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１ 目的 

本実施要領は、市立保育園等における保育業務支援システムの導入にあたり、

安定的で機能的に優れたシステムの導入及び保守管理を確保できる質の高い

事業者を公募型プロポーザル方式により選定するための手続等に関し、必要な

事項を定めたものである。 

 

２ 契約条件 

（1） 契約上限額 

 総額３１，９８３千円（消費税相当分含む） 

   （令和４年３月１日から令和８年１１月３０日までの使用料（５７か月）） 

   ・本上限額は、別紙「君津市立保育園等 ICT システム導入事業に係る調

達仕様書」に基づく稼働までの導入業務及び令和８年１１月３０日ま

での運用及び保守に係る費用の総額を対象としたものであり、提案価

格は契約上限額を超えてはならない。 

・この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を

示すためのものであることに留意すること。 

   ・企画提案の性質上、本事業の契約にあたっては要件定義を行ったうえ

で契約金額を決定することから、企画提案内容（参考見積内容含む。）

をもって、契約するとは限らない。 

・本事業は、各年度予算等が本市の議会において議決されることを前提

に、事業執行となるものである。 

（2） 支払方法 

   導入業務に関する経費を含め、令和４年３月分からの月払い（５７回）

として支払いを行う予定である。 

   当市において、公立保育施設の施設整備を予定していることから、施設

数の増減や整備の進捗状況に伴い、毎月の支払額を変更する場合があるも

のとする。 

 （3）契約方法 

   本プロポーザルにより受注者となる優先交渉権者を選定する。選定後、当

該システムの各種設定、設計・構築及び必要なソフトウェア、ハードウェア

並びにこれらに係る保守・運用サービスについて要求仕様を定義する。 
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要求仕様の定義後、最優秀提案者と協議のうえ、導入に必要な賃貸借契約

や保守契約等を締結する。 

 

３ プロポーザル参加資格要件 

  参加者は次の事項のうち（1）から（9）までの参加資格要件を参加表明書提

出時に満たしていることとする。 

なお、プロポーザルに参加する者が契約締結までの間に、参加資格要件を有

しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（1） 君津市入札参加資格者名簿において、下記の取扱種目及び取扱品目にす

べて登録されている事業者であること。又は、本業務の一部を第三者に請

け負わせ、元請業者及び再委託業者において、下記の取扱種目及び取扱品

目の登録を満たすこと。ただし、その場合であっても元請事業者は、少な

くても１つ以上の取扱品目に登録されていること。 

ア 取扱種目：リース、取扱品目：電算機 

イ 取扱種目：情報処理、取扱品目：システム開発・ソフトウェア開発 

ウ 取扱種目：情報処理、取扱品目：システム運用 

エ 取扱種目：情報処理、取扱品目：システムメンテナンス 

オ 取扱種目：機器保守、取扱品目：通信機器保守 

カ 取扱種目：通信機・家電、取扱品目：無線機器 

（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） 君津市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を

受けていないこと。 

（4） 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

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てをしていないこと。 

（5） 営業停止処分を受けていないこと。 

（6） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条の規定に該当しない者であること。 

（7） 保育所を複数園運営する法人、または地方公共団体へ保育システムを賃

貸している実績があること。 
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（8） 本業務において、別の提案をしていないこと。再委託業者についても本

項を適用する。 

(9) システム運用業者が、プライバシーマーク、ISO/IEC27001 の認証を取得

していること。 

 

４ 選定 

（1） 選定方法 

   本プロポーザルでの契約相手方は、書面による第１次審査およびヒアリン

グによる第２次審査により、最高点を得た最優秀提案者として選定する。 

（2） 審査委員会 

    本件企画提案における提案内容の審査及び導入事業の選定は、「君津市

立保育園及び認定こども園保育業務支援システム賃貸借プロポーザル審

査委員会」（以下「委員会」という。）において行うこととする。 

（3） 選定スケジュール 

内 容 期間等 

実施要領の公表※君津市ホームページ 令和３年１２月３日（金） 

企画提案参加申請書等の提出期限 令和３年１２月１３日（月） 

第１次審査（書類審査） 令和３年１２月１４日（火）から 

令和３年１２月１５日（水）まで 

第１次審査結果通知 令和３年１２月１６日（木） 

質問期間 令和３年１２月３日（金）から 

令和３年１２月１７日（金）まで 

質問への回答 質問受付日から４営業日を目途に回

答 

企画提案書等の提出期限 令和３年１２月２７日（月） 

第２次審査（ヒアリング審査） 令和４年１月６日（木） 

第２次審査結果通知 令和４年１月上旬～中旬 

契約手続き 令和４年１月中旬 

導入期間 契約締結日から 

令和４年２月２８日（月）まで 
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運用期間（当初２～３ヶ月程度は試行

期間の想定） 

令和４年３月１日（火）から 

令和８年１１月３０日（月）まで 

 ※状況により変更となる可能性があります。 

（4） プロポーザル実施要領の公表 

   ア 本プロポーザル実施要領は、令和３年１２月３日（金）に、君津市ホ

ームページにて公表する。 

   イ 本プロポーザルへの参加等に必要となる書類も同日に同ホームペー

ジにて公表するため、参加者は適宜ダウンロードし使用すること。 

（5） 企画提案参加申請書等の提出 

   ア 提出書類 

   （ｱ）企画提案参加申請書（様式１） 

   （ｲ）会社概要調書（様式２） 

   （ｳ）実績届出書（様式３） 

   （ｴ）プロジェクト参画予定者届出書（様式４） 

   （ｵ）実施体制（任意様式） 

     本調達におけるシステムの導入、構築及び調達機器の運用・保守を行

う体制について、それぞれ記載すること。 

   （ｶ）登録証等の写し 

      システム運用業者のプライバシーマーク、ISO/IEC27001 の登録証の

写し。また、その他の認証（ISO9001、ISO/IEC20000 等）を取得してい

る場合は提出すること。 

   イ 提出期限 

令和３年１２月１３日（月） １７時 

   ウ 提出場所 

     君津市役所 保健福祉部 保育課 保育係 

     〒２９９－１１９２ 君津市久保２－１３－１ 

     TEL ０４３９－５６－１１８４ 

     電子メール hoiku@city.kimitsu.lg.jp 

   エ 提出方法 

     直接手交又は書留郵便（提出期限内必着） 

（6）第１次審査 

mailto:hoiku@city.kimitsu.lg.jp
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ア 実施日 

令和３年１２月１４日（火）から令和３年１２月１５日（水）まで 

イ 第 1 次審査は、企画提案参加申請書等により、別添「企画提案書記載

要領及び評価基準」に基づき、参加資格の確認、応募者の評価を行い、

優れた実績等を有するもの３者程度を審査通過とする。 

（7）第１次審査結果通知 

   ア 実施日 

令和３年１２月１６日（木） 

   イ 通知方法 

申請者ごと個別に、電子メールにて通知する。 

（8）参加辞退 

参加者は、企画提案を辞退する場合には、企画提案辞退届（様式５）を

保育課に電子メールの添付ファイルにて提出すること。 

辞退の受理は、提出者に対し電子メールにより通知する。 

なお、第１次審査後に参加辞退があった場合、第１次審査を通過しなか

った事業者の中から審査通過者を選定する場合がある。 

（9）企画提案書の提出 

本実施要領及び仕様書等を熟読のうえ、以下の書類を提出すること。 

   ア 提出書類 

    (ｱ) 企画提案書 

      別添「企画提案書記載要領及び評価基準」に基づき、提案書を作成

すること。 

    (ｲ) 要求機能確認表（様式６） 

      要求機能確認表記載の回答要領により回答すること。 

    (ｳ) 研修マニュアル案 

      職員向け研修に関する操作マニュアル案を作成すること。なお、操

作マニュアル案は、汎用的なテンプレートの提出でもよいが、提案範

囲外の機能の記載がある場合は、その旨をわかるよう記載すること。 

    (ｴ) 見積書（様式７－１、７－２）及び積算根拠資料 

      契約期間に係る金額（税込み）の見積を作成し、提出すること。積

算根拠が分かるよう内訳資料を合わせて添付すること。 
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   イ 提出部数 

提出書類の部数等は下記のとおりとし、ファイル等にまとめて綴り提

出すること。 

これらの電子データを保存した CD-ROM を１部提出すること。 

提案書及び登録証等の写し以外の資料については、Word、 Excel、

PowerPoint 形式で保存すること。 

提案書に企画 A3 を利用する場合は、A3 用紙１枚あたり A4 用紙２枚と

して計算すること。 

No 名称 規格 制限枚数／ページ数 提出部数等 

１ 企画提案書 A4（A3） ２５枚／５０ページ 

１５部 

各提出書類をフ

ァイル等にまと

めて綴ること 

２ 要求機能確認

表（様式６） 
A4 制限なし 

３ 研修マニュア

ル案 
A4 

制限なし 

４ 見積書（様式

７－１、７－

２）及び積算

根拠資料 

A4 

制限なし 

   ウ 提出期限 

令和３年１２月２７日（月） １７時 

   エ 提出場所 

     君津市役所 保健福祉部 保育課 保育係 

     〒２９９－１１９２ 君津市久保２－１３－１ 

     TEL ０４３９－５６－１１８４ 

     電子メール hoiku@city.kimitsu.lg.jp 

   オ 提出方法 

     直接手交とする。 

（10）質問および回答 

本企画提案の内容に関して質疑がある場合には、以下のとおり所定の質

問書（様式８）にて保育課まで電子メールで提出すること。 

   ア 提出期間 

mailto:hoiku@city.kimitsu.lg.jp
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     令和３年１２月３日（金）から令和３年１２月１７日（金）まで 

イ 回答 

質問の回答については、提出があった日から４営業日を目途に電子メ

ールで回答かつホームページに掲載することとする。 

ただし、質問内容が参加者独自の提案に関わると判断されるものにつ

いては、該当参加者のみ回答する。また、回答は、本実施要領及び仕様

書の追加又は修正として取り扱うこととする。 

（11）第２次審査 

ア 実施日 

令和４年１月６日（木） 

イ 場所 

君津市役所内（詳細は第１次審査結果とともに通知する。） 

   ウ 審査方法 

審査は、プレゼンテーション及びデモンストレーションのヒアリン

グにより行う。なお、プレゼンテーションについては、新型コロナウ

イルス感染症感染防止の観点から、ｗｅｂ会議アプリケーションを用

いた方法等とする可能性がある。 

    (ｱ) プレゼンテーション 

      時間は質疑を含めて 30 分とする。 

      本企画提案内容やシステムの機能等の説明を行うこと。 

      プレゼンテーションの説明は、本企画提案のプロジェクトマネージ

ャー（全体管理責任者）が担当すること。 

      この際、本件調達範囲に関するものに限り、説明用の補助資料の配

布を可とする。 

    (ｲ) デモンストレーション 

時間は質疑を含めて 50 分とする。 

システム上でのデモンストレーションを行い、具体的な機能や操

作性・視認性などに関して説明すること。 

また、審査員が操作可能なデモ機を複数台用意し、審査員に対し

操作説明を行う形式でも実施すること。 

なお、やむをえない場合は、スライドやビデオ上映も可とする。 
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この際、本件調達範囲に関するものに限り、説明用の補助資料の配

布を可とする。 

    (ｳ) 再質疑 

最後に20分の再質疑を行う。 

システム操作に関する質問に備え、デモンストレーションの環境を

用意すること。 

   エ スケジュール 

ヒアリング審査のスケジュールについては、正確な時間が決まり次第、

追って電子メールで対象者に連絡することとする。 

   オ 機器等 

ヒアリング審査に必要となる機器のうち、プロジェクター、スクリー

ンについては市が用意し、パソコン、電源タップ等については提案者が

用意すること。 

また、市のネットワーク回線の使用は認めない。インターネット環境

が必要な場合は、提案者が用意すること。 

   カ 第２次審査の評価点 

     第２次審査は、別添「企画提案書記載要領及び評価基準」に基づき、

提案価格内容を事務局が審査し、参加者からの提案内容を各選定委員が

審査する。各選定委員が審査する項目については、各選定委員の評価点

の合計を選定委員の数で除した数値を評価点とする。なお、各選定委員

が評価する項目の平均点で小数点以下の数値が生じた場合は、小数点以

下第１位を四捨五入するものとする。 

 （12）選定の方法 

    第１次審査と第２次審査の合計点数が最も高い者を最優秀提案者とし

て選定し、次点提案を行った者を次点提案者に選定する。なお、評価点満

点（１，０００点）の６割（６００点）を最低基準点とし、最優秀提案者

及び次点提案者はこの最低基準点を上回る得点を得なければならない。 

また、本プロポーザル選定に参加した者が１者であっても、第１次審査

と第２次審査の合計点数が最低基準点（６００点）を上回った場合には、

最優秀提案者として選定する。 

第１次審査と第２次審査の合計点数の最も高いものが同点で複数の場
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合は、第２次審査の合計点数が高い者を選定し、第２次審査の合計点数が

同点の場合は、第１次審査の点数が高い者を選定する。なお、審査におけ

る経緯及び結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

（13）第２次審査結果通知 

   ア 実施日 

     令和４年１月上旬～中旬予定 

   イ 通知方法 

     すべての参加者に対し、文書により結果を通知する。 

 （14）結果の公表 

選定結果は、本市ホームページ上で公表する。 

なお、最優秀提案者については社名と得点、それ以外の者は匿名とし得

点のみを公表する。 

 （15）契約手続き 

ア 実施日 

令和４年１月中旬予定 

イ 最優秀提案者は、企画提案書の内容に基づき、本市と詳細な内容の

交渉を行った上で、地方自治法ならびに君津市財務規則に従い、予算

の範囲内において契約を締結する。 

ウ 最優秀提案者と契約を締結することが出来ない事由が生じた場合

は、総合点が次順位の事業者と契約交渉を行うこととする。 

 (16) 失格事項 

   次のいずれかに該当した者は失格とする。 

ア この要領に定める手続き以外の方法により本市の職員及び本市の関

係者にプロポーザルに関する援助を求めた場合。 

イ ヒアリングの時間に遅れた場合。 

ウ 提出された見積額が、提案上限額を超過している場合。 

エ 各書類の提出方法及び提出期限がこの要領の定めに適合しない場

合。 

オ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 

 (17) その他留意事項 

ア 本企画提案に要する経費は参加者が負担するものとし、提出された
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提案書等の書類は返還しない。 

イ 提出された書類の差し替え、再提出は認めない。 

ウ 本企画提案の実施期間中（公告から選定結果の通知まで）は、本件

に関する質疑等は必ず事務局を通して行うこととし、他の提案者を貶

めるようなものは当然のこと、審査状況の確認等、本件企画提案に関

しての選定委員及びその対象部署へ接触行為を禁ずる。 

エ 契約は、最優秀提案者の選定後に行う要件の整理を経てから行うも

のとする。 

オ 提出された書類等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表

することがある。 

カ 本企画提案の審査やその報告のために、本市がその写しを作成し、

使用することができるものとする。 

 

５ 担当課 

  〒299－1192 千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

  君津市保健福祉部保育課（君津市役所１階） 

  ＴＥＬ：0439－56－1184 メール：hoiku@city.kimitsu.lg.jp 

mailto:hoiku@city.kimitsu.lg.jp

