
第２期伊勢原市子ども・子育て支援事業計画中間見直しに伴う支援業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、「第２期伊勢原市子ども・子育て支援事業計画」（令和２～６年度）の中間年度

にあたり、乳幼児の人口や教育・保育需要等の現状・今後の見込みを反映し、令和５年度以降

の計画の見直しを行う委託業務について、統計分析、計画策定における助言、計画書の作成

など適切な支援を実施する事業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 業務件名 

第２期伊勢原市子ども・子育て支援事業計画中間見直しに伴う支援業務委託 

 

３ 業務内容 

別紙「第２期伊勢原市子ども・子育て支援事業計画中間見直しに伴う支援業務委託仕様

書」のとおり。 

 

４ 実施方法 

目的の主旨を踏まえ、企画提案書の内容や、業務執行体制等の観点から総合的に受託事業

者を選定したいことから、公募型のプロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）に

より実施する。なお、新型コロナウイルス感染症対策として複数事業者との対面での提案を

避けるため、書面審査により選定を行うものとする。 

 

５ 業務規模 

本プロポーザルの限度額は、１，３５９，０００円（消費税含む）とし、限度額の範囲内で

の企画提案を行うものとする。なお、上記予算額を超える提案については失格とする。 

 

６ 業務履行期間 

委託業務契約を締結した日から令和５年３月３１日まで 

なお、契約締結後、作業スケジュールの詳細化を行い、それぞれの期限に対応した納品物

の具体的日程を、本プロポーザルの優先交渉権者と協議のうえ定めるものとする。 

 

７ 参加資格 

本プロポーザルの参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 神奈川県内における「市区町村子ども・子育て支援事業計画」第 2期計画策定業務委託（ア

ンケート調査のみは除く）の受注実績を有していること。 

(2) 令和３・４年度伊勢原市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であり、単体の

事業体であること。 

(3) 伊勢原市競争入札参加資格停止等措置要領に基づく入札参加資格の停止期間中の者で

ないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

(5) 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産の申し立て、会社更生法（平



成１４年法律法律第１５４号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立ておよび民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがされて

いない者であること。 

(6) 伊勢原市暴力団排除条例（平成２３年伊勢原市条例第１２号）第２条第１項第２号か

ら第５号までのいずれにも該当しない者であること。 

(7) 参加申込書の提出日において、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消

費税に滞納がないこと。 

 

８ プロポーザルに関するスケジュール 

 (1) 募集開始       ：令和４年５月２５日（水） 

 (2) 質問書の受付期間   ：令和４年５月３１日（火）午後５時まで 

 (3) 質問書の回答     ：令和４年６月１日（水） 

(4) 参加申込期限     ：令和４年６月３日（金）午後５時まで 

(5) プロポーザル参加の可否：令和４年６月６日（月）  ＊正午までに市から結果送付 

  (6) 企画提案書等の提出期限：令和４年６月１０日（金）午後５時まで 

  (7) 審査結果通知     ：令和４年６月１５日（水） 

  (8) 契約         ：令和４年７月中旬 

 

９ 質問の受付及び回答 

本プロポーザル及び仕様書に関する質問については、以下のとおり提出すること。 

(1) 提出期限 

  令和４年５月３１日（火）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 

  質問書（様式１）により事務局宛に電子メールに添付して送信すること。 

ア 電子メールの件名は、「【事業所名】伊勢原市子ども・子育て支援事業計画プロポー

ザル質問」とすること。 

 イ 市は必要に応じて、質問者に対し質問内容について聞き取り調査を行うことがある。 

ウ 質問は、提出書類及び企画提案書、仕様書に係る質問に限るものとする。なお、審査

又は評価に係る質問、来庁や電話による質問は受け付けないものとする。 

(3) 回答方法 

 質問内容が当該事業者独自のものと判断される場合は、当該事業者にのみ回答する。

その他の質問については、すべての事業者に電子メールで回答するとともに、本市ホー

ムページに質問内容及び回答を掲載する。  

 (4) 回答予定日 

   令和４年６月１日（水） ※質問内容や量によって、回答に時間を有する場合がある。 

 

10 参加申込 

本プロポーザルへの参加申込は、別紙「参加申込書（様式２）」により、次のとおり提出す

ること。 

※貴社が神奈川県内で受注した、第２期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託（アン



ケート調査のみは除く。）の契約実績が分かる書類（契約書等の写し）を添付し提出する

こと。 

 (1) 提出期限 

  令和４年６月３日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 提出先 

  伊勢原市 子ども部 子ども育成課 

    伊勢原市役所本庁舎１階１０番窓口（以下「事務局」という。） 

(3) 提出方法 

  押印した PDF等のデータを電子メールで提出するか、又は印刷した紙面を事務局宛に 

 持参、郵送で提出（ＦＡＸ不可） 

 （電子メールの件名は、「【事業所名】伊勢原市子ども・子育て支援事業計画プロポー 

  ザル参加申込」とすること。） 

(4) プロポーザル参加の可否 

 参加申込書類の確認後、プロポーザル参加の可否を電子メールにより通知する。 

 なお、参加申込書類を提出したにもかかわらず、令和４年６月６日正午までに市から

プロポーザル参加可否のメールが届かない場合は、令和４年６月６日午後３時までに事

務局へ電話で問い合わせること。 

 

11 企画提案書等の提出 

参加承認を受けた事業者は、企画提案書等を、次のとおり提出すること。 

(1) 提出期限 

  令和４年６月１０日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 提出方法 

  印刷した紙面を事務局宛に持参又は郵送で提出（郵送の場合は期限までに必着のこと） 

  電子メールでの提出は受け付けない。 

(3) 提出書類 

ア 企画提案書提出届（様式３） 

イ 会社概要（任意様式：会社パンフレット可） 

ウ 契約実績表（様式４） 

  ※貴社が神奈川県内及び県外で受注した、第２期子ども・子育て支援事業計画策定業

務委託（アンケート調査のみは除く。）の契約実績を記載すること。県内、県外の契

約実績は、評価にも含めることから、可能な限り掲載すること。なお、関連会社とし

て参加した実績は含めないこと。 

エ 企画提案書（Ａ４）  ※詳細は、次項（４）を参照 

オ 見積書（任意様式）  ※消費税及び地方消費税の額（10％）が内訳としてわかる 

              ように記載すること 

カ 見積書の内訳書（任意様式） 

キ 業務工程表（任意様式） 

ク 業務実施体制表（様式５） 

(4) 企画提案書作成について 



ア 体裁は原則Ａ４版（Ａ３版折込可）で、４頁程度とし、印刷は片面印刷、両面印刷 

 を問わない。 

イ 印刷の色は、カラー、白黒を問わない。ただし、言語は日本語、通貨は日本円、単位

は計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。文字のポイント数は任意とし、

文章を補完するために、写真、イラスト等の使用は可とする。 

ウ 要点を簡潔にまとめて作成すること。また、本プロポーザルにおける貴社ならでは

の強み、どのような考え方に基づいて業務を実施するのかが読み取れるよう記載する

こと。 

エ 提案内容は、各参加者１件とし、見積書で提示した金額の中で実現できる範囲内の 

 ものとすること。 

(5) 提出部数 

ア 企画提案書提出届（様式３）：１部 

イ （３）提出書類のイ～クをバインダークリップ等で綴じたもの：４部 

(6) 企画提案における留意点 

 ア 様式が指定されているものについては、本市指定様式を用いること。 

 イ 本プロポーザルの委託業務の実施に当たっては、委託業務の全部又は一部を第三者 

  に委託し、または請け負わせることはできない。 

ウ 提出後の書類の追加、修正その他変更はできない。また、提出書類は、理由の如何 

 を問わず返却は行わない。 

エ 企画提案書提出後における担当者の変更は、担当者の退職等、市がやむを得ないと

認める特別の事情がある場合を除き、原則認めない。 

 

12 審査 

(1) 審査方法 

 審査は、書面審査による評価を行い、最も評価点数の合計が高い者を優先交渉権者と

して契約締結に向けて協議する。評価点数の合計点が同じ提案が複数ある場合は、提案

金額の安価な者を優先交渉権者とする。なお、審査は職員で構成する審査会で実施する。 

 

 

(2) 評価項目 

評価

項目 
評価の視点 配点 

業務

実績 

(1)神奈川県内及び県外で受注した、第２期子ども・子育て支援

事業計画策定業務委託（アンケート調査のみは除く。）の実績 
１０ 

業務

体制  

(1)配置される管理者及び担当者の人員について、関連業務実績

の内容及び件数等を総合的に評価する。 
１５ 

(2)組織のバックアップ体制を総合的に評価する。 ５ 

(3)組織の情報管理体制について総合的に評価する。 ５ 



業務

工程 

(1)作業内容、作業スケジュールの妥当性、明確性について総合

的に評価する。 
１５ 

企画

提案

内容  

以下(1)～(4)をそれぞれ総合的に評価する。 

(1)文章表現が簡潔かつ明確な内容となっているか。 １０ 

(2)最新の国や県の動向を踏まえた業務履行が期待されるか。 １０ 

(3)第２期子ども・子育て支援事業計画で実施した量の見込みの

集計･分析方法を踏まえた業務履行が期待されるか。 
１５ 

(4)社会情勢や、伊勢原市の特性を踏まえた業務履行が期待され

るか。 
１０ 

見積

金額 

(5)業務委託の目的・趣旨を達成するため、契約上限額の範囲で

提案がなされているか。（上限額を超えている場合は失格） 
５ 

合計 １００ 

 

(3) 審査結果通知 

  審査結果、評価点数の合計点及び順位は、令和４年６月１５日（水）までに、企画提案

のあった参加者全員にメールで通知するとともに、優先交渉権者としてホームページで

公表する。なお、審査結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。また、審査の過程

についても公表しない。 

(4) その他 

ア 優先交渉権者との協議の結果、契約の締結に至らなかった場合、原則次点の参加者

を優先交渉権者とする。ただし、次点の参加者の評価が一定水準を満たさなかった場

合はこの限りではない。 

イ 審査会の構成員の所属、職及び氏名は非公表とする。 

ウ 要求した提出書類以外は評価対象外とする。 

  

13 失格及び優先交渉権者の取消し 

次のいずれかに該当する場合、その参加者は失格とする。この場合において失格となった

参加者が優先交渉権者に選定されるとき、事務局はその選定を取消し、その次に高い順位に

ある参加者を優先交渉権者に選定する。 

(1) 参加資格を満たさないことが判明したとき。 

(2) 書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。 

(3) 提出した書類、資料等に虚偽の記載があったとき。 

(4) 記載すべき事項の全部が記載されていないとき。 

(5) 本実施要領に定めた内容に違反したとき。 

(6) 審査の公平性に影響を与える行為、その他正常な提案の執行を妨げる等の行為があっ

たとき。 

(7) その他、上記に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等によ

り、本市が失格であると認めたとき。 

 



14 契約締結等の契約内容に関する協議 

 契約内容及び仕様については、優先交渉権者の通知後、速やかに本市と優先交渉権者とで

企画提案書等の内容を基に協議するものとする。協議の結果、契約内容及び仕様が合意に達

した場合は、すみやかに見積書を徴収し、契約の手続きを行う。なお、契約内容及び契約手続

は、伊勢原市契約規則及び委託業務契約約款の規定による。 

 

15 その他の留意事項 

(1) 本プロポーザルに係る一切の費用は、全て参加者が負担する。 

(2) 提案募集に参加する者は、優先交渉権者決定後において、この実施要領等の内容や審

査結果について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

(3) 本プロポーザルの参加申込をした後、本プロポーザルを辞退しようとする場合、辞退

届（任意様式）を事務局へ提出しなければならない。 

(4) 企画提案書提出者が１者のみの場合でも書面審査を実施する。審査の結果において一

定水準を満たした場合は、当該提出者を優先交渉権者として確定する。一定水準を満た

さなかった場合又は提案者がいない場合には、再度プロポーザル募集を実施する。 

(5) 提出書類に虚偽の記載をし、本プロポーザルが無効とされた場合、虚偽の記載をした

参加者に対して指名停止措置を行うことがある。 

(6) 本プロポーザルは優先交渉権の選定を目的に実施するものであり、契約内容において

は必ずしも提案内容に沿うものではない。 

(7) 提出書類の著作権は参加者に帰属するが、参加者は、提出書類について本市が本プロ

ポーザルを行う上で必要な範囲内において無償で使用することを承諾するものとする。 

(8) 伊勢原市情報公開条例（平成１５年１２月１９日条例第２１号）の規定に基づき、提

出書類の情報公開請求等があった場合は、非公開情報を除き、原則公開するが、企画提

案書をはじめ、公開することにより、法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位

その他社会的な地位が損なわれると認められる情報（新たな発明、考案又は著作物の創

作等）については非公開とする。 

 

１６ 担当事務局 

本プロポーザルに関する問い合わせ及び書類等の提出先は下記のとおりとする。 

伊勢原市子ども部子ども育成課   

    住 所 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中３４８番地 

   担 当 金子、岡部 

   電 話 0463-94-4638 

   E-mail kodomo@isehara-city.jp 


