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令和三年度うるま市子どもの居場所づくり運営事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要綱 

（うるま北地区） 
 

この実施要綱は、様々な課題を抱える子どもに対し子どもの居場所づくり運営事業を実施し、子

どもが安心出来るような居場所や食の提供等を行うことで自己肯定感や将来へのビジョンを見据え

ることができる様、事業を実施する事業者を選定するための必要な事項を定めたものである。 

 

1. 事業目的 

うるま市の子どもたちを取り巻く環境は厳しい状況にあり、様々な困りごとを抱えている事が見

込まれている。そういった子どもたちへの、居場所づくりの運営を行い、食事の提供（共同での調

理など）や生活指導・学習支援等を通して、自己肯定感や将来へのビジョンを見据えることができ

る様、支援することを目的とする。 

 

２．事業概要 

（１）事業名   令和三年度うるま市子どもの居場所づくり運営事業  

（２）事業内容  別添「うるま市子どもの居場所づくり運営事業業務委託仕様書（うるま北地区）」 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）期間      令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１ 日まで 

 

３．委託上限金額 

 本委託業務の委託料の上限額は下記のとおりとする。 

  ２０，２９１，８４３円（消費税含む。） 

ただし、この金額は企画提案のために設定した上限金額であり、実際の契約金額については市と 

協議するものとする。また、実際の支出額に基づき支払う額を確定する。 

 

４．参加資格 

 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

(１) 沖縄県内に本社又は事業所等を有し、事業の実施にあたっては、正副２名以上の担当者を

配置し必要時に事務局と速やかに連携を行うなど、本業務を円滑に遂行することができる運

営体制が整備されていること。 

 (２) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者で

あること。 

 

 

 

 (３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条及びうるま市暴力団排除条例第２

条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(４) 子どもの貧困に関する知識を十分理解しているとともに、児童福祉や青少年自立支援・健

全育成等に活動実績があり、事業を的確に遂行するに足る能力、組織、人員等を有している

こと。 

 (５) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能

力を有していること。 

 (６) うるま市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

(７) 市町村税、都道府県税、国税を滞納していない者であること。 

○参  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項 

普通公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能

力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 
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（８） 本事業実施時に、宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的とするものでない 

こと。 

 

５. スケジュール 

※日程は、本要綱作成時のものであり、諸般の事情により変更することがある。 

 

 

 

６．募集要綱等の配布 

(１) 配布期間： 令和３年１月２６日（火）～ 令和３年２月１２日（金） 

(２) 配布時間： 午前１０時から午後５時まで 

(３) 配布場所： うるま市こども部児童家庭課 

  ※［うるま市ホームページ］－［各課の案内］－［児童家庭課］からも入手可 ※ 

 

７．事業説明会の開催について 

① 日  時：令和３年２月２日（火）午前１０時から正午 

② 場  所：うるま市みどり町1-1-1 うるま市役所 東棟１階会議室 

③ 参加申込：説明会に参加する場合には、予め「17.問い合わせ先」(うるま市こども部 

児童家庭課℡:098-973-5041 担当:名嘉眞)まで電話で連絡すること。また、

説明会参加の際は、公募に関する文書等を各自で準備すること。参加人数に

ついては、１事業者３名までとする。なお、説明会への参加がない場合でも、

本プロポーザル公募への参加はできるものとする。 

 

８． 応募に係る質問について 

委託仕様書等に関して疑義がある場合には、質問書【様式１０】に記入し、電子メールにより

提出すること。 

 
本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

  実施内容 実施期日 

1 公募開始  令和３年  １月２６日（火） 

2 事業説明会 令和３年  ２月 ２日（火）午前１０時 

3 質問受付締切 令和３年  ２月 ５日（金）正午 

4 質問回答  令和３年  ２月 ８日（月） 

5 参加意思表明書提出期限  令和３年  ２月１２日（金）午後５時 

6 企画提案書提出期限  令和３年  ２月１７日（水） 

7 一次審査（書類審査）  令和３年  ２月１８日（木） 

8 一次審査結果通知  令和３年  ２月１９日（金） 

9 二次審査（プレゼンテーション） 令和３年  ２月２４日（水）２５日（木） 

10 二次審査結果通知  令和３年  ３月 ２日（火）  

11 協議・締結 令和３年  ３月上旬 

12 居場所づくり準備期間 契約締結日 ～ 令和３年３月３１日（水） 

13 居場所づくり運営開始 令和３年４月１日（予定） 
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※電子メールで送信のうえ、電話連絡で着信を確認すること。電話等による質問は受け付け 

ないものとする。 

① 受付期限：令和３年２月５日（金）正午（期限厳守） 

② 提出先 ：うるま市こども部児童家庭課 

（メールアドレス  zidou-kateika@city.uruma.lg.jp） 

② 回答方法：質問に対する回答は、令和３年２月８日（月）に市ホームページに掲載する。 

 

９．参加意思表明書の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、必ず参加意思表明書（様式８）を期限までに提出する

こと。なお、提出期限までに「参加意思表明書」が提出されない場合は、応募申請を受付けること

ができない。 

① 提出書類：参加意思表明書（様式８） 

② 提出期限：令和３年２月１２日（金）午後５時まで 

但し、昼休憩中の正午～午後1時、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。 

③ 提出部数：１部 

④ 提出方法：持参または簡易書留郵便（郵送の場合は当日必着） 

⑤ 提出先 ：うるま市こども部児童家庭課 

⑥ 留意事項：ア 参加意思表明書が未提出の場合、応募申請書を受け付けない。 

イ 参加意思表明書及び応募申請書に記入する希望地区は、同一でなければなら 

ない。 

   ※参加意思表明書の提出期限までに応募がない地区については、改めて期限を設け、再度公

募することとする。 

 

１０．提出書類 

提出書類は選定以外の目的には使用せず、提出にかかる費用は応募者の負担とし、提出書類は

返却しないものとする。なお、２か所以上の応募をする場合は、各々の応募申請書を提出するこ

ととする。 

 (１) 応募申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式１】 

(２) 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式２】 

(３) 会社概要表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式３】 

(４) 積算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式４】 

① 直接人件費 

※原則として、応募者の給与規定等に基づく給与単価（日額又は時給）を基準として積算

すること。（労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定すること。） 

② 直 接 経 費（賃借料、通信運搬費、光熱水費等、消耗品費、食事提供料、保険料等） 

※ 備品購入費は対象外。リース契約で対応すること。 

※ 個別の支援に関与しない監督員や事務作業を行う事務員の人件費は含まないこと。 

※経費は可能な限り細分化して積算すること。 

例）職員研修費などでまとめるのではなく、講師謝礼金・会場使用料・運営スタッフ 

人件費等可能な限り細分化して提示する。 

③ 一般管理費（「(直接人件費＋直接経費)× １０％以内」で算出すること） 

④ 消費税相当額 

※ 直接経費の単価に既に消費税が含まれている場合には、消費税相当額を除いた上で 

経費を計上すること。 

(５) 実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式５】 

(６) 委託事業のスケジュール表 ・・・・・・・・・・・・・・ 【様式６】 

(７) 実績書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【様式７】 
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(８) 添付書類 

① 定款、規則等  

② 全部事項証明書又は登記簿謄本 

③ 市町村税、都道府県税、国税等の完納証明書 

④ 財務諸表（前年度の貸借対照表及び損益計算書） 

⑤ 個人情報保護に関する社内での取組み状況が分かるもの 

⑥ 建物の契約書、仮契約書、または入居申込書等の写し 

（築年数がわかる書類があれば添付すること） 

※１）各種証明書は 3カ月以内に発行されたものを提出すること。 

※２）①及び④は、原本証明を行うこと。 

※３）②及び③は、原本を提出すること。 

（９）プレゼンテーションで選定委員会に配布する書類（任意様式） 

※１）プレゼンテーション当日の資料の追加配布・差し替えは選定委員会委員長が認めたものに限る。 

※２）申請書類は審査のため、選定委員会の委員に配布する。また、申請書類は、理由の如何を問わず返却しない

ものとする。 

 

１１．提出方法及び提出部数等 

公募期間内に上記の「１０．提出書類」を提出することとする。なお、提出後、諸事情により辞退す

る場合は、「うるま市こどもの居場所づくり運営事業業務委託プロポーザル辞退届（様式９）」を提出

すること。 

(１)提出期限   令和３年２月 １７ 日（水）まで 

(２)提出方法   持参又は郵送により提出すること。 

ア 持参の場合 

  上記提出期限内の午前９時から午後５時までの間に提出すること。 

但し、昼休憩中の正午～午後1時、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。 

※提出前に事前に電話連絡をいれること。 

イ  郵送の場合 

  簡易書留郵便により提出すること（上記提出期限内必着）。 

 ※上記提出期限後に提出された書類は、一切受理しない。 

(３)提出先    うるま市こども部児童家庭課（東棟 2階） 

(４)提出部数等  【様式１から様式７】 

正本１部、副本１０部とする。提出書類をセットにし、書類毎にインデックス 

を貼付、応募申請書【様式１】から連番で頁を中央下に記載すること。なお、 

書類は原則Ａ４判縦型とする。ただし、図表等については必要に応じＡ３折り 

込みは可とする。カラーの資料はカラーコピーとする。 

【添付書類】 

   正本１部 副本１０部 

 

１２. 選定方法 

（１）審査は、資格審査、書類審査（第一次審査）及びプレゼンテーション（第二次審査）による 

ものとする。 

 

①資格審査 

書類の提出後、参加資格及び要件等を満たしているかどうか、事務局にて審査を行う。 

 

②一次審査（書類審査） 
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  ア.応募事業者が４事業者以上あった場合に一次審査を行う。 

イ.提出書類を基に書類審査を行い、上位３者を選定する。 

ウ.一次審査の結果について令和３年２月１９ 日(金)に全応募者に対して文書で通知する。 

 

③二次審査（面接審査 プレゼンテーション） 

 ア.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審査を行う。 

イ.選定委員会は、一次審査通過事業者からプレゼンテーションを受けて審査を行い選定する。 

ウ.選定委員会は二次審査の結果については、令和３年３月２日（火）に文書等で通知する。 

エ.プレゼンテーションの順番については、参加申し込み終了後事務局の抽選により決定する。 

日程は下記のとおりとする。 

※二次審査の日程等は、一次審査通過者に対して文書等で通知する。 

 

    ◆日  時：令和３年２月２４日（水）・２月２５日（木） 

    ◆場  所：うるま市石川保健相談センター 

         ※場所については、変更になる可能性もあります。 

    ◆参加者  ：１事業者あたり、３人以内とする。 

    ◆提案時間 ：プレゼンテーションは１事業者あたり１５分以内、質疑応答は１５分程度と

する。 

    ◆機材等  ：パソコン・プロジェクター及びスクリーンは市で準備を行う。ただしプレゼ 

ンにおいてパソコンを使用する場合は必ず事前に市と協議を行うこと。 

 

  ④審査にあたっての留意事項 

    ア.二次審査は、１１(１)の提出期限までに提出された書類を基に行うものとし、提出期限後 

     に提出された図や関係書類等は、審査の対象外とする。 

      イ.選定委員会は非公開で行い、審査経過及び審査結果に関する問い合わせ・異議等には一切 

     応じないものとする。 

      ウ.基準点を満たした提案がない場合、該当者なしとする場合がある。 

 

  ⑤審査基準 

    選定委員会は、審査にあたっては主に以下の事項等について評価する。 

【一次審査に関する評価項目】 

① 事業内容について 

② 会社の概要・実績について 

 

【二次審査に関する評価項目】 

① 事業の実施体制及び教育体制等について 

② 事業内容について 

③ 事業運営の体制について 

④ 事業従事者の雇用計画について 

⑤ 独自提案について 

⑥ 安全管理体制について 

⑦ 事業コストについて 

⑧ 会社の概要、実績 
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１３．契約の締結等 

「１２．選定方法」により選定委員会が選定（二次審査の点数が最も高い者）した者（以下「委

託先候補者」という。）が辞退した場合、又は市との委託に関する協議が整わなかった場合は、

次順位の応募者を委託先候補者とし、契約締結の交渉を行うこととする。 

 

１４．留意事項 

（１）本プロポーザルにかかる費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出書類については、一切返却しないものとする。 

（３）現受託者が作成する業務引継書等により、市の立ち会いのもと、業務の引継ぎを行うも 

   のとする。 

（４）準備期間中（契約締結時から令和３年３月３１日）において発生する経費については、受託 

者が負担するものとする。 

（５）以下の条件に該当する場合は、失格とする。 

①参加する資格のない者が申請したとき 

②所定の日時及び場所に書類を提出しなかったとき 

③事実に反する申請や申請に関する不正行為があったとき 

④記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

⑤記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑥虚偽の内容が記載されているもの 

⑦その他、予め指示した事項に違反したとき、及び応募者に求められる義務を履行しなかっ 

たとき 

 

１５. 委託契約について 

本契約は、毎月の事業報告書（支出管理簿等）を確認のうえ、事業完了後に支払うべき委託料を

確定する。ただし、市と受託者とで協議して概算払いを行うことができるものとする。 

 

１６.知的財産権の取り扱い 

受託者が、この委託業務の遂行により取得した報告書等に関する著作権は、原則としてうるま市

に帰属するものとする。また当該事業の実施により得られた特許権等の知的財産権または著作権は、

委託元である「うるま市」に帰属するものとする。 

 

１７. 問い合わせ先 

うるま市こども部児童家庭課    担当：名嘉眞 

 〒904-2292 うるま市みどり町 1-1-1 東棟２階 

Tel：098-973-5041／Fax： 098-979-7026／Mail：zidou-kateika@city.uruma.lg.jp 

 


