ) 本審査（追加・更新申請） 

・書類及び製品により審査を行う。 

・日程は、原則として新規申請とは異なる日程とする。 

・申請件数によるが、所要時間は概ね半日程度。 
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キ 議事録及び当落選通知原案の作成 

予備審査及び本審査の審議結果について、各審査会終了後３日以内に議事録

を作成する。議事録には、認証及び落選の理由をそれぞれ整理して記載する。 

なお、新規・更新の認証の理由については、翌年に製作するカタログに掲載

するため、コピーライターが作成することとし、議事録とともに提出すること

とする。 

なお、コピーライターへの謝礼金については受託者が負担することとする。 

 

ク 審査終了後の審査対象製品の返却 

委託者が各申請者へ審査結果を通知した後２週間以内に、申請者から提出さ

れた製品を各社へ送付又は持参により返却する。 

【参考：申請件数】  

 平成 30 年度 新規 14 社 26 製品、追加３社８製品、更新 27 社 89 製品 

令和元年度  新規 18 社 25 製品、追加１社２製品、更新 ６社 ７製品 

令和２年度  新規 ５社 ７製品、追加２社３製品、更新 12 社 23 製品 

※ 既存の認証製品のうち、令和３年度の更新対象は 11 社 53 製品 

  （うち、10 製品は専有面積 9㎡程度を要する見込み。） 

 

(2) 募集パンフレットの企画・制作 

ア 企画 

委託者と協議のうえ、札幌スタイル認証の募集パンフレットを企画・制作する。 

なお、以下の内容については必ず掲載すること。 

・事業タイトル 

  ・札幌スタイル認証事業の主旨 

  ・札幌市が提供する支援メニュー（札幌スタイルショップ、ショーケース） 

  ・札幌スタイル機構の取組（公式ホームページの運用、催事等の企画・出店等） 

 ・申請方法等の概要 

・問合せ先 

 

イ デザイン 

事業の主旨及びブランドイメージを考慮し、札幌スタイルの魅力が引き立つよう

なデザインを心がけること。 

 

ウ 原稿作成 

委託者が提供する資料や写真データ等に基づき、上記ア、イに沿った原稿を作成

すること。 

 

エ 成果品 

募集パンフレット入稿用データ 

・仕上寸法 Ａ４（２つ折り。展開時の寸法はＡ３） 

・ページ数 両面（２ページ） 
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・刷り色  ４色カラー 

・ファイル形式 PDFとAdobe Illustrator 

・提出方法 CD-R又はDVD-Rに保存し提出すること。 

 

オ 納品日時 

  令和３年（2021年）６月30日（水）まで 

 

カ 納品場所 

  札幌市経済観光局国際経済戦略室ものづくり・健康医療産業担当課 

（中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎15階） 

 

キ その他 

・パンフレットの印刷は、委託者が行うこととする。 

・３回以上の校正を行うこと。 

・委託者は受託者に対して必要な資料や写真等を提供する。 

・成果物については本市の広報物として発行することから、本市指定のライラック

マーク及び登録番号（広報印刷物登録番号）、サッポロスマイルマークを付する

こと。必要なデータについては委託者より提供する。 

 

(3) 認証製品応募拡大を目的としたインタビュー動画の制作 

 ア 内容 

・札幌スタイル認証製品を持つ企業３社及び札幌スタイル認証委員１名にインタビ

ューを行い、札幌スタイル公式ＨＰに掲載するための動画（30秒～３分程度×５

本程度）を制作すること。 

・札幌スタイルのブランドイメージを高められ、また視聴者が札幌スタイルへの応

募意欲が高まる内容とすること。 

・インタビュー企業の選定やインタビュー内容は、委託者と協議のうえ決めること。 

 

イ 編集 

・インタビュー内容は、全て日本語で字幕を入れること。 

・字幕の表現は、記者ハンドブックに則したものとすること。 

・字幕の背景色とのコントラスト比は、4.5：1 を確保すること。 

・BGMや効果音を適宜入れることとし、著作権フリーのものを使用すること。 

  

ウ 成果品 

メディア 数量 形式 仕様等 

DVD 1 枚 MP4 ・コピーガードは設けないこと 

・リージョンコードを制限しないこと 

 

 



 5 / 6 
 

エ 納品日時 

  令和３年（2021年）７月９日（金）まで 

 

オ 納品場所 

  札幌市経済観光局国際経済戦略室ものづくり・健康医療産業担当課 

（中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎15階） 

 

カ その他 

・映像の制作に必要な人員、撮影場所、機材、許可申請等は、原則として、全て受

託者が確保、実施すること（取材には２日間を要する想定とすること）。 

・校正は２回以上を行うこと。 

・委託者は受託者に対して必要な資料や写真等を提供する。 

 

(4) 認証審査以外の委員会の運営サポート 

受託者は、上記認証事業の他に開催される会議への参加、議事録の作成等、委員

会の運営に関するサポートを行う。令和２年度に開催した委員会の議事録について

は、委託者より受託者へ提供する。 

会議の主な内容は以下のとおり。 

ア 実施回数 

年４回程度。各２時間程度。第１回は５月下旬以降を予定している。 

※ 令和２年度開催実績：計３回（８月６日、12 月 22 日、２月 18 日） 

 

イ 主な協議内容 

・ 札幌スタイル認証基準や審査方法の検証 

 ・ 札幌スタイルのブランドコントロールに関すること 

 

   【事業スケジュール（予定）】 

・第１回認証委員会          ５月下旬 

・募集パンフレット原稿データ納品   ６月３０日（水） 

・募集拡大動画データ納品   ７月９日（金） 

・第２回認証委員会          ７月上旬 

・募集開始（パンフレット配布開始）  ７月下旬 

・申請受付（申請情報・製品受理）   ７月下旬～８月下旬 

・申請書類のデータ納入        ９月上旬（申請締切後５営業日以内） 

・申請書綴りの作成          ９月中旬（予備審査の前日まで） 

・予備審査(新規申請)（第３回認証委員会） 

仮採点集約・委員会開催・議事録作成 ９月中旬 

・予備審査通過者の追加提出申請書受理  

追加提出申請書のデータ納入   10 月下旬（提出締切後５営業日以内） 

・追加提出申請書綴りの作成   10 月下旬（本審査の前日まで） 

・本審査(追加・更新審査) （第４回認証委員会） 

仮採点集約・委員会開催・議事録作成 10 月下旬 
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・本審査（新規申請）（第５回認証委員会） 

 仮採点集約・委員会開催・議事録作成 10 月下旬 

・申請製品返送            11 月中旬 

・第６回認証委員会          11 月下旬 

・第７回認証委員会          ２月下旬 

 

 

(5) 報告書の作成 

業務報告書Ａ４版１部、その電子データ一式をワードもしくはエクセルデータ及

び PDF データとして CD-R 又は DVD-R に保存して提出すること。 

 

４ 業務の期間 

   契約の日から令和４年（2022 年）３月 31 日（水）まで 

 

５ 納入及び検査場所 

札幌市経済観光局国際経済戦略室ものづくり・健康医療産業担当課 

 

６ 特記事項 

(1) 本業務の実施にあたっては、委託者と連絡を密にして作業を実施し、疑義が生じ

た場合には、委託者と協議のうえ、その指示に従うこと。 

(2) 受託者は関係法令を遵守し、誠実に業務の遂行に当たること。 

(3) 受託者は、業務を通じて知りえた個人情報を、本業務の履行期間および履行後に

おいて第三者に漏らしてはならない。 

(4) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定するこ

と。 

(5) 成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処

理は、受託者が納品前に処理を行うこととし、その経費には委託費に含まれること

とする。 

(6) 本業務により生じた成果物の著作権やデータ等は委託者に帰属する。 


