
1 

 

第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務及び計画策定支援

業務プロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

本要領は、子ども・子育て支援法に基づく「第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画」の

策定のため、本市における保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の調査・分析

に関する業務、並びに計画策定支援の業務の受託者について、公募型企画提案方式（以下「プロ

ポーザル方式」という。）により、業務委託の受託者を選定する手続きについて、必要な事項を

定めるものとする。 

 

2. 事業概要 

(1) 事業名 

第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務及び計画策定支援

業務 

(2) 業務内容 

① ニーズ調査業務及び調査結果の集計、分析 

② 第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 

③ うるま市子ども・子育て会議等の運営支援 

④ 事務局の業務支援 

(3) 選定方法 

プロポーザル方式により、提案内容、企画提案説明（以下「プレゼンテーション」とい

う。）、業務実績、提案価格等を別に定める「評価基準表」に基づき、総合的に評価・審査

し、受託候補者を選定する。 

(4) 業務期間 

業務期間については、2018 年度及び 2019 年度の 2 年度の契約とし、各年度で契約を締

結する。 

① 2018年度 委託契約日から 2019年 3月 31日まで 

② 2019年度 委託契約日から 2020年 3月 31日まで 

(5) 委託契約上限額 

① 2018年度 4,654,800円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

② 2019年度 3,024,000円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

 

3. 業務仕様書 

別添「第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査業務及び計画策定

支援業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。  
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4. 参加資格 

次の条件を全て満たすものとする。 

(1) 沖縄県内に事業所本店又は支店（営業所）を置く法人で、かつ当該事業所に当該事業所の

正規社員が常駐していること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(3) うるま市の競争入札参加指名停止を受けていないこと。 

(4) 国、地方公共団体において、次の①～③のいずれかに該当する内容の業務実績を有するこ

と。 

① 子ども・子育て支援事業計画、又は教育関係の行政計画策定に関する業務 

② 市町村総合計画の行政計画策定に関する業務 

③ その他、上記の業務に類する業務 

(5) うるま市暴力団排除条例（平成 23年条例第 23号）第 2条第 1号に規定する暴力団及び同

条第 2号に規定する暴力団員（暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の

統制下にある者を含む。）でないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用

を申請していない者であること等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

(7) 国及び地方税の滞納がないこと。 

(8) 個人情報等の機密情報の取扱いによる社内規程を整備し、その実質的な運用が行われてい

ること。 

(9) 仕様書で定める業務委託について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有する

こと及び本市の指示に柔軟に対応できること。 

 

5. 配布資料 

配布資料は、次の資料としうるま市ホームページに掲載する。 

(1) 実施要領 

(2) 仕様書 

(3) 各種様式 

 

6. 質問及び回答 

当該プロポーザルの実施に関し、不明な点がある場合は、質問書提出期限内に質問書【様式第

1号】を提出すること。 

(1) 提出期限 平成 30年 11月 14日(水) 午後 5時まで 

(2) 提出方法 こども未来課あて電子メールにより提出すること 

提出先アドレス：kodomo-miraika@city.uruma.lg.jp 

(3) 質問に対する回答 

① 回答期日 平成 30年 11月 16日(金) 

② その他 上記②の回答期日までに質問者に対して回答する。 
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7. 参加意思表明 

プロポーザルへの応募を希望する法人は、申請書提出までにあらかじめ参加意思表明を提出す

ること。参加意思表明を提出しない場合は、プロポーザルの参加資格を満たさない。 

(1) 申し込み期間 平成 30年 11月 22日（木）午後 5時まで 

(2) 提出書類 参加意思表明書【様式第 2号】 

(3) 提出方法 郵送又は持参 

(4) 提 出 先 うるま市こども未来課 

〒 904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

 

8. 応募書類の提出 

提出書類は原則 A4版縦型とし、A3の場合は折り込むこと。また提出書類は下記「(2)提出書類」

に掲げる順番通りに整理し、それぞれの書類ごとにインデックスを貼り付けすること。 

(1) 提出期限 平成 30年 11月 22日(木)まで 

(2) 提出書類  次に掲げる書類等を提出すること 

 提出書類 様式 

① プロポーザル参加申込書 様式第 3号 

② 会社概要 様式第 4号 

③ 定款 ３ヶ月以内に発行されたものの写し 

④ 登記事項 ３ヶ月以内に発行されたものの写し 

⑤ 受託業務実績 様式第 5号 

⑥ 企画提案書 様式第 6号-1～第 6号-8 

⑦ 業務実施体制 様式第 7号 

⑧ 見積書 様式第 8号-1、第 8号-2 

⑨ 作業工程（作業計画書） 任意様式 

⑩ 納税証明書 国税及、地方税（県税及び市町村税）、消費税及

び地方消費税の未納のない証明書 

３ヶ月以内に発行されたものの写し 

⑪ 誓約書 様式第 9号 

(3) 提出部数 全ての書類について正本１部、副本 7部を提出すること。 

(4) 提出方法 郵送又は持参 

(5) 提 出 先 うるま市こども部こども未来課 

〒 904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

 

9. 選定の方法等 

(1) 審査評価手法 

うるま市こども部における事業計画策定等業務委託事業者選定委員会において、評価基

準に基づき審査（企画提案書、プレゼンテーション、質疑等）を行い、受託候補者の順位
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を決定する。 

参加資格を満たすと判断される事業者が 3者を上回る場合は、書類提出期限後、業務実

績等客観的内容による書類選考（1 次選考）を行い、上位 3 者を次の企画提案審査（プレ

ゼンテーション）による選考の対象とする（参加資格を満たすと判断される事業者が 3者

以内であれば、書類選考（1 次選考）は行わず、全事業者を企画提案審査による選考の対

象とする。） 

また、業者決定までの間に指名停止となる等、参加資格要件を満たさないと判断される者

については失格とし、その場合は失格者を除いた中から最高得点者を受託候補者として選

定する。 

(2) 企画提案審査（2次選考、プレゼンテーション） 

① 日時：平成 30年 11月 29日（木） 午後 2時から午後 4時まで 

② 場所：うるま市役所 東棟 3階 防災会議室 

(3) 企画提案審査実施方法 

① 1事業者あたり、プレゼンテーションの時間を 25分（説明 15分、質疑 10分）以内と

する。 

② 1事業者につき、最大 3名までの入室を認める。 

③ プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみで行うこととする。なお、追加資料

については認めない。 

(4) 評価基準 

項目 評価の視点 

実務実績 

①  調査及び計画策定に関する業務について十分な実績がある。 

 過去に市町村の子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査及

び計画策定業を受託した実績があるか 

実施体制 
② 業務を遂行するための体制が整っているか 

③ 業務を遂行するための人員が配置できているか 

企画提案

の内容 

⑤ 子ども・子育て支援施策全般について理解しているか 

⑥ ニーズ調査と計画策定との関連性について理解しているか 

⑦ ニーズ調査の実施、集計及び分析を実施する能力を有し、ニーズ調査

及び計画策定支援の体制を整えているか。 

⑧ 業務を遂行するための作業工程は適切か。 

⑨ その他独自の提案があるか。 

経費 ⑩ 経費見積は適切か 

 

10. 審査結果の通知 

審査結果については、受託候補者を決定した後、平成 30 年 11 月 30 日（金）に各事業者に対

して文書及び電子メールにて通知する。 
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11. 受託事業者の決定及び契約 

受託候補者と提案内容、契約手法等の詳細を協議のうえ、受託事業者として決定し業務委託契

約を締結するものとする。 

なお、順位１番目の受託候補者との協議が合意に至らなかった場合は、次点候補者と協議する

ものとし、以下同様とする。 

 

12. 提案の無効に関する事項 

次の各項のいずれかに該当する場合は、その事業者の提案は無効とする。 

(1) 提案に参加する資格がない者が提案したとき 

(2) 一事業者が複数提案したとき 

(3) 書類等に虚偽の記載をした時 

(4) 提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

(5) 提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

(6) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(7) その他、選定委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認める場合 

 

13. 辞退届出 

契約締結の相手方として決定されるまでの間においては、辞退届出書（様式 10 号）の提出

によりプロポーザルの参加を辞退することができる。この場合において、それ以後の業者選定

等において不利益な扱いを受けることはない。 

 

14. その他注意事項 

(1) 本プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) 提出する書類は日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

(3) 提出後の規格提案書の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

(4) 提出書類は返却しない。 

(5) 企画提案書類は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成することが

できる。 

(6) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、うるま市情報公開条例（平成１７年

うるま市条例第８号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

(7) 提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し指名停止措

置を行うことがある。 

(8) 審査評価内容及び経過等については公開しない。 

(9) 審査内容、結果についての問い合わせには応じない。 

(10) 審査内容、結果についての異議は認められない。 
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15. 選定スケジュール 

プロポーザルの日程は、以下のとおりとする。 

項目 期日等 

1 公募内容の公表（市ホームページ） 平成 30年 11月 6日 

2 質問書の提出期限 平成 30年 11月 14日 

3 質問書に対する回答 平成 30年 11月 16日 

4 参加申込書の提出 平成 30年 11月 22日 

5 企画提案書の提出 平成 30年 11月 22日 

6 プレゼンテーションの審査 平成 30年 11月 29日 

7 審査結果の通知 平成 30年 11月 30日 

8 委託契約 平成 30年 12月 3日 

 

16. 問い合わせ 

うるま市こども部こども未来課(謝名堂・久高) 

〒 904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

 TEL 098-989-5313 

 FAX 098-973-7026 

E-Mail kodomo-miraika@city.uruma.lg.jp 


