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宝塚市次世代育成支援行動計画等策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名    宝塚市次世代育成支援行動計画等策定業務 

(2) 目的     子ども施策の総合的な計画として、次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第 120 号）に基づき、「宝塚市次世代育成支援行動計画 

たからっ子『育み』プラン」（以下、「行動計画」という。）を策定し、

平成２７年度（2015 年度）から平成３１年度（2019 年度）までの５年

間を前期計画期間として、子ども施策の推進に取り組んでいる。本市の

行動計画は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）により

策定が義務付けられた「宝塚市子ども・子育て支援事業計画」（以下、

「事業計画」という。）を包含するものである。 

行動計画の前期計画及び事業計画が平成３１年度（2019 年度）末で

終了することに伴い、社会経済情勢や子どもを取り巻く環境の変化、国

の制度改革等に対応し、引き続き子ども施策の総合的な推進を図るため、

平成３２年度（2020 年度）から平成３６年度（2024 年度）までの５年

間を計画期間とする行動計画の後期計画及び事業計画を、一体的に策定

するものである。 

(3) 業務内容   別紙仕様書参照 

(4) 業務期間   委託契約締結の日から平成３２年（2020 年）３月３１日まで 

 

２ 提案限度額 

   3,880,000 円を上限とする。 

（消費税及び地方消費税に相当する額を含む） 

 

３ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当していないこと。 

(2) 宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(3) 宝塚市入札参加資格者名簿に登載されていること。 

(4) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第６号。以下「暴力団排

除条例」という。）第２条第３号に該当しないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申し立て及び民

事再生法（平成１１年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされ

ていない者であること。 

(6) 委託業務について、仕様内容を満たす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。 

 

４ 参加申込書の提出 

  プロポーザルに参加する者は、下記のとおり「参加申込書」を提出すること。 

 (1) 提出期限： 平成３０年（2018 年）９月１４日（金）１７時（必着） 
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(2) 提出方法： 別添の参加申込書（様式第１号）に必要事項を記入、押印の上、 

「１３ 担当部署（問い合わせ先）」に記載の担当部署へ持参又は郵送

すること。なお郵送の場合は、担当部署まで電話連絡し、到達を確認す

ること。 

 

５ 質問の受付及び回答 

(1) 提出期限： 平成３０年（2018 年）９月１４日（金）１７時（必着） 

(2) 提出方法： 別添の質問書（様式第７号）により「１３ 担当部署（問い合わせ

先）」に記載の電子メールアドレスあてに提出すること。 

・電子メール以外の方法（来庁、電話、ＦＡＸ）での質問に対しては回

答しない。 

・メールの件名は「宝塚市次世代育成支援行動計画等策定業務に関する

質問」とすること。 

・質疑数は一提案者あたり１０を上限とする。一つの質疑内容に複数個

の質疑が記載されていると市が判断した場合、複数個として数える。 

・質疑を行った提案者名は非公開とする。 

・本要領に定める手続き以外の方法により、市及びその関係者に問い合

わせたときは回答は行わない。 

(3) 回 答 日： 平成３０年（2018 年）９月２１日（金）まで 

(4) 回答方法： 参加申込書を提出している者すべてに電子メールで回答するとともに

市ホームページに掲載する。 

 

６ 提案書等の作成及び提出 

(1) 提出書類・必要部数等 

①企画提案書（様式第２号）原本１部、副本６部 ※任意様式追加可 

②会社概要 （様式第３号）原本１部、副本６部 

③価格見積書（様式第４号）原本１部、副本６部 

④過去の実績調書（様式第５号）原本１部、副本６部 

⑤誓約書（様式第６号）原本１部、副本６部 

⑥本業務推進体制及び工程表（様式任意）原本１部、副本６部 

⑦本業務責任者の経歴及び実績等調書（様式任意）原本１部、副本６部 

⑧本業務担当者調書（様式任意）原本１部、副本６部 

⑨その他補足資料（提出任意） 

(2) 作成要領 

【共通事項】 

ア 市が必要と認める場は、追加資料の提出を求める場合がある。 

 イ 様式は、原則としてＡ４版両面で縦置き・横書きとする。ただし図表等について、

必要に応じてＡ３版横も可とする。 

ウ (1)に掲げる書類を、①～⑧の順番にＡ４サイズのファイルに綴じ、①～⑧毎に

インデックスを付けること。Ａ３サイズのものは折りたたんで綴じること。 

   また、ファイルの表紙、背表紙に商号又は名称を記入すること。 
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  【個別事項】 

   ア 企画提案書 (①)(様式第２号) 

     任意様式の添付については、仕様書に基づき、下記８の審査基準を踏まえ、ニー

ズ調査や計画策定の基本的な考え方や全体像等について記載すること。また、貴社

のアピールポイントを記載すること。 

表紙・目次等を含めずに１部３０ページ以内とし、ページ番号を付番すること。 

イ 価格見積書 (③)(様式第４号) 

     積算内訳を任意様式で添付すること。 

   ウ 過去の実績調書 (④)(様式第５号) 

     次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画、児童福祉計画をはじめ

とする各種行政計画策定業務の実績（類似した事業を含む）について、全て記載す

ること。 

次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画策定業務については、受

託した際の仕様書を添付し、「添付の有無」欄を「有」とすること。 

   エ 本業務推進体制及び工程表 (⑥)(様式任意) 

本業務推進体制については、業務を受託した場合の実施体制、従事予定者の氏名

等について記載すること。配置人数は必ず記載すること。 

     工程表については、ニーズ調査及び計画策定に係る業務について、パブリックコ

メント手続きも考慮した上で作成すること。 

   オ 本業務責任者の経歴及び実績等調書(⑦)、本業務担当者調書(⑧)(様式任意) 

本業務責任者及び本業務担当者の経歴、経験年数及び実績について、業務の従事

期間がわかるよう作成すること。また、現在担当している業務数を必ず記入するこ

と。 

   カ その他補足資料 (⑨)(提出任意) 

     その他提案にあたって補足すべき事項があれば資料を提出すること。 

(3) 提出期限等 

①提出期限：平成３０年（2018 年）９月２８日（金）１７時（必着） 

②提出場所：宝塚市役所子ども未来部子ども家庭室子ども政策課（本庁舎２階） 

③提出方法：持参又は郵送によること。（提出内容を記録した電磁的データ保管媒体

（DVD-R、SD など）も併せて提出すること。） 

郵送による場合は、必ず受け取り日時及び配達されたことを証明できる方

法を用いること。 

 (4) その他 

  第２次審査（ヒアリング等）の実施については、別途通知を行う。 

 

７ 審査方法 

 (1) 第１次審査（書類審査） 

   本市が別に定める委員により組織された「宝塚市次世代育成支援行動計画等策定業務

委託プロポーザル審査会」（以下、「審査会」という。）で企画提案書類を点数化（１

００点満点）して評価を行い、上位５者を書類選考入選者として選定する。なお、応募

者が５者以下の場合は第１次審査を実施しない。 
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(2) 第２次審査（ヒアリング等による審査） 

書類選考入選者として選定された者による企画提案についてのヒアリング等を行い、

下記８の(1)～(3)で示す審査基準に基づいて採点した結果、最も高い評価を得た提案

を決定し、その提案を行ったものを受託候補者とする。 

(3) 審査結果の通知 

審査結果は、書面により参加者全員に通知する。 

 

８ 審査基準及び配点 

(1) 提案内容について（的確性、実現性、独創性等）       40/100 点 

 (2) 実施体制及び技術者の経歴、業務実績について        40/100 点 

 (3) 見積額について（価格評価、提案内容との整合性）      20/100 点 

 

９ 日程 

・公示            平成３０年（2018 年） ９月 ３日（月） 

・参加申込書受付締切     平成３０年（2018 年） ９月１４日（金）１７時 

・質問受付締切        平成３０年（2018 年） ９月１４日（金）１７時 

・参加資格確認通知      平成３０年（2018 年） ９月１８日（火） 

・質問回答          平成３０年（2018 年） ９月２１日（金）まで 

・提案書等受付締切      平成３０年（2018 年） ９月２８日（金）１７時 

・第１次審査（書類審査）   平成３０年（2018 年）１０月 １日（月）～５日(金) 

・審査会開催通知       平成３０年（2018 年）１０月１０日（水） 

・第２次審査（ヒアリング等） 平成３０年（2018 年）１０月１８日（木）（予定） 

・結果通知          平成３０年（2018 年）１０月２２日（月）（予定） 

・契約締結          平成３０年（2018 年）１０月下旬（予定） 

 

１０ 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、

失格とする。 

(1) 提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。 

(2) 提案書等の作成形式等が、本要領に適合していないとき。 

(3) 提案書等の提出期限後に価格見積書の金額を訂正したとき。 

(4) 虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 

(5) プロポーザルの手続きの過程で、前記３の規定に抵触することが明らかとなったと

き。 

(6) ヒアリング等に出席しなかったとき。 

(7) 価格見積書の金額が、前記２に示した提案限度額を超過しているとき。 

(8) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

(9) 審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があったとき。 

(10) 審査会委員に対して、直接、間接問わず接触を求めたとき。 

(11) 事業者選定終了までの間に、他の提案者と応募提案の内容又はその意思について意

図的に開示、相談を行ったとき。 
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１１ 契約 

(1) 受託候補者選定後、企画提案の内容について協議を行い、随意契約の手続きを行う。 

なお、その際には、改めて見積書を提出すること。 

(2) 選定された受託候補者との契約が成立しなかった場合は、次順位者と協議を行い、

契約相手方を決定する。 

(3) 提案者が一者のみであっても審査を行い、審査基準の６割以上を満たす場合は受託

候補者とする。 

 

１２ その他留意事項 

(1) 提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とするとともに、指名停止措

置を行うことがある。 

(3) 提出書類は返還しないとともに、プロポーザル以外の用途には提出者に無断で使用

しない。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。 

(5) 契約を締結する際に、暴力団排除条例第７条及び宝塚市等の事務等からの暴力団の

排除の推進に関する要綱第３条第３号に基づく誓約書を提出すること。 

(6) 参加申し込み後に、辞退する場合は文書にて連絡すること（様式任意）。 

(7) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管

理手法等を用いた結果生じた事象に関する責任は、すべて提案者が負うものとする。 

 (8) 提案者は、複数の提案書の提出はできない。 

(9) 業務責任者、業務担当者は、原則として変更できないものとする。ただし、やむを

得ない理由により変更する必要がある場合には、市と協議のうえ決定する。 

(10) 提出書類は、宝塚市情報公開条例に基づく公開請求があった場合、原則公開となる。 

ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められ

る情報は非公開となる場合があるので、この情報に該当する部分がある場合には、あ

らかじめ文書により申し出ること。また、本プロポーザルの受託候補者選定前におい

て、その決定に影響が出るおそれのある情報については、受託候補者決定後の公開と

する。 

 

１３ 担当部署（問い合わせ先） 

   宝塚市役所子ども未来部子ども家庭室子ども政策課 

     〒665-8665 宝塚市東洋町１－１ 

 電話   0797-77-2419（直通） 

     ファクス 0797-77-2800 

E-mail  m-takarazuka0051@city.takarazuka.lg.jp 

     担当   堀田、大野 

 


