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１ 業務名        

人生会議（ＡＣＰ）啓発冊子の企画・制作等業務 

 

２ 業務期間   契約日から令和４年 11月 14 日（月）まで 

 

３ 業務の趣旨・目的 

自らが希望する医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、どこで

どのような医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、ご家族や医療・ケアチーム等と

繰り返し話し合い、共有しておくことを人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）

といいます。 

人生の最終段階において、本人の意思に沿った医療・ケアが行われるためには、日頃から、

府民一人ひとりが自分の望む医療・ケアについて前もって考え、家族やかかりつけ医、看護

師などに自分の意思を伝えておくことが重要です。 

そこで、医療・介護の現場でよくある身近な事例等を参考に、漫画をベースとした啓発冊

子を企画・制作し、読者が人生会議の意義や手順を理解し、今後の人生をどう生きたいか自

分の価値観を認識することで、家族やかかりつけ医、看護師などとの今後の医療・ケアにつ

いての話し合いにつなげるものとします。 

 

４ 啓発の対象 

① 人生の最終段階における医療・ケアの在り方を自分ごととして考える時期にある方 

② ①の方を身近で支える立場にある家族等 

③ 府民全体 

 

５ 啓発冊子の用途 

  ・府内市町村や医療機関、地域包括支援センター等での配架 

  ・大阪府、市町村、医療機関等が開催する人生会議に関する研修会等での配布 

・医療・介護従事者からの患者・利用者への配布 

 

６ 業務内容 

本業務で実施する内容は、次の（１）及び（２）とする。なお、業務の実施に当たっては、大

阪府（以下「発注者」という。）と十分に協議・調整すること。 

（１）人生会議啓発冊子の企画・制作業務 

① 制作する冊子は、単ページで A５サイズ、見開きで A4 サイズの 24 頁程度の小冊子と

すること。また、ホームページでも読めるように電子媒体で閲覧できるようにすること。

（１０．（２）成果物参照） 

② 啓発冊子は、小学校高学年の子どもや高齢者がわかりやすい内容にすること。 

③ 啓発冊子の登場人物は、「４ 啓発の対象」が受け入れやすいデザインとすること。 

人生会議（ＡＣＰ）啓発冊子の企画・制作等業務 仕様書 
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④ 漫画は、人生会議を身近なものに感じてもらうこと及び人生会議の事例を内容とするこ

とで、人生会議の意義や必要性及びその手順について理解を深め、今後の人生会議の実

践につながるものであること。 

⑤ 企画・制作いただく啓発冊子は次の内容とすること。 

 （ア）人生会議の定義を記載すること。 

（イ）人生会議の事例を複数記載すること。 

（ウ）（イ）について、少なくとも一事例は、公益社団法人大阪府看護協会が発注者補助

により作成した「ＡＣＰ支援マニュアル」に掲載された事例を参考に、ストーリー

を構成すること。 

  ※「ACP支援マニュアル」はこちら： 

http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/01260.html 

    （エ）（イ）について、少なくとも一事例は、若年層が人生会議を自分ごととして捉えら

れる内容のものとすること。 

（オ）（イ）について、患者・家族の視点から、命にかかわる病気になったときの悲しみ

や戸惑い、人生会議をすることにより、患者の価値観が医療・ケアに反映されたと

きの喜びなどの感情表現を通じて、読者の不安感をあおることなく、読んだ方の心

情に響くものとすること。 

（カ）ストーリーの中で、人生会議の手順をわかりやすく説明すること。 

（キ）人生会議にかかる府ホームページに掲載している情報や素材を使用することも可

能とする。 

（ク）冊子を読んだ方が、「人生会議をやってみよう」「家族と話をしてみよう」という

意識が高まる内容とすること。 

⑥ 漫画の制作にあたっては、発注者と協議を行い、ネームを作成すること。 

⑦ 制作にかかる必要な機材等の全てを受託者が用意すること。 

⑧ 基本的に常用漢字を用い、常用漢字以外の漢字を使用する場合にはふりがなをつけるこ

と。 

⑨ 啓発冊子の使用年限は限定しないこと。 

⑩ 冊子の内容や表現については、読んだ方の不快感をあおる内容を盛り込まないよう配慮

すること。 

⑪ 発注者指示の下、公益社団法人大阪府看護協会に助言を求め、その結果を反映すること。 

 

（２） （１）啓発冊子の印刷業務 

① 上記（１）の啓発冊子を小冊子にして納品すること。 

② 冊子は、単ページで A５サイズ、見開きで A4 サイズとする。（JIS 規格を満たすこと） 

③ 部数は 30,000 部とする。 

④ 仕様は、仕上りが A５サイズ、オフセット印刷、表４色・裏４色、マットコート、菊判 

76.5kg 又は同等紙、中綴じ製本とする。 

⑤ 納品の仕様は、１００部ごとに紙帯をし、適量クラフト梱包にて、発注者が指定する場

所に一括納品とする。 

⑥ インクジェット校正は１回以上、発注者の指示により行うこと。 

http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/01260.html
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⑦ 上記に示した紙質及び数量は、発注者と協議の上予算の範囲内で決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（提案を求める内容） 

（１）人生会議（ＡＣＰ）啓発冊子の企画・制作 

○冊子全体の構成 

・冊子全体の構成を通じて、人生会議の意義や必要性を効果的に訴える内容を提案

すること。 

・人生会議に取組みやすくなる工夫を提案すること。また、冊子を読む方の目を引

く工夫についても併せて提案すること。 

○漫画のネーム（複数）、登場人物のデザイン 

 ・漫画のネームについて、複数提案すること。 

※提案に当たっての留意事項 

 事例の一つは、公益社団法人大阪府看護協会が作成した「ＡＣＰ支援マニュアル」

掲載事例を参考に、ストーリーを構成すること。 

 事例の一つは、若年層が人生会議を自分ごととして捉えることができるストーリ

ーとすること。 

 漫画を読んだ方の不安感をあおることなく、登場人物の感情表現を通じて、人生

会議の意義や必要性を訴えること。 

 

（２）過去の実績について 

類似の啓発冊子（地方自治体への納品以外のものを含む。）を制作した実績（過去３年）

があれば記載すること。 

 

（３）費用について 

本業務に要する費用について、内訳を含め記載すること。 
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７ 業務進行予定及び体制等の策定 

① 計画を立てて進行管理を行うこと。詳細については、事前に発注者と協議すること。 

② スケジュールの進捗状況を、発注者が随時確認可能な業務体制とし、窓口となる担当者

を定めること。 

③ 定期的（１か月に１回以上）に本業務の実施状況について記載した書面又は冊子原稿を

提出し、発注者に報告するほか、制作過程の節目（ストーリー完成時、キャラクター完

成時等）においても、発注者にその内容について、報告すること。 

④ ③の報告の際には、発注者の内容確認及び修正等の指示を受けること。 

⑤ 印刷業務を他社に委託する場合、委託する予定の事業者概要を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 業務全体に係る留意点 

① 著作権及び使用料等について 

・本業務にかかる著作権使用料等についてはすべて委託金額内に含むものとする。 

・本業務における成果物の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める権利をいう。）

については、発注者に帰属するものとする。また、本業務終了後においても発注者がそ

の保有する広報媒体等を活用して公表等を行うに当たり、著作権使用料等が別途発生し

ないようにし、自由に無償で使用できるものとするとともに、著作者人格権（著作権法

第 18 条第１項、第 19条第１項及び第 20 条第１項に定める権利を含む。）の行使をし

ないこと。 

・本業務による成果物については、使用料、その他名目の如何を問わず、使用の対価を一

切請求することができない。 

・成果物については、発注者及び発注者から許諾を得た第三者の自由な使用を認める。 

・成果物に使用されるすべてのものは、必ず著作権者の了承を得て使用すること。 

・成果物が、第三者の著作権の侵害等により当該第三者から成果物の使用の差し止め又は

損害賠償を求められた場合、受託者は発注者に生じた損害を賠償しなければならない。 

② 公益社団法人大阪府看護協会への謝金の支払い等について 

・啓発冊子の制作に当たり、発注者指示の下、公益社団法人大阪府看護協会に助言を求め、

謝金を支払うこと。 

③ 個人情報の保護について 

（提案を求める内容） 

・業務ごとのスケジュールについて、表形式で提案すること。 

・啓発冊子の企画・制作業務及び印刷業務の体制・配置人員を提案すること。 

・業務全体を総括する責任者について、既に決定している場合は所属、役職、業務実績等を

明記すること。また、未定の場合についても、想定している人材の専門分野等に関して提

案すること。 

 ※提案に当たっての留意事項 

・契約期間内に計画的かつ効率的に進行できるような計画・体制とすること。 
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・本業務で制作する啓発冊子等は公表を前提とするため、個人情報の保護その他法令遵守

に十分配慮して制作すること。 

 

９ 委託金額の上限額   4,939 千円（消費税及び地方消費税含む。） 

              ※本業務を実施するすべての経費を含む。 

 

１０ 業務開始後の報告・提出事項 

（１）業務実施計画書の提出 

    発注者と協議の上、業務実施に当たっての全体の業務スケジュール、実施内容を記載

した業務実施計画書を作成、提出し、承諾を得ること。 

①提出時期 ： 契約締結後 10日以内 

 ②提出先  ： 大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ 

 

（２）成果物等 

  ①成果物 

（１）啓発冊子 30,000部 

（２）DVD－R（冊子を ai 形式、PDF 形式で保存したもの） 

②納品 

    上記成果物については、次の日時、提出先へ納品する。 

ア 提出時期： 令和 4年 10 月 31 日（月）まで 

イ 提出先 ： 大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ 

     ※制作した啓発冊子等に係る所有権、著作財産権については、発注者に帰属するもの

とし、また著作人格権（ただし既に第三者の権利のものを除く）は行使しないもの

とする。 

 

（３）業務完了報告の提出 

本業務完了後、以下の書類をもって、業務完了報告を行うこと。 

・業務完了報告書   １部 

・実績報告書（業務の詳細な実施状況が確認できるもの）  １部 

① 提出時期 ： 令和４年１１月１４日（月）まで 

② 提出先  ： 大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ 

 

（４）納品形式 

①啓発冊子については、上記６（２）のとおりとすること。 

②電子媒体については、文書形式の電子データは Microsoft 社の Word形式、冊子は 

ai 形式及び PDF 形式とし、納品すること。 

③ホームページをはじめ各種媒体で本電子データを利用する可能性があるため、必要に

応じ発注者が指定する上記以外のデータ形式への変換を依頼する場合がある。 

④業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果物の不良個所があった場合は、

受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受
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託者の負担とする。 

⑤電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフトにより検査した上で納品

すること。納品物が納品時点でウイルス感染していることにより、委託者又は第三者

が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復及びその他賠償等

について対応すること。 

 

1１ 再委託 

再委託は原則禁止する。ただし、専門性等から本業務の一部を受託者において実施すること

が困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待される場合は、再委託により実施すること

ができる。再委託により実施する場合は、発注者と協議し、承認を得ること。 

 

1２ その他 

  （１）業務の実施に際しては、発注者の指示に従うこと。 

（２）発注者から受託者に対し、必要に応じて、業務内容等について随時報告を求めること

があるので、速やかに対応すること。 

（３）本委託業務を実施するに当たり、本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じたときは、

発注者と受託者で協議の上、業務を遂行する。 

（４）企画提案及び契約の手続きにおいて用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国の通貨

によるものとする。 

 

 

【参考資料】 

〇大阪府ホームページ 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP、愛称『人生会議』）をご存じですか？ 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/zaitaku/acp-zinseikaigi.html 

 

〇公益社団法人大阪府看護協会ホームページ 

ＡＣＰある時広場にようこそ！ 

http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/01260.html 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/zaitaku/acp-zinseikaigi.html
http://www.osaka-kangokyokai.or.jp/CMS/01260.html

