
 

 

 

登米市保育業務支援システム導入・運用業務に係るプロポーザル実施要領 

 
 

１ 目的 

  本要領は、登米市保育業務支援システム導入・運用業務の受託候補者を公募型 

プロポーザルにより選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 登米市保育業務支援システム導入・運用業務（以下「本業務」とい 

う。） 

(2) 業務の内容 別紙業務仕様書のとおり 

(3) 履行期間 契約締結日から令和 10年３月 31日まで（契約締結日から令和５ 

年３月 31日までをシステム構築期間とし、令和５年４月１日から本格運用を 

開始する。） 

(4) 業務委託上限額 

ア 導入（令和４年度） 金 3,546千円 

イ 運用・保守（令和５年度から令和９年度まで） 金 2,684千円 

(5) 担当部署 〒987-0446 宮城県登米市南方町新高石浦 130 

         登米市市民生活部子育て支援課子ども保育係 

         電話：0220-58-5562（直通）FAX：0220-58-2375 

メール：kosodateshien@city.tome.miyagi.jp 

 

３ プロポーザル方式の種別 

 公募型 
 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていること。 

(1) 法人格を有していること。 

(2) 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。 

(3) 銀行取引停止処分を受けていないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項の規定によ 

り、競争入札の参加を制限されていないこと。 

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの又は暴力団若しくは暴力団員の 

統制の下にある法人でないこと。 

(6) 登米市暴力団排除条例（平成 25年条例第６号）第２条第２号に規定する暴 

力団、同条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団員等に 

該当しないこと。 

(7) 過去３年間（平成 31年４月から令和４年３月までに）に同様の業務を他自 

  治体において実施した実績を有すること。 

(8) プライバシーマーク（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）を取得して 

いる又は ISMS(ISO/IEC27001)認証のいずれかを取得していること。 



 

 

 

５ 業務全体のスケジュール及び受託者決定までの事務手順 

(1) 業務全体のスケジュール 

項目 日程等 

①実施の公表 令和５年２月 17日（金） 

②質疑の受付期間 令和５年２月 17日（金）～令和５年２月 21日（火） 

17時必着 

③質疑回答日 令和５年２月 22日（水） 

④参加申込書等の提出期限 令和５年２月 24日（金）12時必着 

⑤プレゼンテーション及びヒ 

アリング 

令和５年２月 27日（月） 

⑥結果通知 令和５年３月１日（水） 

⑦契約締結日 令和５年３月２日（木） 

⑧システム導入 令和５年３月 31日（金） 

⑨運用開始 令和５年４月～ 

(2) 事務手順 

  ① 実施の公表について 実施の公表は、令和５年２月 17日（金）に登米市ホ 

ームページで行う（本プロポーザルの公募に関する資料や様式は、登米市ホ 

ームページからダウンロード可能）。 

  ② 質疑の受付について 本プロポーザルに関する質問は、実施に関する事項 

に限る。評価及び審査に対する質問は受け付けない。 

ア 【様式１】質問書を添付し、下記のアドレスへメール送信すること。 

Ｅメール：kosodateshien@city.tome.miyagi.jp 

    ※ 到着確認のため、送信後に電話連絡すること。 

    ※ メール以外による質問は受け付けないものとする。 

   イ 受付期間 令和５年２月 17日（金）～令和５年２月 21日（火）17時 

必着 

  ③ 質疑への回答について 質問に対する回答は、メールにより回答するもの 

とし、電話による回答は行なわない。なお、質問内容と回答については登米 

市ホームページ上で公表する。また、受付期間以外の質問については、いか 

なる理由があっても回答は行わない。 

 

  ④ 参加申込書等の提出について 

  ア 提出書類【正本１部、副本７部】 

提出書類 様式 添付書類等 

参加申込書 様式２－１ 会社の概要がわかる資料を添付 

誓約書 様式２－２  

事業者概要調書 様式２－３ (1) 社歴及び業務内容は、同様の内 

 容が記載された他の資料の添付で 

 も可 

(2) ISMS認証又はプライバシーマー 

 クの取得状況を証する書類の写し 

を添付 



 

 

(3) 本業務を受託した場合の担当部 

署及び統括責任者、主担当者、副 

担当者の詳細を記載すること 

(4) 業務実施体制について、組織図 

を用いて、分かりやすく記載する 

(5) 本業務と並行して担当する他自 

 治体業務がある場合、その影響に 

ついて記載すること 

実績調書 様式２－４ 過去３年間の他自治体における同等

業務の受託実績がわかるもの 

企画提案書 任意様式 仕様書及び評価基準の内容を踏まえ

次の事項の詳細を記載すること 

(1) 提案するシステムの目的及び導

入効果 

(2) 機能 

(3) セキュリティ 

(4) 障害発生時の対応 

(5) システム更新に関する対応 

(6) システムの動作環境 

実施スケジュール 任意様式 導入から運用開始までのスケジュー

ルを詳細に記載すること 

機能等確認表 様式２－５  

見積書及び見積内訳

書 

任意様式 令和４年度の契約期間における見積

書と令和５年度以降の１年度当たり

のシステム運用、保守費用の見積書

をそれぞれ作成すること。 

企業連合届出書 

 及び協定書 

様式３及び４ 必要な場合に限る。なお、協定書に

ついては、同等の内容であれば任意

様式も可とする。 

    

イ 提出期限 令和５年２月 24日（金）12時必着 

ウ 提出先 〒987-0446 宮城県登米市南方町新高石浦 130 

          登米市市民生活部子育て支援課子ども保育係 

          電話：0220-58-5562（直通）FAX：0220-58-2375 

      エ 提出部数：正本１部、副本７部としＡ４ファイル綴じとし、見出しをつ 

けて提出すること。 

オ 提出方法 正本、副本の提出は、持参または郵送とする。 

※ 持参の場合、受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除き、8時 30分から 

17時までとする。但し、令和５年２月 24日（金）は 12時までとする。 

  ※ 郵送の場合は、必ず「簡易書留」等の配達記録が残るもので送付し期限 

内に必着のこと。 

   カ 提出書類の取扱い 

    (ア) 提出された書類は、審査結果に関わらず一切返却しない。 



 

 

(イ) 提出された書類は、本プロポーザルに係る業務に使用する場合に限 

り、必要に応じて複写する場合がある。 

    (ウ) 提出された書類は、他事業者に提供しない。 

    (エ) 提出された書類は、提案者の承諾なしに他に利用することはない。 

     

 ⑤ 企画提案書の審査及び評価 

   ア プロポーザル審査会の設置 企画提案書の審査及び受託候補者の特定を 

行うため、登米市保育業務支援システム導入・運用業務公募型プロポーザ 

ル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

   イ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 委員会において、企画提案 

者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施する（日時は別途通知） 

所要時間は、30分程度（提案者からの説明 20分、質疑応答 10分。準備時 

間は除く。）とするが、企画提案者の数により時間を変更する場合がある。 

（順番は本市において決定するものとする。）出席者は、企画提案者１者 

につき３人以内とし、契約を履行する際に「総括責任者」となる者又は 

「担当者」となる者が必ず出席し、説明すること。プレゼンテーションに 

必要となる機材のうちプロジェクター、スクリーン及びＰＣは本市で準備 

する。また、ＰＣ等企画提案者で準備することも可とする。なお、当日の 

資料の差替えや追加資料の提出は認めない。 

   ウ 評価の基準 別紙「登米市保育業務支援システム導入・運用業務公募型 

プロポーザル審査評価基準」のとおりとする。 

   エ 新型コロナウイルス対策 審査については、新型コロナウイルス感染症 

の状況によっては、書類審査若しくはオンラインによるプレゼンテーショ 

ンとなる場合もあることとし、その際には参加事業者に対して事前に通知 

するものとする。 

 

  ⑥ 結果の通知 受託候補者の特定及び結果の通知・公表については、委員会 

において審査基準に基づいて行い、速やかに全ての企画提案者に対して審査 

結果を次のとおり通知し、公表する。 

ア 結果の通知 令和５年３月１日付で結果通知を送付 

イ 公表内容 受託候補者名及びその他必要な事項とし、審査の経緯につい 

 ては公表しない。 

ウ 公表方法 登米市ホームページに掲載 

エ その他 審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

⑦ 失格又は無効 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効と 

なることがある。 

   ア 他の企画提案者と企画提案の内容又はその意図について相談を行った場 

    合 

   イ 企画提案書類等に虚偽の記載を行った場合 

   ウ 参加資格要件を満たさない事実が発覚した場合 

   エ その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行なった場合 

   オ 提出期限を過ぎて、企画提案書が提出された場合 

   カ 本要領２の業務委託上限額を超える場合 



 

 

   キ 本要領４に示す参加資格要件を欠くことになった場合 

 

  ⑧ 契約に関する基本事項 

   ア 契約の締結 登米市は、受託候補者と企画提案書及び提案プレゼンテー 

    ションの内容に基づき、契約の内容の協議を経て随意契約の方法により契 

約を締結するものとする。なお、受託候補者と市による協議において当初 

の提案内容を一部変更することがある。また、受託候補者との協議におい 

て両者が合意に至らなかった場合は、次点の候補者と協議を行うものとす 

る。ただし、登米市議会において予算の承認が得られなかった場合は、本 

業務を中止する。 

イ 支払い条件 検査が完了し履行の確認後、支払い請求書を受理した日か 

ら 30日以内に支払うものとする。 

 

６ 提案に係る費用負担に関する事項  

  参加表明書及び企画提案における書類作成、提出及び審査会への出席等、本プ 

ロポーザルへの参加に係る費用は、企画提案者の負担とする。 

 

７ その他留意事項 

 (1) 業務の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とす 

る。 

 (2) 提出された書類は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用し 

ない。ただし、情報開示請求あった場合は開示の対象となる場合がある。 

 (3) 本プロポーザルに関し、企画提案者は、本実施要領に定めるもののほかその 

他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 

 (4) 提出した書類については、提出期限までは修正を認めるものとする。ただし、 

その場合、提出した書類を一旦引上げ、改めて修正した書類を提出すること。 


