
和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務 プロポーザル実施要領 

 

公表日 令和５年３月１７日 

 

１ 契約概要 

（１）名称：和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務 

（２）趣旨及び目的：少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てを取り巻

く環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子

育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、児童福祉法に定め

る地域子育て支援拠点事業及び社会福祉法上の第二種社会福祉事業として

実施するものである。本事業では、子育て中の親子が気軽に集え、交流で

きる場を提供し、他の親子等との交流を促進したり、子育て相談に応じた

りすることで、地域における子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安

感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。 

（３）契約内容：別紙運営業務仕様書を参照 

（４）契約期間：令和５年６月１日から令和６年３月３１日まで（予定） 

         

２ 募集する事業実施地域、実施場所及び設置箇所数 

募集区分 事業実施地域（地区名） 実施場所 設置箇所数 

第４ブロック 西和佐・和佐・小倉・四箇郷  １か所 

（１）実施場所については、企画提案者が提案する施設での事業実施となる。ただし、次項に示

す「３ 実施場所」の要件を満たす必要がある。 

（２）実施場所が事業実施地域に該当するかは、和歌山市のホームページ（ページ番号１００６

５３４）を参考にすること。 

 

３ 実施場所 

次のとおり提案者が施設を確保して実施すること。 

（１）空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、民家等、子育て親子が集う場として適した

場所で実施すること。 

（２）複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 

（３）概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さ（概ね４０㎡以上）

を確保すること。 

（４）避難経路を確保し、利用者の安全に配慮し、避難の際に支障が生じないようにすること。 

（５）設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他未就園児を連れて利用しても

支障がないよう必要な設備を有すること。 

（６）実施場所を借り上げて本事業を実施する場合、応募時に実施場所の賃貸借契約を締結して

おく必要はないが、受託候補者として特定されたときは、本市との委託契約時までに賃貸借

契約を締結の上、賃貸借契約書の写しを提出すること。 

（７）新耐震基準（昭和５６年６月施行）に基づく建物であること。新耐震基準に基づく建物で

あることを証明できる書類（建築基準法による検査済証の写し等）を「10 企画提案書の提



出」時に添付すること。新耐震基準以前の建物については、耐震診断結果等、耐震性を有す

ることを証明できる書類又は耐震補強工事を実施済みであることの書類を添付すること。 

（８）子育て親子が安心して利用できるよう配慮するとともに、地域との関係においても良好な

運営ができる場所を選定すること。 

 

４ 見積限度額（予定価格） 

実施形態 令和５年度 

第４ブロック（週５日型） ６，２３２，０００円 

（１）表示の価格は、消費税及び地方消費税を含む。 

（２）提案価格（見積額）について、見積限度額を超えた場合は失格とする。また、国の子ども

子育て支援交付金交付要綱における地域子育て支援拠点事業・一般型・非常勤職員のみを配

置する場合の基準額（年度あたり４，２９１，０００円）を下回る見積額の場合は、 

「１３ 評価基準及び配点」における見積価格の評価は行わない。 

（３）見積限度額（予定価格）は令和５年６月１日からの契約予定であるため、年間必要額を月

割りで按分した金額としている。（１０か月分） 

 

５ 事業開始予定日：令和５年６月１９日（予定） 

開所までの準備期間が必要な場合は、令和５年６月３０日までに事業を開始すること。 

 

６ 参加資格 

本件プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者であるこ

と。 

（１）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 調達契約を締結する能力を有しないこと。 

イ 破産者で復権を得ない者であること。 

ウ 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３２条第

１項各号に掲げる者であること。 

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに

該当すると認められ、又は認められた日から２年を経過しないこと。 

（２）次に掲げる税のいずれについても未納の額がないこと。 

ア 市税（本市が賦課徴収するものに限る。） 

イ 消費税及び地方消費税 

ウ 所得税又は法人税 

（３）実施要領の公表日から受託候補者特定の日までのいずれかの日において、和歌山市物品等

調達業者指名停止要綱（平成５年５月１日制定）又は、和歌山市建設工事等指名停止基準（

平成１５年５月１日制定）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４）前号に掲げる期間において、和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取

扱要領（平成２０年６月１日制定）に基づく排除措置を受けていないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手

続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に



係るものを含む。）があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定（同法附則

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）を受け

た者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定によ

る再生手続開始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受け

ている者であること。 

（６）次のうちいずれかに該当する法人であること。 

  ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

  イ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人 

  ウ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人 

  エ その他の法人 

（７）実施要領の公表日までの過去３年以内に、本市との契約を事業者の責めに帰すべき事由に

より解除されたことがないこと。 

 

７ プロポーザル参加資格確認申請書の作成及び提出 

（１）提出書類 

ア プロポーザル参加資格確認申請書（様式１） 

  イ 参加資格の（２）に示す確認資料 

（ア）本市が賦課徴収する市税に未納の額がないことを証する書類 

本市が賦課徴収する市税がある者は、和歌山市税に係る納税（完納）証明書を提出す

ること。なお、当該証明書については、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出する

日において発行後３か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれかを提出する

こと。本市が賦課徴収する市税がない者は、別添交付書類の「市税課税無の報告及び市

税の課税状況等調査承諾書（様式２）」を提出すること。 

（イ）消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納がないことを証する書類 

納税地を所管する税務署が発行する納税証明書で、納税証明書の様式その３の３を提

出すること。なお、当該証明書については、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出

する日において発行後３か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれかを提出

すること。 

 

   なお、和歌山市契約規則（平成１５年規則第８３号）の規定による競争入札参加有資格者

名簿に登録されていない団体にあっては、以下ウ～カについてもあわせて提出すること。 

ウ 会社概要（パンフレット等） 

エ 履歴事項全部証明書。公益法人の場合は定款及び寄附行為を提出すること。 

  オ 役員等調書及び照会承諾書（様式３） 

カ 委任状及び使用印鑑届出書（様式４） 

 

（２）提出期限：令和５年４月１０日（月）１６時００分まで（必着） 

（３）提出場所：和歌山市役所 福祉局 こども未来部 子育て支援課 

和歌山市七番丁２３番地 



Tel：０７３－４３５－１３２９  Fax：０７３－４３５－１３４１ 

E-mail：kosodate@city.wakayama.lg.jp 

（４）提出方法：持参するものとし、郵便、信書便又は電送によるものは受け付けない。 

 

８ プロポーザル参加資格確認通知書の送付 

 提出された参加資格確認申請書の確認を行い、結果を送付する。 

  送付予定日 令和５年４月１２日（水） 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１）受付期限：令和５年４月２１日（金）１６時００分まで（必着） 

（２）質問方法：電子メールにより、書面（様式５）で提出すること。書面以外で提出された質

問に対しては回答しない。なお、電子メール送信後、電話にて担当者に受信確

認を行うこと。 

（３）質 問 先：上記７（３）に同じ。 

（４）回答方法：質問者に対して電子メールで回答するとともに、和歌山市ホームページにおい

て公表する。ただし、質問者の法人名や氏名等は公表しない。 

なお、電話や口頭による質問や期限後の質問は一切受け付けない。 

 

１０ 企画提案書の提出（様式６） 

（１）提出書類 

ア 「和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務」事業計画書①～⑤ 

イ 参考見積書（「和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務」見積書（様式７）。積算内

訳については、提案者任意様式） 

ウ 実施場所の周辺地図、平面図（任意様式） 

エ 耐震性を有することを証明する書類の写し 

オ 配置予定の従事者（保育士、幼稚園教諭、保健師）のそれら資格、免許を証明する書類

（保育士証、免許状等）の写し 

（２）提出期限：令和５年５月１２日（金）１６時００分まで（必着） 

（３）提出場所：上記７（３）に同じ 

（４）提出方法：持参、郵便又は信書便（提出期限内に到着したものに限る。）によるものと

し、電送によるものは受け付けない。郵便物の未到着等のトラブル防止のため、郵送により

提出される場合は書留郵便など発送と受領が記録される方法により提出することが望まし

い。なお、未到着等のトラブルについては、当市において一切責任を負わないものとする。 

（５）提出部数：提出期限までに８部（正本１部、副本７部）提出すること。 

 

１１ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

提案書の様式及び記載事項 

※詳細については各様式及び別紙「和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務 仕様書」を

参照すること。 

 



  ア 団体概要（事業計画書①） 

   団体の概要、団体の主な活動内容、過去の子育て支援の活動実績 

  イ 本事業の背景・趣旨に対する理解度（事業計画書②） 

   応募動機、拠点の運営理念について 

  ウ 事業の実現性（事業計画書③） 

   地域との連携・交流、スタッフの確保・配置、安全面への配慮・工夫等 

  エ 各事業内容についての考え方及び計画（事業計画書④） 

  （ア）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進（通年） 

  （イ）子育て等に関する相談、援助の実施（通年） 

  （ウ）地域の子育て関連情報の提供（通年） 

  （エ）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

  （オ）その他の子育て支援活動の実施 

  オ 実施体制、従事者名簿（事業計画書⑤） 

カ 見積り（「和歌山市地域子育て支援拠点事業運営業務」見積書（様式７）） 

・当該委託業務の見積金額について記載すること。さらに詳細な項目（積算内訳）につ

いては企画提案者の仕様で記載すること。 

 

１２ 評価方法 

プロポーザルの評価は次のとおりとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状

況等により、審査会の方法を変更する場合がある。 

（１）企画提案評価の審査方針 

審査は、本実施要領「１３ 評価基準及び配点」で示す評価基準に基づいて評価する。審

査においては、企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容から評価基準に基づ

いて評価し、最も高い評価を受けた者を当該契約の相手方となるべき候補者（以下「受託候

補者」という。）として特定する。ただし、提出された全ての提案が基準を満たさないと判

断した場合は、受託候補者を選定しない場合がある。なお、評価が同点となった場合は、審

査委員の投票で多数決により当該同点者の順位を決定する。また、受託候補者の特定後、不

測の事態が生じた場合は、次点の評価点を取得した者を受託候補者として特定する。 

（２）審査会（プレゼンテーション及びヒアリング） 

ア 開催日時及び場所等 

  （ア）実施内容：企画提案の持ち時間は１５分以内、審査員からの質疑応答を１０分以内、 

準備撤収を５分以内で、提案事業者１者あたり合計３０分以内とする。 

  （イ）開催日時：令和５年５月１９日（金）（予定） 

（ウ）開催場所：和歌山市役所東庁舎４階入札室（予定） 

    ただし、正式な日時及び場所については、別途通知する。 

①プレゼンテーションは、１者につき２名までの参加とする。 

②プロポーザル参加者が１者のみであっても審査会を実施する。 

③プロポーザル参加者は、他の参加者の審査は傍聴できない。 

④プレゼンテーションは、提出された企画提案書に基づいて行うこと。プロジェクター

の使用は不可とする。 



⑤審査会に出席しなかった場合は、失格とする。 

（３）審査結果の通知 

審査結果をプロポーザル評価結果通知書（令和５年５月２２日（月）送付予定）により通

知する。 

 

１３ 評価基準及び配点 

プロポーザルは次の評価基準に基づき評価する。 

最低基準については、９０／１５０点（６割）とする。 



【評価基準】 

評 価 項 目 
配点 

項  目 詳  細 

団体の概要（１０点） ・過去の実績 １０点 

本事業の背景・趣旨に対する理解度 

（１０点） 

・本事業へ理解度 

・拠点の運営理念 

１０点 

事業実現性（３０点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域との連携・交流 

（関係機関・団体とのこれまでの連

携実績や今後の連携強化） 

１０点 

・スタッフの確保・配置 

（配置予定スタッフの体制、職員の

資質） 

１０点 

・安全面への配慮・工夫等 

（危機管理意識、安全面の確保、実

施場所） 

１０点 

事業企画力（４５点） ・子育て親子の交流の場の提供と交

流の促進（通年） 

（親子のための居心地のよい空間づ

くりと交流のための雰囲気つくり） 

１５点 

・子育て等に関する相談、援助の実

施（通年） 

（相談環境の整備、支援へのつなぎ

のノウハウ） 

１０点 

・地域の子育て関連情報の提供（通

年）（効率的かつ有益な情報提供） 

５点 

・子育て及び子育て支援に関する講

習等の実施（月１回以上） 

（参加しやすい、参加したい講座・

講習実施のための工夫） 

１０点 

・その他子育て支援活動の実施 

（拠点施設や地域の特性を捉えた有

益な子育て支援の提供等） 

５点 

地域貢献（１０点） 市内における本社又は支店（営業所

）の有無 

１０点 

見積価格（４５点） 金額による配点（※１） ４５点 

合 計 １５０点 

※１ 評価点 ＝ 配点×（最低見積額／提案者の参考見積額） 

この場合の最低見積額とは、各募集区分（各ブロック）における全提案者の中で最も低

い参考見積額とする。 



   

１４ 日程 

公表          令和５年３月１７日（金） 

参加資格確認申請書受付 令和５年４月１０日（月） １６時００分まで 

参加資格確認通知書送付 令和５年４月１２日（水）（予定） 

質問受付        令和５年４月２１日（金） １６時００分まで 

企画提案書提出     令和５年５月１２日（金） １６時００分まで 

審査会         令和５年５月１９日（金）（予定） 

審査結果通知      令和５年５月２２日（月）（予定） 

契約締結        令和５年６月 １日（木）（予定） 

 

１５ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、

その提案者を失格とする。 

（１）提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

（４）審査会に出席しなかったもの 

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

（６）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの 

（７）参考見積書の金額が、見積限度額（予定価格）を超過したもの 

 

１６ 契約に関する事項 

（１）見積書の提出 

受託候補者として特定された後は、委託契約を締結するため、市に対し事業に係る経費の

見積書を提出すること。契約金額は、市があらかじめ定める見積限度額（予定価格）を上限

として決定する。 

（２）契約方法 

受託候補者特定後から契約締結までの間に、次の事項に該当し、受託候補者として適当で

ないと認められる場合には、選定結果を取り消すことがある。 

ア 事業開始にあたって、市との連携及び協力の姿勢がないとき 

イ その他受託候補者として適当でないと和歌山市が認めるとき 

（３）前払い制度 

委託料には人件費等の定期的に支出を要する経費が含まれるため、原則として支払いは前

金払いとする。ただし、契約締結当初に一括払いではなく分割払いとし、原則として当該年

度の６月分～９月分については８月末日までに、１０月分～３月分については１０月末日ま

でに支払うものとする。 

（４）契約保証金 

和歌山市契約規則（平成１５年５月３０日規則第８３号）第３２条第１項の規定により契

約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第３４条各号のいず



れかに該当する場合は免除とする。 

（５）契約書作成の要否 

必要である。 

（６）契約の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても運営の停止を命じるとともに、契

約を解除することがある。 

  ア 委託契約について重大な違反があり、そのことにより契約を継続することが困難なとき  

イ 運営団体が管理業務を継続することが適当でないと市が認めたとき 

  ウ 事業運営にあたって、市との連携及び協力の姿勢がないとき 

なお、契約を解除したときは、企画提案評価の審査において次点の評価点を取得した者と

契約の残りの期間について契約できるものとする。 

（７）特約事項 

本件契約に係る和歌山市の令和５年度歳出予算が適法に執行し得ない場合は、本件契約を

締結しない。 

 

１７ その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差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、提出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）提出書類は返却しないとともに、受託候補者の特定以外には提案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）提案者が１者であっても企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判断した場合

は、受託候補者を特定する。 

（６）受託候補者特定後、受託候補者と和歌山市との協議により、仕様書の内容を変更する場合

がある。 

（７）選考結果について、異議申立ては一切受け付けない。 

（８）受託者は、市が認める場合を除いて、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることは

できない。 

（９）本事業は、国の交付金を活用した事業であるため、会計検査院の実地検査等の対象となる

場合がある。 

（10）他に行っている事業と明確に区分した経理処理を行うこと。また、会計帳簿等の帳簿類

は、事業終了後５年間保管すること。 

（11）受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（12）受託者は、本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意

し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護を行うこと。 

 


