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  この要領は、うるま市（以下「甲」という。）が、「うるま市窓口等業務委託」の受

託業者（以下「乙」という。）を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」とい

う。）により選定し、契約を行うための必要な手続き等について定めるものとする。 

 

１．目的 

民間の有する多様な専門性と機動性・ノウハウを活かし、質の高い市民サービスの提 

供を目的とし市民の雇用創出を図るものとする。 

 

２．業務概要 

（１）業務名   うるま市窓口等業務委託  

（２）業務内容  別添「うるま市窓口等業務委託仕様書」のとおり 

（３）期間      令和２年１２月１日～令和５年１１月３０日（３６ヵ月） 

 

３．委託料限度額 

        443,322,000円（消費税および地方消費税を含む。） 

年度別委託料限度額 

①令和２年度（１２ 月～３ 月)         49,258,000円 

②令和３年度               147,774,000円 

③令和４年度                 147,774,000円 

④令和５年度(４ 月～１１ 月)              98,516,000円 

   ※この金額は、契約金額ではなく提案の上限額であり、契約額とは一致しない。 

提案にあたっては上記金額を超えないものとする。 

 

４．参加資格及び要件 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

（１） 法人または複数の法人による連合体（以下「連合体」という。）であること。 

（２） 法人または連合体は、以下の資格を満たしていること。なお、連合体にあって

は、構成する法人のすべてが以下の資格を満たしていること。 

（３） 沖縄県内に本社、支社または営業所もしくは事務所を有していること。 

（４） 市町村税・都道府県税・国税に関し、滞納が無いこと。 

（５） うるま市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと

密接な関係にある者及び沖縄県暴力団排除条例に反する行為を行う者でない

こと。 

（６） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれ

にも該当していないこと。 

（７） 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
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をしている者でないこと。 

（８） 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

をしている者でないこと。 

 

５.スケジュール 

 
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２年  ８月１９日（水） 

2 質問受付開始  令和２年  ８月１９日（水） 

3 質問受付締切  令和２年  ８月２７日（木） 

4 質問回答  令和２年  ９月  ７日（月） 

5 参加意思表明書提出期限  令和２年  ９月１１日（金） 

6 企画提案書提出期限  令和２年  ９月２３日（水） 

7 事前審査（資格審査） 令和２年  ９月下旬予定 

8 事前審査（資格審査）結果通知  令和２年  ９月下旬予定 

9 本審査（プレゼンテーション） 令和２年 １０月上旬予定  

10 本審査結果通知  令和２年 １０月上旬予定  

11 協議 令和２年 １０月中旬予定 

 
※日程は、本要領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．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。  

 （１） 参加意思表明書（様式１） 

 （２） 会社概要（様式２） 

 （３） 業務実績調書（様式３） 

 （４） 業務委託見積書（様式４） 

 （５） 提案書（様式５） 

 （６） 役員等調書及び照会承諾書（様式６） 

（７）  誓約書（様式７） 

（８） 連合体構成員名簿（様式８）  ※連合体のみ提出 

（９） 連合体協定書（様式９）    ※連合体のみ提出 

 （１０） プレゼンテーションで使用する書類（任意様式） 

 （１１） 定款（または寄付行為）及び登記事項証明書 
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（１２） 完納証明書 

     ※市町村税・都道府県税・国税の完納証明書。ただし、設立１年未満の場

合は、代表者の直近１か年の市税等の完納証明書。 

（１３） 財務諸表（直近３年分の賃借対照表および損益計算書） 

 （１４） 就業規則 

 （１５） 給与規定 

※１）証明書類は、証明年月日が申請書提出の3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定

めた様式を使用すること。（原本を正本に添付すること。） 

※２）プレゼンテーション当日の資料の追加配布・差し替えは認められない。 

※３）プレゼンテーションは、提案書に沿った内容で行うこと。 

※４）申請書類は審査のため、審査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。 

 

７．応募方法及び提出部数等 

公募期間内に上記の「６．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、うるま市窓口等業務委託プロポーザル辞退届（様式１１）を提出す

ること。 

(１)公募期間  令和２年８月１９日（水）から令和２年９月２３日（水）まで 

(２)提出方法  持参（郵送は認めない。）※提出前に電話連絡をいれること。 

 (３)受付時間  午前９時から午後５時まで 

但し、昼休憩中の正午～午後１時、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

(４)提出先   「１４．問い合わせ先」のとおり 

 (５)提出部数等  正本１部、副本１２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、会社概要（様式２）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。 

 

８．質問受付について 

（１）仕様書等につて質問しようとする者は、下記期間内に電子メールにより質問書

（様式１０）を提出すること。※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。 

（２）期 間：令和２年８月１９日（水）～８月２７日（木）午後５時必着 

（３）提出先：「１４．問い合わせ先」のとおり 

（４）回答方法：令和２年９月７日（月）（予定）にホームページ掲載する。 

            ＨＰアドレス https://www.city.uruma.lg.jp/index.php 

 

https://www.city.uruma.lg.jp/index.php
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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１）を提出するこ

と。 

（１）提出書類：参加意思表明書（様式１） 

（２）期  間：令和２年８月１９日(水)から令和２年９月１１日（金） 

（３）受付時間：午前９時から午後５時まで 

但し、昼休憩中の正午～午後１時、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

（４）提出方法：持参または書留郵送（郵送の場合は消印有効） 

（５）提出先 ：「１４．問い合わせ先」のとおり 

  

１０．審査方法 

 （１）事前審査（資格審査） 

   ①事務局において、参加資格及び要件等を満たしているかどうか審査を行う。事

前審査により、要件を具備していない場合は、本審査に付さないこととし、本

審査に進めないものとする。 

②事前審査の結果について応募事業者あて文書で通知する。 

（２）本審査（プレゼンテーション） 

  ①本審査は審査委員会において、事前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。 

②審査委員会は本審査の結果について事前審査通過事業者あて文書で通知する。 

③プレゼンテーションの順番については、事前審査通過後、事務局により決定する。 

  ④日程は下記のとおりとする。 

   ◆日  時：令和２年１０月上旬予定 

※日程等は事前審査結果と併せて通知する 

   ◆場  所：うるま市役所 

   ◆参 加 者：１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者あたり１５分以内、質疑応答は１５分程度

とする。 

   ◆機 材 等：プレゼンテーションに使用する機材の内、大型ディスプレイ及び接続

ケーブルは市で用意するが、パソコンは提案者が用意するものとする。

また接続ケーブルは「HDMI」を用意するので、接続可能なパソコンを

用意すること。 

※大型ディスプレイ：パナソニック TH-75EF1J（フルハイビジョン

液晶ディスプレイ） 
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１１．選定方法 

（１）本市に設置する審査委員会において、「１０．審査方法」のとおり審査を行い、最

優秀提案者を選定する。 

（２）（１）の審査に当たっては次の表の評価項目ごとに評価する。 

評価項目 評価事項 

１．受託業務の実施体制及び

教育体制等について 

（１） 業務実施に向けたスケジュール 

（２） 業務実施体制と業務従事者の配置計画 

（３） 業務従事者への教育体制と手法 

（４） 会社としてのサポート体制 

２.受託業務体制について 

（１） 市民サービス向上への取り組み 

（２） 業務に対する創意工夫 

（３） 業務の質の確保 

（４） 苦情や業務トラブル時の対応と連絡体制 

（５） 繁忙期に対する取り組み 

（６） 法律等の改正時の対応 

３．業務従事者の雇用計画に

ついて 

（１） 業務従事者の雇用計画及び条件 

（２） 安定的雇用及び雇用継続に対する取り組み・配慮 

（３） 地域貢献（地元雇用等）に対する考え方 

４.その他の提案について （１） 独自提案等 

５.危機管理について 
（１） 

 

個人情報保護に向けた基本的な考え方及び業務

遂行上の取り組み 

６．会社の概要、実績につい （１） 会社概要及び財政状況 

 て （２） 類似業務の受託実績 

７.見積金額について （１） 見積書 

（３）（２）の評価項目に関する評価基準及び審査委員の氏名については公表しない。 

（４）最優秀提案者は、本市ホームページ等にて掲載するとともにすべての提案者に審

査結果を通知する。 

（５）プロポーザルの審査詳細については公表しない。 

（６）審査結果についての異議は受けつけない。 

 

１２．契約の締結等 

「１１．選定方法」により最優秀提案者として選定された提案者と契約締結の交渉を行

う。契約締結に至らなかった時は、次点の者と契約締結の交渉を行うこととする。 
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１３．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）書類提出後の提案書などの修正変更は認めない。 

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

うものとする。ただし、引継ぎに係る人件費等の費用は、乙が負担するものとする。 

（５）当該委託業務は予算が本市議会において承認されることをもって成立するものであ

り、場合によっては契約締結に至らないことがある。 

（６）以下の条件に該当する場合は、失格とする。 

① 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

② 審査結果に影響を与える工作を行なった場合 

③ 審査委員又はプロポーザル担当職員に対して、不正な接触の事実が認められ

た場合 

④ その他不正行為があったとき 

 

１４．問い合わせ先 

〒９０４－２２９２  

沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 （うるま市役所 東棟１階） 

うるま市 市民部 市民課 市民係 

    電 話：０９８－９７４－３１１１（内線１１５６） 

    ＦＡＸ：０９８－９７３－５９８９ 

    メール：simin-ka@city.uruma.lg.jp 

 

 ※郵送の場合は、表に「うるま市窓口等業務委託関連資料在中」と書くこと。 

mailto:simin-ka@city.uruma.lg.jp

