
 

石狩市出産・子育て応援交付金事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

 

 

●公募型プロポーザルに関するスケジュール 令和５（2023）年 

募集開始（公告）     １月１６日（月） 

質疑受付締切       １月２３日（月）午後５時１５分まで 

質疑回答         １月２５日（水） 

参加表明書の提出期限   １月２７日（金）午後５時１５分まで 

企画提案書等の提出期限  ２月 ３日（金）午後５時１５分まで 

プレゼンテーション審査  ２月 ９日（木）または２月１０日（金） 

結果通知         ２月１３日（月）頃 

契約締結         ２月２０日（月）以降 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・応募書類の提出先】 

石狩市保健福祉部保健推進課 

〒061-3216 

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 

石狩市総合保健福祉センターりんくる１階 

電話（0133）72-6124（直通） ＦＡＸ（0133）75-2270 

メール hokens@city.ishikari.hokkaido.jp 

 

 

 

 



1. 業務名 

石狩市出産・子育て応援交付金事業 

 

2. 目的及び内容 

別紙「石狩市出産・子育て応援交付金事業業務委託仕様書」のとおり 

 

3. 業務期間 

契約締結日 から 令和５年９月３０日まで 

 

4. 提案限度額 

8,500,000 円（消費税及び地方消費税額を含む） 

上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の規模を示すものであり、

交付対象者へのアンケート調査及び電子ギフト使用システムの導入費用・使用料・手数料・

管理料等の費用を合算した限度額とする。 

なお、対象者に交付する電子ギフト等を調達するための資金（出産応援ギフト５万円相

当・子育て応援ギフト５万円相当：ともに非課税額とする。）については、ギフトの交付実

績額に応じて、上記提案限度額とは別に委託料として支払うものとする。 

 

5. 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者）は、参加表明書の提出日において、次に掲げる

全ての要件を満たす単独企業又はグループ（複数の企業の共同体）とする。ただし、グル

ープで参加する場合は、グループを構成する全ての企業が次に掲げる全ての要件を満たし

ていなければならない。 

（１）国税又は地方税を滞納していないこと。 

（２）石狩市の定める指名停止基準に基づく指名停止措置を受けている若しくは今後受け

ることが明らかであるもの又は国及び他の地方公共団体において指名停止の措置を

受けている者でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第１項各号の規定に該当

していないこと。 

（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、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）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。 

（６）石狩市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第 20 号）第２条第 1 項第

１号に規定する暴力団、第２号に規定する暴力団員、又は第３号に規定する暴力団関

係事業者に該当していないこと。 

（７）政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 



（８）提案事業者自身、又は提案事業者に所属する事業所が、ISO27001、ISMS 認証又は 

プライバシーマークのいずれかを取得していること。 

 

6. 提出書類の作成及び提出方法並びに提出期限等 

（１） 提出書類 

①参加表明書（様式１） 

②企画提案書（様式２及び任意様式） 

・表紙及び目次を付し、基本的に仕様書の「6.業務内容」の順番で記載すること。また、

アピールポイントを強調して記載すること。 

・様式の定めのないものについては、原則Ａ４版縦、横書きとする。なお、図表等につ

いて、必要に応じてＡ３版横も可とするが、片面でＡ４版２ページ扱いとする。 

・表紙、目次等を含めて１部につき両面２０ページ程度とし、ページ番号を付けること。

また、２穴とじファイリングができるよう左綴形式とすること。 

③国税の納税証明書その３の３（法人税及び消費税・地方消費税） 

④市税の納税証明書（法人市民税及び固定資産税：直近２年度分）※該当がある場合のみ 

⑤会社概要（様式３） 

⑥類似業務実績書（様式４） 

⑦見積書（任意様式） 

・見積金額が著しく低額な場合は、履行の可能性について調査を行うことがある。 

⑧経費の内訳(任意様式)  

⑨業務実施体制（組織体制、人員体制等）（任意様式） 

⑩スケジュール（任意様式） 

⑪セキュリティ認証の写し 

⑫機密保持誓約書（様式５） 

⑬添付書類（必要に応じて） 

※上記の他、石狩市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

 ※③④に掲げる書類については、申請時において交付から３か月以内のものであること。 

 

●令和３・４年度石狩市競争入札参加資格者登録名簿に登載されていない者の場合は、  

次に掲げる書類（写し可）を提出すること。 

   ㋐登記簿謄本 

   ㋑財務諸表（貸借対照表及び損益計算書：直近２年度決算分） 

 ※㋐に掲げる書類については、申請時において交付から３か月以内のものであること。 

 

●参加表明書を先に提出する場合は、上記に掲げる③④㋐㋑を併せて提出すること。 

 



【提出方法】電子データ（Word、Excel、PDF 等）で提出する場合は、電子メールに各電

子データを添付し、保健推進課（ hokens@city.ishikari.hokkaido.jp ）宛てに送信する

こと。また、紙媒体で提出する場合は、平日 8：45～17：15 の間に保健推進課に持参

または郵送すること。なお、郵送する場合は、必ず受け取り日時及び配達されたことが

証明できる方法とすること。 

 

【応募書類の提出先】 

〒061-3216 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 

石狩市総合保健福祉センターりんくる１階 石狩市保健福祉部保健推進課 

電話 （0133）72-6124（直通）  メールアドレス hokens@city.ishikari.hokkaido.jp 

 

（２） 提出期限等 

 【参加表明書及び関係書類の提出期限】 

  令和５年１月２７日（金） 午後５時１５分まで（必着） 

 【企画提案書等の提出期限】 

令和５年２月 ３日（金） 午後５時１５分まで（必着） 

 

（３） 質疑の受付及び回答 

① 受付期間    令和５年１月２３日（月）午後５時１５分までとする。 

② 提出方法   質問書（様式６）により作成の上、電子メールで提出すること。 

なお、質問書を提出した際は、電話により提出した旨を報告すること。 

③ 回答方法   すべての質疑に対する回答は、令和５年１月２５日（水） 

午後５時１５分までに市のホームページで公表する。ただし、やむを得

ない事情により回答が遅れる場合は、質問者全員に別途連絡を行う。 

 

（４） 提出書類の変更の禁止 

提出期限後において、提出書類の差し替え、再提出はできない。 

 

（５） 重複提案の禁止 

提案は１事業者につき１つとする。複数の提案は認めない。 

 

（６） 著作権の帰属等 

提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、提案の選定の公表等必要な場合には、

提出書類の内容を石狩市が無償で使用できるものとする。提出書類に含まれる第三者の著

作権の使用に関しては、提案者が第三者の承諾を得ておくものとする。なお、提出書類は

理由の如何に関わらず返却しない。 



（７） 提案の辞退 

書類の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出すること。なお、辞退

することによって、今後の石狩市との契約等に不利益な扱いをするものではない。 

 

7. プレゼンテーション審査の実施 

提出書類の内容について、次のとおりプレゼンテーション審査を実施する。 

（１）プレゼンテーション審査の実施 

審査日 令和５年２月９日（木）、又は１０日（金） 

※時間、場所は、別途通知する。 

 

（２）プレゼンテーションにかかる留意事項 

① 説明は、提出書類の記載内容を逸脱しないものとすること。 

② プレゼンテーションの時間は 30 分程度とし、質疑応答を含め 60 分程度を予定してい

るが、詳細については別途通知する。 

③ 提案者からの出席は 3 人程度とする。なお、本事業契約後に本事業を統括し、実務に

あたる主担当者は必ず出席すること。 

④ 提出書類以外に別途使用する資料がある場合は、プレゼンテーション当日に 8 部持参

すること。 

⑤ 電源、大型モニター、IDMI ケーブル、RGB ケーブルは本市で用意する。（パソコンは

提案者で用意すること。） 

 

8. 優先交渉権者の選定 

（１）選定方法 

本市が別に定める委員により組織する「石狩市出産・子育て応援交付金事業業務委託プ

ロポーザル審査委員会」において、提出された書類及び企画提案に係るプレゼンテーショ

ンをもとに審査を行う。 

下記（２）に示す審査基準に基づいて採点した結果、最も評価点が高い提案者を優先交

渉権者とし、次に評価点が高い提案者を次点者として市が選定する。ただし、評価点が 60％

未満の場合には不採用とする。 

本プロポーザルに関して、提案者が１事業者のみの場合であっても、提案内容の審査を

行い、選定の可否を決定する。その場合も、評価点が 60％未満の場合には不採用とする。 

優先交渉権者の選定において、同点の提案者が複数あった場合は、価格点を除いた評価

点が高い提案者を上位とする。 

 

※評価点が 60％未満の場合とは、評価を行った委員の評価点の合計が総配点（審査委員会

の委員 1 人あたり 100 点×評価を行った委員数）の 60％未満の場合をいう。 



（２）審査基準  

審査項目 内容 主な審査の視点 配点 

①業務の理解度 

業務・仕様書の理解度 本市の示した業務目的を理解した

上で提案しているか。 
１０ 

業務全体のプロセス 提案されたスケジュールは実現可

能か。作業が効率的・効果的に実

施されるか。 

１０ 

②業務の企画 

企画立案・運営 企画内容が本市のニーズに合って

いるか。企画内容に独自性があり、

新たな視点からの工夫があるか。 

１５ 

利用者の利便性 電子マネー等の取得及びギフト交

換の方法は利用者の負担軽減が図

られているか。 

１５ 

ギフトの充実度 出産子育て関連用品等のギフトは

利用者のニーズに合ったものが豊

富に提供されているか。 

１５ 

③業務の実施 

業務実績 同種・類似業務の実績は十分か。 ５ 

業務実施体制 本業務遂行に十分な組織体制が整

っており、柔軟な対応が可能か。 
５ 

事務の軽減・効率化 電子マネー等の交付及びギフト交

換後の清算処理について、市の事

務負担の軽減が図られているか。 

１０ 

④価格提案 

本業務に係る見積金

額 

業務コストは妥当か。また、仕様

書・提案内容との整合性はとれて

いるか。 

１０ 

⑤プレゼン能力 

プレゼンテーション

の適切さ 

企画提案書に係るプレゼンテーシ

ョンは分かりやすく明確な説明で

あったか。また、質疑に的確に回

答ができていたか。 

５ 

合計（審査委員１人あたり） １００ 

 

9. 選定結果の通知 

選定結果は、書面により令和５年２月１３日（月）頃に提案者全員に通知する。 

 

10. 選定結果の公表 

選定結果について、次の項目を市ホームページで公表する。 



（１） 業務名 

（２） 参加者数 

（３） 選定された者の名称 

（４） 審査結果（各提案者の評価点） 

 

11. 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出書類が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１） 提出書類の提出方法、提出先、提出期限が本要領に適合していないとき。 

（２） 提出書類の作成形式等が本要領に適合していないとき。 

（３） 虚偽の申請を行ったとき。 

（４） プロポーザルの手続きの過程（公告開始から契約締結まで）で、前記５参加資格の

規定に抵触することが明らかとなったとき。 

（５） 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

（６） プレゼンテーションに出席しなかったとき。 

（７） 見積書の金額が、提案限度額を超過しているとき。 

 

12. 契約 

優先交渉権者と契約に関する協議を行い契約を締結する。令和５年３月上旬までに優先

交渉権者と契約に至らない場合は、次点者と契約に関する協議を行い契約を締結する。な

お、契約の際には、改めて見積書を提出するものとする。 

 

13. その他留意事項 

（１） 提出書類の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、すべて提案者の負担

とする。 

（２） 公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（３） 優先交渉権者の選定後に管理者及び担当者を変更することは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は市と協議すること。 

（４） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 

（５） 石狩市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、原則として公開の対象文書

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と考える部分

がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。なお、本プロポーザルの優

先交渉権者選定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定

後の公開とする。 

（６） 石狩市議会令和５年第１回定例会で令和４年度補正予算（案）が否決された場合は、

本プロポーザル審査を中止する。なお、申請等に要した費用は提案者の負担とする。 


