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北広島市児童活動センター運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

1 目的 

本プロポーザルは、北広島市児童活動センターに係る運営業務について、利用する

児童等の視点に立った良質なサービスの提供及び業務遂行能力を有する委託事業者を

総合的に評価して契約候補者として特定することを目的とする。 

 

2 業務の概要 

(1) 業務名   北広島市児童活動センター運営業務委託 

(2) 業務内容  別紙「北広島市児童活動センター運営業務委託仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり 

※当該仕様書は、本プロポーザルの実施に当たり、市の考え方をまとめたものであ 

り、市と受託候補者が協議の上、企画提案時に示された見積金額を上限として、必 

要な変更を行うものとする。 

※契約締結日から令和5年8月20日までの期間を準備期間とし、備品や施設等の確 

認、施設責任者等の確保や研修、指揮命令系統及び運営体制の確立などを行うもの 

とする。 

(3) 契約の種類、契約期間及び委託(履行)期間 

ア 契約の種類   地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」と

いう。）第167条の2に基づく随意契約 

イ 契約期間    契約締結の日から令和8年3月31日まで 

ウ 委託(履行)期間 令和5年6月21日から令和8年3月31日まで 

(4) 予算上限額 

この業務の予算上限額は、3年間で64,750,000円（令和6年度より消費税非課税

（※））となっていることから、業務委託料の積算にあっては、予算上限額の範

囲内とすること。 

令和5年度 17,986,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

令和6年度 23,382,000円（消費税非課税） 

令和7年度 23,382,000円（消費税非課税） 

計 64,750,000円 
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※本業務は，令和6年度より社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第3項第2号に

規定する第二種社会福祉事業になるため、消費税法（昭和63年法律第108号）第6条

第1項に規定する消費税非課税事業となる。令和5年度においては、消費税課税事業

となる。 

 

3 資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、次の要件をすべて満たしていること。 

(1) 政令第167条の4の規定に該当するものでないこと。 

(2) 令和 3 ・ 4 年度物品購入等競争入札等参加資格者名簿に登録されていること 

又は入札参加資格審査申請と同様の書類審査（「5.参加申請手続き」に記載の書

類）を受け、適格と認められる者。 

(3)この公告の日から公募期間が終了するまでの期間において、北広島市競争入札 

参加資格者指名停止措置要綱（平成 17 年 3 月 2 日市長決裁）第 2 条第 1 項

の規定による指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(4) 北広島市暴力団の排除に関する条例に抵触しない者であること。 

 (5) 令和4年4月1日現在、北海道内に事業所又は事務所（※）を有すること。 

  ※事業所又は事務所とは、本店、支店、支社又は営業所等をいう。 

(6)社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人等法人格を有し（但し、営利型

のものは除く（※））、 子ども第三の居場所事業（詳細は別表のとおり）又は同

種・類似業務（学習支援等）に関し、平成31年4月1日以降に地方公共団体から業

務を受託（指定管理者の指定を含む。）又は当該事業を実施し、かつ、その業務

を1年以上継続して履行（実施）した実績があること（継続中の事業を含む。）。 

※公益性が高い事業であることを鑑み、営利企業（株式会社、営利型の一般財

団法人、営利型の一般社団法人等）は選定しないこととする。（詳細は別表のと

おり） 
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4 実施手順 

受託候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおり。 

内容 期間等 

公募開始（ホームページにて公開） 令和4年12月19日（月） 

説明会参加申込期限 令和4年12月28日（水） 

説明会 令和5年1月5日（木） 

参加申請書の受付期間 令和4年12月19日（月）～令和5年1月17日（火） 

参加申請に関する質問書の提出締切 令和5年1月10日（火） 

参加申請に関する質問書記載事項の

回答 

令和5年1月13日（金） 

資格要件確認結果通知及び企画提案

書提出依頼 

令和5年2月1日（水） 

企画提案書受付期間 令和5年2月1日（水）～2月13日（月） 

企画提案書質問書の提出締切 令和5年2月6日（月） 

企画提案書質問書記載事項の回答 令和5年2月9日（木） 

プレゼンテーション審査 令和5年2月15日（水） 

選定結果の通知、審査結果の公表 令和5年3月上旬 

契約の締結 令和5年3月下旬～ 

事業開始 令和5年6月21日（水） 

※但し、令和5年8月20日（日）までは 

準備行為期間とする 

 

5 参加申請手続き 

(1) 提出書類 

ア 参加申請書（様式1） 

イ 法人の組織概要（様式2）及び添付書類 

所在地、資本金、事業内容、社歴等が確認できるもの（パンフレットの使用も可と

する。） 
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ウ 北広島市参加資格者名簿に登録されていない者は、下記の書類を提出すること。  

(ｱ) 法人であることを証明する書類（法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書など）  

※申請時3ヶ月以内に発行されたもの。（写し可）  

(ｲ) 直近１年度分の財務諸表または決算書類（資金収支計算書、貸借対照表、財団目

録など）（写し可）  

(ｳ) 国税（消費税及び法人税）及び北広島市税（北広島市に納税義務のある申請者の

み）の納税証明書（滞納がないことの証明書。）  

※申請時3ヶ月以内に発行されたもの又は電子納税証明書（PDF 形式）を出力したもの

も可（写し可）  

(ｴ) 暴力団排除に関する誓約書（別記様式）  

(ｵ) 子ども第三の居場所事業、同種・類似業務の受託又は実施実績調書（様式3） 

(ｶ) 北海道内に置く事業所の営業証明書（発行できない場合で、納税証明書等におい

て北海道内に置く事業所であることが分かれば、提出不要とする） 

※発行日が参加申請書の提出前3ヶ月以内のもの 

(2) 提出部数 

1部 

(3) 提出期限、提出場所及び提出方法 

   提出期限 令和5年1月17日(火)  午後5時まで（必着） 

   提出場所 北広島市子育て支援部子ども家庭課 大西 

        北広島市中央4丁目2番地1 (本庁舎2階) 

  提出方法 郵送又は持参とし、その他の方法は認めない。（持参の場合は、平日

の午前8時45分から午後5時までの受付とする。） 

 

6 質問書の受付 

(1) この要領の内容等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

 ア 質問の方法 

   質問は、質問書（様式4）により、質問がある旨を電話により連絡の上、郵

送、FAX又は電子メールで提出すること。なお、電話による質問、質問書の持参

は受け付けない。 

   FAX (011)398-4306 
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   電子メール kodomo@city.kitahiroshima.lg.jp 

イ 質問書の受付期限 

   ①参加申請に関する事項  令和5年1月10日（火） 午後5時まで 

   ②企画提案書に関する事項 令和5年2月6日（月）  午後5時まで 

 ウ 回答方法 

① 参加申請に関する事項  令和5年1月13日（金） 午後5時まで 

   ② 企画提案書に関する事項 令和5年2月9日（木） 午後5時まで 

質問はすべて取りまとめ、上記回答日に一括してすべての参加を申請した事業者

に回答とともに通知する。 

 

7 説明会 

 本プロポーザルについて、次のとおり説明会を開催する。 

(1) 説明会の日時 令和5年1月5日（木）午後1時から 

         北広島市役所 1階 多目的室1・2及び旧北洋銀行西の里支店 

(2) 参加申込 

 説明会への参加を希望する場合は、様式5の「説明会参加申込書」に必要事項を記

入の上、電子メールで提出すること。 

(3) 提出場所 5(3)に同じ 

(4) 提出期限 令和4年12月28日（水）午後5時まで 

 

8 企画提案書の提出 

(1) 提案内容 

企画提案は、次の事項について提案すること。 

ア 事業者の概要について 

・事業者の業務概要 

・経営母体の財務健全性 

イ 業務実績について 

・子ども第三の居場所事業又は同種・類似業務（学習支援等）の運営実績 

ウ 業務実施方針について 

・本業務の実施方針、公的事業の運営に対する責任と意欲 
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エ 業務実施体制について 

・事務所体制 

・施設責任者配置 

・児童活動センター内の指揮命令系統 

・配置職員の人材確保策、地域人材の活用 

・人材育成の考え方 

・年間の研修計画（準備期間を含む） 

・指導体制（指導方法、現場からの相談対応等） 

・学習支援員等の雇用や処遇（雇用期間、給与、手当、福利厚生、休暇等） 

・人権やプライバシー保護、個人情報保護の取組 

・苦情処理体制 

オ 事業内容について（詳細は仕様書を参照） 

・学習・生活習慣等支援、放課後等の子どもの居場所支援に係る内容、考え方やねら

い、実施方法等 

・年間の行事計画 

・保護者・学校・地域・市との連携方法 

・学習・生活習慣等支援を要する児童への支援体制や対応方法 

カ 安全管理・対策について 

・児童の健康管理や施設の衛生管理に関する取組 

・事故や災害発生時の対応及び予防体制 

※様式については、提案書はA4判とし、縦型の場合は左綴じ、横型の場合は上綴じと

すること。 

(2) 企画提案書の書式 

ア 提案書（様式6） 

イ 企画提案書添付資料 

ウ 見積書・積算内訳書（様式6-1） 

(3) 提出部数 

ア 提出書類は、正本1部と副本7部をそれぞれ製本(ファイル等で綴じる。)し、提出

すること。応募書類用紙の規格は原則としてＪＩＳ規格Ａ4判とする。 
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イ 副本については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるような名称、ロ

ゴマークは使用しないこと。 

(4) 提案書提出依頼の発送日 令和5年2月1日（水） 

(5) 提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

   提出期限 令和5年2月13日（月）  午後5時まで 

   提出場所 北広島市子育て支援部子ども家庭課 大西 

        北広島市中央4丁目2番地1 (本庁舎2階) 

        TEL(011)372-3311 内線2218 

  提出方法 持参とし、その他の方法は認めない。 

(6) 担当部課 (5)の提出場所と同じ 

 

9 企画提案書の審査方法及び評価基準 

(1) ヒアリング等の実施 

北広島市児童活動センター運営業務委託プロポーザル選定委員会が、企画提案

書等の提出された書類及びヒアリングの内容を次号に掲げる評価項目に着目して

審査し、本業務に最も適していると認められる参加事業者を選定する。その後、

北広島市契約事務審査委員会で事業者を特定する。評価結果は、令和5年3月上旬

を目途に申請者全員に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。 

(2) 審査項目及び評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の審査項目について、別紙で

示す評価基準に基づき審査及び評価を行う。 

ア 事業者の適性に関する項目 【配点25点／150点】 

イ 管理運営に関する項目   【配点25点／150点】 

ウ 事業内容に関する項目   【配点70点／150点】 

エ 安全管理・対策に関する項目【配点20点／150点】 

オ 参考見積価格に関する項目 【配点10点／150点】 

(3) 受託候補者の特定 

ア 審査点の採点（第1段階） 

各委員は、企画提案者ごとに(2)の審査項目及び評価基準に基づき採点し、この点数

の合計を当該企画提案者の「審査点」とする。 
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イ  順位点の計算（第2段階） 

各委員ごとに「審査点」の低い者から順位を付け、その順位による点数を当該企画提

案者の「順位点」とする。 

（例：最下位＝1点、下から2位＝2点、下から3位＝3点、以下同様。） 

ウ 評価点の計算（第3段階） 

各委員の「順位点」の合計を企画提案者ごとの「評価点」とし、最も評価点が高い者

を、審査会の合議の上、受託候補者として特定する。ただし、「評価点」が同点の場

合は、各委員の「審査点」のうち、最高点及び最低点をつけた委員の点数を除いたも

の（最高点又は最低点をつけた委員が複数となったときは、それぞれいずれか1名の

委員の点数を除くものとする。）の平均点が高い者を上位とする。 

なお、各委員の「審査点」のうち、最高点及び最低点をつけた委員の点数を除いたも

のの平均点が90点に達しない場合、受託候補者として特定しない。 

また、受託候補者と当該業務について協議を行った結果、契約を締結できなかった場

合は、次点の者を受託候補者とする。 

 

10 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 参加資格を満たさなくなった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場  

合● 

 

11 その他留意事項 

(1) 本件の参加に要する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

(2) 提出書類の内容は変更できない。ただし、錯誤による訂正など軽微な変更は、

市が認めた場合についてはこの限りではない。 

(3) 提出書類は返却しない。 

(4) 企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出すること。 


