
杉並区印刷室業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

杉並区は、本庁舎地下１階にある印刷室において、オフセット印刷機器を利用して直営

で印刷業務を行っています。しかし、印刷機等は購入後の時間の経過に伴う老朽化が進み、

修理部品の調達などが非常に困難となっています。そこで、印刷機器の入替えとともに印

刷室業務の委託を実施することとしました。事業者の選定は、現在の印刷室業務の質を維

持し、さらに、民間企業や他自治体等での業務実績を活かした業務及び管理体制など、安

定した運用ができる能力と実績を有する事業者をプロポーザル方式（公募型）により選定

します。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

   杉並区印刷室業務委託 

（２）業務内容 

   事業者によるオンデマンド複合機等の設置により、杉並区が依頼する印刷物の印刷

等を行う業務。詳細は、別紙１「杉並区印刷等業務委託仕様書」のとおりです。 

（３）委託場所 

   杉並区役所 地下１階印刷室 

   杉並区阿佐谷南一丁目 15番１号 

      ただし、緊急を要する場合で発注者が認めたときは、この限りでない。 

（４）履行期間 

   平成 28年７月１日から平成 33年６月 30日まで 

（杉並区長期継続契約を締結できる契約を定める条例第２条に基づく長期継続契約） 

（５）事業規模（平成 28年度） 

15,000,000円 

 

３ 参加資格 

  次に掲げる事項を全て満たす事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令 16 号）第 167 条の４の規定に該当していないこ

と。 

（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22年３月 23日杉並第 65476

号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年１月 17 日杉並第 53890 号）

に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（４）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て又は民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（５）法人の場合は、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を、



個人の場合は所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（６）提案業務又は類似する業務を引き続き２年以上営業していること。 

（７）杉並区競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 

４ 実施手順 

実施要領の公表から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は、以下のとおりです。 

項目 時期 

実施要領の公表 平成 28年４月 15日（金） 

実施要領に対する質問受付期

間 

平成 28年４月 15日（金）から平成 28年４月 19日（火）

午後５時まで 

※質問及び回答は、平成 28年４月 25日（月）（予定）

までに、杉並区公式ホームページ上で公開します。 

企画提案書等提出期限 平成 28年４月 15日（金）から平成 28年５月２日（月）

午後５時まで 

第一次審査 平成 28年５月上旬（５月９日まで） 

※第二次審査の対象となる参加事業者を選定します。 

※審査結果は、選定後速やかに通知します。 

第二次審査（プレゼンテーショ

ン、ヒアリング審査） 

平成 28年５月中旬（５月 16日頃） 

受託者候補者選定結果の通知 平成 28年５月中旬（５月 17日頃） 

 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

   別紙２「質問書」に質問内容を記載の上、FAX又は E-mailにより提出してください。 

（２）受付先 

   「10 担当課（問合せ先）」に同じです。 

（３）受付期限 

   平成 28年４月 19日（火）午後５時まで 

（４）回答方法 

   質問及び回答は、平成 28年４月 25日（月）（予定）までに、杉並区公式ホームペー

ジ上で公開します。 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   提出書類は、別紙３「提出書類一覧」のとおりです。 

（２）提出部数 

  ア 提出書類は、正本１部と副本８部をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）し、提

出してください。 

  イ 副本については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるような名称、ロ



ゴマークは使用しないでください。 

（３）提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。 

（４）提出先 

   「10 担当課（問合せ先）」に同じです。 

（５）提出期限 

   平成 28年５月２日（月）午後５時 必着 

   ※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提

出として取り扱います。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

杉並区印刷室業務委託受託者候補者選定会議（以下、「会議」という。）において、企

画提案書等の提出された書類及びヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適している

と認められる参加事業者を選定します。 

ただし、会議で審査をした結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契約

の相手方の候補者とはしないものとします。 

（１）評価基準 

  ア 経営状況等に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

経営状況 経営状況は良好か 

業務実績 類似業務の請負実績があるか 

社会的責任 企業の社会的責任を果たしているか 

  イ 企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

業務の理解度 ・業務に関する現状と課題を把握しているか 

・印刷機器等の配置は適切か 

業務の執行体制 ・業務管理責任者及び要員の職務内容、配置状況及び

連絡体制が確立されているか 

・業務管理責任者及び要員の配置及び人選にかかる 

工夫はあるか 

・最終原稿提出から納品までが短い印刷依頼の対応 

及び緊急時の対応の提案が盛り込まれているか 

資料調整能力 企画提案書は分かりやすいか 

費用対効果 コストは妥当か 

プレゼンテーション・ヒア

リング 

・説明に説得力があるか 

・論理的か 

・質問の受け答えが的確か 

（２）審査方法 

  ア 第一次審査（書類審査） 



提出された企画提案書等に対し、会議で第一次審査を実施し、第一次審査通過者

を選定します。（３者程度） 

  イ 第一次審査の結果は、平成 28年５月初旬に通知します。 

  ウ 第二次審査（提案説明及びヒアリング審査） 

    第一次審査通過者に対し、会議が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候

補者を選定します。 

    提案説明（プレゼンテーション）は、会議の指定する日時、場所において、事業

者の代表者又はその代理人等に行っていただきます。詳細は、別途通知します。 

（３）受託者候補者選定結果通知 

   平成 28年５月中旬に通知します。 

   ※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることが

できます。 

 

８ 参加事業者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格を満たさなくなった場合 

（３）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

（５）前各号に定めるもののほか提案に当たり、著しく信義に反する行為があった場合 

 

９ その他留意事項 

（１）本件に参加する費用は、全て参加事業者の負担とします。 

（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについて

は、その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円表記としま

す。 

（３）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は、一切認めません。 

（４）提出された企画提案書については、返却しません。 

（５）企画提案書について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、

提出書類等を公開することがあります。 

（６）契約の締結にあっては、区指定の標準契約書を使用します。 

 

10 担当課（問合せ先） 

  杉並区総務部総務課文書係 

   所在地：杉並区阿佐谷南一丁目 15番１号（杉並区役所東棟４階） 

   電 話：03-3312-2111 内線 1436 

   ＦＡＸ：03-3312-9912 

   Email：somu-k@city.suginami.lg.jp 
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杉並区印刷室業務委託仕様書 

 

 杉並区における杉並区印刷室業務委託の内容は、次のとおりとし、業務を処理するに当

たり必要な能力（技術、人員、資力等）を有する者に委託し、印刷室にて使用する印刷等

機器の調達、設置及び印刷室の運営、管理、サービスについても併せた委託内容とする。 

 なお、受託者は業務及び要員を第三者に委託してはならない。 

 

１ 作業時間 

（１）月曜日から金曜日までの午前８時 30分から午後５時までとする。ただし、次に掲げ

る日に該当する場合を除く。 

  ア 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）の規定による休日 

  イ 12月 29日から翌年１月３日までの日 

  ウ その他杉並区が認めた日 

（２）受託者は、杉並区が指示する印刷依頼を納入期限までに処理するため必要があると

きは、作業を行わないとされた日及び時間外にも業務委託に関する作業を行うものと

する。 

（３）前項の作業を実施する場合には、受託者は杉並区に事前に報告するものとする。 

 

２ 印刷等機器 

  印刷室に設置する印刷機等の仕様については、次の内容を満たすものとする。 

（１）基本事項 

  ア 印刷から製本までを一連の作業で行える高速デジタル複写機を有すること。 

  イ 両面印刷機能を有すること。 

  ウ 床上に設置可能であること。 

（２）機器の構成   

印刷機等の機器構成は、３ 業務内容に記載する業務ができるものとし、現在の印刷

室（資料１「平面図」のとおり）に適した配置が可能なものとする。 

なお、現在杉並区で保有する機器（資料２「杉並区印刷室機器一覧」のとおり）を利

用することも可能とする。 

（３）機器の搬入・設置 

ア 各機器の接続に必要なケーブルを用意し、ケーブルの接続、ソフトウェアのイン

ストールを行うこと。これらの費用は、本体調達対象に含めること。 

イ 杉並区が指定した日に、機器及びソフトウェアを指定の場所に納入すること。 

ウ 搬入に係る費用（配送、組立て、設置調整）の全てを提案金額に含めること。 

エ 機器の搬入設置の際、建物及び設備等に損害を与えないように必要な措置を講ず

ること。万が一、損害を与えた場合は、現状復帰を行うこと。 

オ 機器の梱包資材等は、持ち帰ること。 
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カ 各機器の設置後、全ての機器が正常に起動することを確認すること。 

 

３ 業務内容 

  業務の内容は、次に掲げるものとする。 

  なお、現状は、資料３「庁内印刷利用の手引き」及び資料４「実績一覧」のとおり。 

（１）印刷方法の事前相談及び印刷依頼の受付業務 

（２）印刷完了の連絡及び引渡しまでの業務 

（３）コピー及びプリント作業（モノクロ及びフルカラー） 

（４）電子原稿（Microsoft Word2007、Excel2007、PowerPoint2007、PDF 等。複数のプ

ログラムを組み合わせた原稿を含む。）、紙原稿並びに電子原稿及び紙原稿を組み合わ

せた原稿を印刷可能な原稿に編集及び加工する次に掲げる業務 

ア ページ番号の挿入。ただし、連続ページ中、任意の箇所についてはページ数をカ

ウントするが、ページ番号を挿入しない方式でのページ番号の挿入を含む。 

イ 杉並区が指定する区章、公印等の挿入 

ウ 画像データ、写真等の画像挿入 

エ 原稿の汚れ、傾き等の補正 

オ 白色紙を使用した複数枚数の印刷原稿の任意のページのみを色紙又は厚紙等に変

更する印刷設定 

カ 複数枚数の印刷原稿の途中ページに、あらかじめ印刷した印刷物を差し込む印刷

設定 

キ くるみ製本の表紙原稿への背文字の挿入 

ク その他必要な編集作業 

（５）印刷後の処理作業 

ア 単票印刷物の一定枚数での仕分け 

イ 丁合い 

ウ 紙折り 

エ ステープル平綴じ製本 

オ ステープル中綴じ製本 

カ 最大 600ページ程度のくるみ製本 

キ 裁断（名刺カットを含む） 

ク その他必要な作業 

（６）（１）から（５）までに掲げる作業の他、次の印刷に関する業務 

  ア 印刷等機器の消耗品の管理 

  イ 印刷等機器の作業伝票の管理 

  ウ 印刷等機器の日常的な清掃点検 

  エ 印刷等機器の故障時の業者との連絡調整 

  オ 作業途中及び完成した印刷物の保管管理 

  カ 業務運営及び印刷業務に関する改善提案 
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（７）納期 

  ア 印刷依頼票と原稿を基に可能な限り早く納品すること。 

  イ 作業難易度が高い場合で納期が守られない事態が発生した場合には、依頼者にそ

の旨を説明し、仕上がり納期を調整すること。 

（８）上記に掲げる業務のほか、杉並区との連絡調整など業務の円滑な遂行に関する必要

事項 

 

４ 原稿の種類 

（１）紙原稿 

（２）電子原稿 

 

５ 複写、プリント、製本品質 

（１）複写、プリント及び製本品質は、個々の機器性能の範囲を基準とする。 

（２）複写、プリント品質は、原稿に起因する再現不良、汚れ、筋等は許容範囲とする。 

 

６ 納品 

  依頼者の指定に基づき、印刷室内での引渡しを行う。 

 

７ 用紙及び消耗品等の管理 

（１）依頼を受けて使用する用紙は、原則として依頼者が用意する用紙を使用する。 

（２）印刷室で使用する消耗品の在庫管理を行う。 

（３）必要な消耗品を円滑に供給するとともに、使用済み消耗品の回収を行う。 

 

８ 印刷等機器の保守 

（１）常時正常な状態で機器等の使用ができるよう、月１回以上の定期点検を行うこと。 

（２）受託者は、機器等を正常に使用することができない事態が生じた場合は、杉並区か

らの請求に基づき、技術者を派遣するとともに、障害等を解消し、機器等を正常に使

用できるようにしなければならない。（速やかに対応し、印刷業務に支障を来さないよ

う努めること。） 

 

９ 業務管理責任者 

（１）受託者は、杉並区の委託する業務を円滑に遂行するため、10 で定める要員以外に業

務管理責任者を選任し、杉並区に届け出ること。 

（２）業務管理責任者は、次に掲げる任務を行う。 

  ア 業務遂行のための総合的な監督指揮 

  イ 要員の指導監督  

  ウ 杉並区との連絡調整 

  エ その他業務の円滑な遂行に当たり必要な事項 
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10 要員等 

（１）受託者は、３で定める業務を遅延なく処理するために必要な要員として、次に掲げ

る者を１名以上常駐させること。 

ア パーソナルコンピュータ（Microsoft Word2007、Excel2007、PowerPoint2007等

のプログラム及び印刷原稿編集ソフト）を操作できる者 

イ 業務を処理するために必要な印刷技術を有し、杉並区印刷室にある印刷等機器の

操作及び取扱いに習熟している者 

（２）受託者は、業務に従事する要員の名簿を杉並区に提出すること。要員に異動があっ

た場合も同様とする。 

（３）平成 30年３月 31日までは、杉並区職員を１名配置する。 

  ア 受託者は、杉並区職員が業務を行うための軽印刷機を用意すること。 

  イ 杉並区職員の業務は、資料４「実績一覧」のチラシの印刷とする。 

 

11 業務の遂行 

（１）受託者は、次に定めるところにより、杉並区が随時依頼する業務を杉並区総務部総

務課（以下「総務課」という。）の指示のもとに遂行すること。 

  ア 杉並区が発行する印刷依頼票に基づき、指定する内容の業務を同票に指定する期

日までに完了すること。 

  イ 以下に定める特定の印刷物については、納品前日までの原稿の差替えに応じ、印

刷業務を遂行すること。 

   ・300頁程度の印刷物を 500部作成（年１回程度） 

   ・180頁程度の印刷物を 300部作成（年１回程度） 

   ・20～40頁程度の印刷物を 300部作成（年４回程度） 

  ウ 災害対応等、区から発信すべき広報等緊急に印刷が必要となったとき、庁舎内の

環境に依存することなく印刷業務を遂行すること。 

  エ 印刷室内に職員の立入りを禁止して行う印刷物について、年に２回程度遂行する

こと。 

  オ 印刷依頼票に基づく杉並区の依頼は、総務課の印刷事務担当者が受託者に行う。

主管課からは総務課印刷事務担当者が依頼を受け、総務課印刷事務担当者が受託者

に依頼する。調整が必要になったときは、総務課印刷事務担当者が依頼者及び受託

者とそれぞれ行うこととする。 

  カ 依頼業務が完了したときは、速やかに完成した印刷物に原稿を添付して、杉並区

に引渡すこと。 

（２）受託者は、繁忙期や依頼業務の錯綜等の事情にかかわらず、指定した期日までに依

頼業務を効率よく、かつ、確実に遂行すること。 
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12 業務処理実績の記録及び報告 

  受託者は、印刷室に設置された機械ごとの稼働状況、依頼業務の処理実績及び業務内

容に関する記録を杉並区が別に定める様式で作成及び整理し、杉並区に報告すること。 

 

13 必要に応じた調査及び報告 

  杉並区が必要であると認めたときは、受託者に調査を命じ、報告を求めることができ

る。 

 

14 費用負担 

  以下の費用は、杉並区負担とする。 

（１）印刷用紙 

（２）印刷室内の電気料金、光熱費及び電話料金 

（３）現行機種の保守料金 

 

15 支払方法 

  杉並区は、月ごとに受託者の業務の履行確認後、請求に基づき委託料を支払う。 

 

16 業務履行の質の確保及び履行状況の評価 

（１）受託者は、当該業務を実施するに当たり、業務の安定した履行を確保するため、様々

な観点から質を高める取組を行うように努めなければならない。 

（２）杉並区は、「履行評価基準」に基づき、受託者の履行状況を評価するものとする。 

 

17 その他 

  別途作成する委託契約書に定めのない事項については、杉並区と協議の上、決定する。 
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質  問  書 

 

平成  年  月  日 

 

杉並区総務部長 宛 

 

所 在 地 

名   称 

代表者名 

担当者名 

所属・役職 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

Ｅ－mail 

 

杉並区印刷室業務委託のプロポーザルについて、以下の項目を質問します。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

  

※ 質問書は、平成 28年４月 19日（火）午後５時までに、ＦＡＸ又はＥ-mail

のいずれかで提出してください。 

 

 
事務局：杉並区総務部総務課文書係 

（杉並区役所東棟４階） 

所在地：杉並区阿佐谷南１－15－１ 

    電 話：03－3312－2111 内線 1436 

    ＦＡＸ：03－3312－9912 

    E-mail：somu-k@city.suginami.lg.jp 
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提 出 書 類 一 覧 

正本 １部  副本 ８部 提出 

№ 提出書類（名称、内容） 
提出欄 
提出したも

のに「○」 

区 

確認欄 

１ 
法人の概要
等に係る書

類 

(１) 会社概要及び会社沿革   

(２) 
ISO14001 及び ISO26000 等国際標準規
格への取組状況に関する書類 

  

２ 
直近３年分
の財務諸表 

(３) 収支決算書   

(４) 賃借対照表   

(５) 損益計算書   

(６) キャッシュフロー計算書   

(７) 株主資本等変動計算書   

(８) 財産目録又は勘定科目内訳書   

３ 企画提案書 (９) 別紙３－１参照   

４ 委託見積書 (10) 

見積書の作成は「①平成 28年７月から

33 年６月までの 60 箇月の総額による

もの②平成 28 年度から平成 33 年度に

ついて単年度ごとに作成したもの」の

２種類を用意すること。」 

なお、平成 28年度の契約（長期継続契

約）は、９箇月の総額を月割り（60 分

の１）にした月額に基づいて算出した

年額を契約金額とする。 

  

５ 
類似業務委

託実績 
(11) 

庁舎内印刷業務について、他自治体で

の実績を記載すること。その際、自治

体名、受託期間、業務内容と受託業務

の範囲、配置従事者数を記載すること。 

  

注意事項 
① 提出部数は、正本１部と副本８部をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）し、提出
してください。 

② 副本については、添付した表紙を除き、参加者が特定できるような名称、ロゴマー
ク等は使用しないでください。 

③ 提出書類は、Ａ４縦とし、通しのページ番号を付けてください。 
④ 見積書は任意様式とします。「総務部長」宛てに提出してください。 
⑤ 提出できない書類がある場合は、提出欄にその理由を記載してください。
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企画提案書の作成について 

 

 「杉並区印刷室業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）に記載された業務を実施す

ることを基本として、以下の項目の内容を含めた形で企画提案書を作成してください。提

案書の様式は自由です。 

 

１ 設置する印刷機器の一覧 

（１）機器名とスペック 

２ 印刷機器配置図 

（１）重量 
（２）電源の配線 

３ 印刷業務の執行体制について 

（１）業務管理責任者、要員の職務内容、配置状況及び連絡体制 

（２）業務管理責任者の資格、適性及び人選にかかる工夫 

（３）人員配置の工夫 

（４）「仕様書」11業務の遂行（１）イ、ウ及びエの対応 

（５）機器不良等障害発生時の対応 

４ 見積額（コストと費用対効果）について 

（１）コスト算定について 

（２）業務実施にかかる費用対効果等の観点からの工夫 
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品名 規格 取得年月

印刷機 ＡＢＤＩＣＫ　9910ＸＣＳ 平成11年６月

印刷機 ＡＢＤＩＣＫ　ＱＰ-25 平成16年12月

印刷機 大判プリンター　インクジェット 平成23年３月

紙揃機 丁合機　ホリゾン製　ＨＡＣ-30 平成８年４月

製版機 エレファックス　ＨＰ-320（エッチングプロセッサー） 平成10年３月

製版機 エレファックス　ＡＰ-100Ｓ 平成10年８月

製本機 ＳＰＦ-20Ａ 平成13年９月

製本機 無線綴機　ホリゾン製　ＢＱ-250Ｐ 平成８年４月

切断機 ＡＰＣ-Ｔ61 平成12年７月

用紙折機 ＰＦ-38 平成14年９月

用紙折機 ホリゾン　ＰＦ-38 平成18年10月

杉並区印刷室機器一覧
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庁内印刷利用の手引き 

 

 

 

 

 

 

 
平成２６年４月 

総務部総務課文書係 
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Ⅰ 庁内印刷の利用について 

第１ オフセット印刷とは 

 庁内印刷室では、オフセット印刷機を使用して印刷作業をしています。オ

フセット印刷は、リソグラフ等の簡易印刷機とは、仕組みが異なります。 

  簡易印刷機は、浸透膜の版を作成して印刷するもので、昔の“ガリ版”と

同じ仕組みです。 

  オフセット印刷は、版に付けたインキを直接紙に転写するのではなく、版

からゴム等で作られたブランケットに像を移し（オフ）それを紙などに転移（セ

ット）し、印刷をします。 

一般には、水と油（インキ）の反発性により、インクがのる画線部と、の

らない非画線部とを分ける、PS 版という版自体に凹凸が無い刷版を使用する

為、平版（へいはん）印刷ともいわれます。 

 

１ オフセット印刷の作業の流れ 

 印刷室に持ち込まれた原稿の印刷から引き渡しまでには、いくつかの手順

があります。オフセット印刷機の作業の流れは以下のとおりです。 

 

原稿受取り 

    事前の連絡で依頼を受けた後、原稿と、用紙をお預かりします。ここ

で、印刷内容の細かい問合せを行います。 

↓ 

修正 

まず原稿に残った細かい汚れなどを修正・除去します。この段階で原

稿の誤植（漢字の変換ミス等）が見つかったときは、原稿の再提出をお

願いしています。 

↓ 

製版 

① 製版機という機械で、印刷用マスターの製版をします。出来上がっ

たマスターは、再度汚れなどを修正・除去します。 

② 印刷用インクの「のり」が良くなるように、エッチングの処理をし

ます。これによって、修正・除去の終わったマスターの表面に微細な凹

凸が形成され、印刷の仕上がりがきれいになります。 

↓ 

印刷 
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① エッチング作業が終わると、いよいよ印刷です。印刷機にマスター

を設置し、まず湿度調整をし、水とインクとをマスターにのせていきま

す。 

② インクと水がマスターとなじんだところで試し刷りをします。ここ

で、印刷する紙の厚さや質に応じた微調整を行います。特に、写真や図、

塗りつぶしの多い原稿の場合は、インク量や印刷回転数の細かい調整を

します。 

③ ようやく本番印刷です。仕上がり具合を確認しながら、印刷をして

いきます。 

↓ 

乾燥 

オフセット印刷では遅乾性インクを使用しているため、インクが乾い

て、にじみがなくなるように、しばらく乾燥させます。 

↓ 

清掃 

    次の印刷のために、各ローラーの清掃をします。特に、ブランケット

部分は、前に行った印刷の後が残るため、入念に清掃します。 

    数ページに渡る印刷をするときは、一つの版の印刷が終わるたびに、

清掃作業が間に入ります。印刷部数が多い場合は、版がのびてしまうた

め、同じ印刷物でも複数の版を使用します。 

↓ 

引渡し 

    依頼のあった方に連絡し、完成した印刷物を引き取っていただきます。 

   また、丁合や製本の作業がある場合は、ここから、次の作業に入ります。 

 

 

  印刷依頼から、印刷物の引渡しまで、一定の日数を必要としているのは、

これだけの手順を踏んで、印刷しているためです。仕上がりの良い物を作る

ため、慎重に手順を踏みながら作業しますので、日数に余裕を持って印刷を

依頼されるよう、お願いします。 
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第２ 庁内印刷の利用について 

 

  区役所地下１階の印刷室では、さまざまな印刷依頼に対応しています。こ

こ数年は、多色刷りや特殊印刷など、依頼の種類が多様化し、件数も増える傾

向にあります。しかし、機械の性能上の限界から実現が困難なものもあり、ま

た、少量部数の印刷ではかえって時間と経費がかかりますので、この度、改め

て取扱基準を設けました。 

  依頼にあたっては、以下の基準を参考にしてください。 

 

１ 印刷等依頼取扱基準 

（１） 庁内印刷 

 ア 依頼可能な印刷部数とサイズ 

 （ア）最小印刷枚数 

    B４又はＡ３（はがきの場合は、官製はがきのサイズ）で、原稿 1枚に

対する出来あがりが２５０枚を超えるものを対象とします。 

 

  出来あがりサイズと原稿 1枚に対する基準枚数 

出来あがりサイズ 基準枚数 

Ａ４片面 ５０１枚以上 

Ａ４両面 ５０１枚以上 

Ａ５片面 １００１枚以上 

Ａ５両面 １００１枚以上 

Ａ３片面 ２５１枚以上 

Ａ３両面 ２５１枚以上 

Ａ判変形サイズ 文書係へご相談ください。 

 冊子印刷については、Ａ４で、２０１枚(部)以上を基準とします。 

  ※ 製本のみの基準は５ページ参照 

上記基準に当てはまらない場合は、文書係へご相談ください。 

 

    原稿枚数に対して、出来上がり部数の少ない印刷依頼が多くなる傾向に

あります。 

    オフセット印刷は、出来上がり部数が少数になると、リソグラフ以上

にコストと時間がかかります。製本作業は印刷室でも行いますが、単純

な印刷作業のみで、基準を下回るものは、各課で簡易印刷機（リソグラ

フ等）を使用してください。 
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（イ）最大印刷サイズ 

   最大Ａ３判までです。これより小さい場合（原稿がＡ４、Ｂ５のとき）

は、製版コストと作業工数を圧縮するため、２ページ組にするなどして、

Ａ３又はＢ４サイズの原稿にしてください。 

 

 イ 印刷用紙 

    用紙は、各課で用意してください。印刷可能な用紙の厚さは概ね３５

キロ（模造紙の厚さ）から１３５キロ（官製はがきの厚さ）までです。

（なお、５７キロ以上の紙が推奨です。） 

    持ち込む印刷用紙は印刷コストと時間の抑制のため、Ａ３又はＢ４で

お願いします。出来上がりがＡ４、Ｂ５の場合は、印刷室で裁断します。 

    なお、印刷の調整用に、用紙は出来上がり枚数より多めに（概ね５％

増程度）お持ちください。 

 

   ※ 無線綴じの表紙に使用する用紙は、出来上がり原稿をくるんで表紙

を作成するため、Ａ３ワイド（出来上がりがＡ４の場合：通常は３１

２×４４０）が必要になります。サイズが小さいと、出来上がりにも

影響しますので、注意してください。 

 

 ウ 印刷の色 

    印刷できるインクの色は、黒・セピア・赤・青・緑の５色です。 

    

（２）製本 

  ア 紙折り 

    印刷室には、印刷物を二つ折りや三つ折りにできる紙折り機を設置し

ています。紙折り機は１台のみのため、使用状況によっては、お待ちい

ただく場合がありますので、使用時には、必ず、印刷室へ事前に連絡し

てください。なお、以下の用紙類については、紙折り機の使用をお断り

していますので注意してください。 

○ 封筒 

○ １３５Kを超える厚紙 

○ 複数枚の同時折り 

○ コーティング面のある用紙 

 

     ※ リソグラフで印刷したものを紙折り機にかける場合、印刷した

ばかりのものですと、紙折り機にインクが付着するため、機器に
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不具合が生じる可能性があります。できるだけ、印刷後しばらく

時間を置いて、インクが乾いた状態でお持ちください。 

      

  イ 丁合 

    ２枚以上の印刷物を順番に組み合わせて、一揃えにすることを丁合
ちょうあい

と

いいます。印刷室には、１回で３０枚まで丁合できる自動丁合機を設置

しています。印刷と同時に丁合が必要なときは、浄書印刷を依頼すると

きに、依頼書にその旨を書き添えます。また、簡易印刷機で印刷したも

のを、お預かりし、丁合のみを行うこともしています。こちらも使用状

況によってお待ちいただくこともあるので、事前に印刷室に連絡してく

ださい。 

 

     ※  リソグラフで印刷したものを丁合機にかける場合、印刷した

ばかりのものですと、紙折り機と同様に、インクが付着するため、

機器に不具合が生じる可能性があります。できるだけ、印刷後し

ばらく時間を置き、インクが乾いてから持ち込んでください。 

 

  ウ 綴じ込み 

    印刷室には、丁合機と連動する、とじ込み機を設置しています。丁合

と同時に、とじ込みが必要なときは、浄書印刷を依頼するときに、その

旨を書き添えます。また、念のため事前に印刷室に連絡してください。 

 

 エ 製本の綴じ方及び取扱基準 

 

  オ 裁断 

    印刷室には、詳細なサイズを測り、大量の裁断処理が可能な裁断機が

あります。名刺台紙やメモ用紙作成用の裏紙のカットで活用することも

できます。利用の際は、事前に印刷室に連絡してください。 

綴じ方 ２点綴じ 

Ａ４タテ→右左綴じ 

Ａ４ヨコ→上綴じ 

中綴じ 

Ａ３をＡ４に 

無線綴じ 

Ａ４タテ・ヨコ 

原稿枚数 ２～３５枚 ２～ ６枚 ３６～１５０枚 

ページ数 ４～７０ページ ４～１２ページ ７１～３００ページ 

最低部数 １００部から 

最高部数 ご相談ください。 ８００部まで 
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（３）名刺のカットについて 

    印刷室では、名刺の台紙カットもお受けしています。例年、年度末及

び新年度開始当初に、人事異動に伴う名刺の台紙カットの依頼が殺到す

るため、印刷室では、相応の量（台紙１０枚以上）の名刺のみ対応して

います。少量の枚数は、できる限り各課で対応してください。 

    通常、名刺のカットは水曜日に集中して行います。カットしたい名刺

がある場合は、水曜日の昼までに印刷室にお持ちください。 

    なお、カット済みの名刺は、混雑具合によりますが、持込の当日に納

品できるよう作業いたします。 

 

２ 印刷依頼の方法 

（１）受付場所 

区役所地下１階、印刷室で、以下の時間に依頼を受け付けます。 

  

  印刷依頼受付時間 

    月曜から金曜の庁舎開庁日 

    午前９：００～１１：００  午後１：３０～４：００ 

    ただし、緊急の場合はその他の時間でも受け付けます。 

 

（２）依頼方法 

   事前に印刷室へ印刷の時期と原稿枚数を連絡し、原稿の持込時期を確認

した上で、必要事項を記入した浄書印刷依頼書を添えて、印刷原稿を印刷

室に持ち込みます。 

   大量枚数の印刷や冊子形式のもの、色刷り、はがき、封筒の印刷は、早

めに印刷室に連絡し、予約をしてください。 

   年度末、議会前など、時期により印刷依頼の集中する時期があるため、

期間に余裕を持って依頼してください。 

 

３ 原稿の作成方法 

（１）原稿サイズ 

   原稿は、Ａ３又はＢ４で作成してください。Ａ４又はＢ５の原稿は、片

面印刷のときは、上下が互い違いになるように合わせ、両面印刷の場合は

同じ方向に合わせてＡ３、Ｂ４サイズにしてください。 

 

        両面印刷の場合     片面印刷の場合 

A B   
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  ※ 無線綴じ印刷の原稿は、製本作業時に調整のため、３辺をカットしま

す。そのため、カットしても大丈夫なように原稿の印刷範囲に余裕を持

ち、余白を多めに作るようお願いします。４辺ともに１２～１５ｍｍ空

いていると、理想的です。 

 

（２）色原稿 

   ２色以上の色を使う場合には、色ごとに原稿を作ります。 

 

（３）原稿の作成方法 

   原稿は、黒の鮮明な文字や線で作成します。 

   鉛筆、色鉛筆、クレヨンで書いたもの、黒以外で印刷したものは、コピ

ーをとり原稿にします。（黒以外の原稿は印刷できない場合があります。） 

   写真付きの原稿は、画面が暗すぎるときれいに仕上がらない場合があり

ます。写真付き原稿がある場合は、事前に印刷室にご相談ください。 

  罫線のある原稿、表やグラフのある原稿も、写真同様に仕上がりが原稿と

おりにならない場合がありますので、事前に印刷室にご相談ください。 

 

※ 原稿はきれいなものを用意してください。 

     印刷原稿が汚れていたり、折れていたりすると、印刷にも反映しま

すので、できる限りきれいな原稿を持ち込むようにしてください。 

 

 ４ 納品の目安 

  印刷依頼の内容や、作業状況によって変わることがありますが、納品予定

は概ね以下のとおりです。 

※ ここでいう「依頼日」は印刷依頼に基づく原稿持ち込み日のことです。 

※ 多色刷りの依頼の場合は、以下の日数に２～３日の余裕が必要になり

ます。 

 

 

チ
ラ
シ 

片面印刷 
通常 当日～１日 

原稿５枚以上、印刷枚数１万枚超 ４日以内 

両面印冊 
通常 １～４日 

原稿５枚以上、印刷枚数１万枚超 ４～６日 

冊子印刷物 綴じ込み製本 10ページ以内 ４～７日 
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10ページ超 ５～10日 

折り込みページのあるもの ２週間 

無線綴じ 
通常 ２週間 

折り込み等特殊なページのあるもの ３週間 

丁
合
・
製
本 

丁合のみ 
A4で 30枚以内 ３日前後 

A4で 30枚超 ４日前後 

丁合＋綴じ込み製本 ３～７日 

丁合＋無線綴じ製本 ２週間前後 

 部数が多い場合や、印刷依頼の集中する時期は目安日数より時間がかかるこ

とがあるため、時間に余裕をもって依頼してください。 

 

５ その他印刷に関する注意事項 

（１）多色刷り印刷では推奨する用紙の規格があります。 

   多色刷りの場合、中厚口（７０K）以上の紙を使用すると、出来上がりが

良くなります。その他の紙でも印刷は可能ですが、紙の厚さを考慮して印

刷が薄く仕上がる場合もあります。なお、多色刷りの印刷は用紙の白色度

が高いほど、色が映え、仕上がりがきれいになります。ちなみに、区で通

常使用している再生紙は５６K～６０Kの紙です。 

 

（２）完成した印刷物は速やかにお持ち帰りください。 

   作業が終了し完成した印刷物は、棚等に保管しています。毎日多くの印

刷依頼を受けて作業を行っていますので、印刷物を置くスペースがすぐに

なくなってしまいます。次の印刷作業にも影響しますので、印刷室職員か

ら出来上がりと引き取りの連絡をした場合は、速やかにお持ち帰りくださ

い。 

   なお、出来上がった印刷物は、落丁、乱丁等がないことも確認してくだ

さい。 

 

（３）機械には触らないでください。 

   印刷室では、皆さんの多様な印刷依頼に対応するため、機械の細かい調

整をしながら作業を行っています。また、印刷機器はローラー部やギアが

むき出しになっているため、不用意に触ると大怪我をしかねません（人間

の指くらいなら簡単に切れてしまいます）。そのため、印刷室職員の指示

がない限り、稼働中の印刷・製本機械には触れないでください。 
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（４）緊急の場合は依頼内容を具体的に 

   緊急の印刷依頼があるときは、作業を迅速に進めるため、印刷室職員に、

出来る限り具体的に依頼内容を伝えてください。（例えば、原稿が何枚で、

出来上がりが何枚で、原稿や用紙の持込がいつごろになるのか等、その時

点でわかる範囲で結構です。） 

 

（５）原稿の内容は正確に 

 「持ち込んだ原稿を差し替えたい」という、申し出が多くあります。や

むをえない事情があるときは、仕方ありませんが、単純な漢字の変換ミス

や誤植が原因の場合が多くあります。印刷作業中の原稿差し替えは、用紙

の追加や、作業の増により、完成までの日数が延びることもあります。ま

た、マスターを余計に作成するため、印刷経費も増大します（マスターの

単価は用紙百枚とほぼ同額です）。持ち込む原稿に誤りがないよう、注意し

てください。 

 

 

 

 

（資料）：丁合・綴じの方法 

取扱基準は前述していますが、ここでは、どのような綴じ方になるかを説明します。 

 

平綴じ（１００部以上が対象です。上限については印刷室にご相談ください。） 

Ａ３（Ｂ４）ヨコ 

 左（右）２点綴じ 

 

※Ａ３（Ｂ４）用紙

３５枚まで 

（表示含む） 

 Ａ４（Ｂ５）ヨコ 

 左（右）２点綴じ 

 

※Ａ４（Ｂ５）用紙

３５枚まで 

（表紙含む） 

 

  Ａ４（Ｂ５）タテ 

 左（右）２点綴じ 

 

※Ａ４（Ｂ５）用紙

３５枚まで 

（表紙含む） 

 

Ａ４タテ 

 左上１点綴じ 

 Ａ４ヨコ 

 左上１点綴じ 
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※Ａ４用紙３５枚ま

で（表紙含む） 

 

 

※Ａ４用紙３５枚ま

で（表紙含む） 

 

 

※ 綴じ機による綴じは、ステープル処理（ホッチキスのようなものです）になります。 
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中綴じ（中折り）（１００部以上が対象です。上限は印刷室にご相談ください。） 

Ａ３（Ｂ４）中綴じ 

（中折り） 

 

※Ａ３（Ｂ４）用紙

６枚まで（表紙含む） 

 

 Ａ４中綴じ（中折り） 

 

※Ａ４用紙６枚まで

（表紙含む） 

 

無線綴じ（１００部以上が対象です。上限は８００部までとなりますが、それ以上の場合

は印刷室にご相談ください。） 

Ａ４タテ（Ａ５ヨコ） 

 

※Ａ４用紙３６枚以

上１５０枚以下 

（表紙含む） 

 Ａ５ヨコは、Ａ４

タテを横 1/2 にカッ

ト 

 Ａ４ヨコ上綴じ 

 

※Ａ４用紙３６枚以

上１５０枚まで 

（表紙含む） 

 

 



実績一覧

印刷業務の委託化に当たり、印刷室における業務量を下表のとおり集計した。

件数 版数 部数 件数 枚数 件数 枚数

４月 15 320 9,374 152,878 16 23 98,800 11 298 2,478 91 90,950 108 60,801

５月 21 329 16,148 143,986 14 18 74,935 11 224 2,455 104 95,987 77 53,206

６月 12 313 9,320 141,700 20 23 109,300 7 68 939 106 131,079 106 85,188

７月 6 65 6,700 40,350 14 20 97,900 5 75 552 106 151,983 95 79,211

８月 13 283 3,080 70,100 13 41 154,785 10 137 1,127 78 143,057 89 46,179

９月 18 294 12,020 138,290 9 21 71,600 15 373 3,494 94 104,033 90 43,358

10月 7 163 12,990 167,320 21 34 181,250 5 27 599 189 118,132 117 78,688

11月 24 289 10,680 135,480 14 16 83,757 16 325 3,117 95 139,378 115 75,549

12月 5 114 8,100 60,950 16 23 67,800 3 19 620 98 118,615 94 57,132

１月 11 119 8,130 61,390 15 18 59,060 6 80 1,188 89 93,871 75 40,830

２月 18 325 13,840 162,060 23 30 260,024 6 77 1,688 81 129,684 89 98,377

３月 11 149 15,180 130,450 16 18 81,885 12 115 5,029 117 155,386 178 93,854

合計 161 2,763 125,562 1,404,954 191 285 1,341,096 107 1,818 23,286 1,248 1,472,155 1,233 812,373

26年度 199 3,448 130,103 1,807,359 206 276 1,124,554 123 6,771 28,316 1,102 1,455,785 1,103 728,798

塗りつぶし部分は、委託職員における作業部分（予定）である。
紙折りは、印刷室職員が設定を行った上で、主管課で作業をしている。
丁合いの処理数は、印刷に伴う丁合いを含まない。

平成28年4月1日

月

冊子 チラシ 事後処理

件数 版数 部数 印刷枚数 件数 版数 印刷枚数
丁合い 紙折り 断裁


