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尼崎市立学校用務員業務に係る公募型プロポーザル方式募集要領 

１ 目的 

本要領は、「尼崎市立学校用務員業務」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募

型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。

２ 公募に関する概略 

(1) 業務名 

尼崎市立学校用務員業務 

(2) 業務内容 

   別添「尼崎市立学校用務員業務委託基本仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり 

(3) 契約期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの単年度契約とする。ただし、令和４年度の予

算が議会の議決を得られないときは契約を締結しない。 

なお、業務の特性上、単年度だけでなくより長期の視点で取組を進める必要があることを考慮

し、業務実施状況等が良好であると認められ、履行期間の満了する日から起算して 90 日前まで

に、本市及び受託者のいずれからも更新しない旨の申出がないときは、更に 1年間更新し委託契

約を継続するものとする（更新は２回まで。履行期間は最長３年間となる）。ただし対象年度の

予算が議会の議決を得られないときは契約を締結しない。 

(4) 業務委託限度額 

１２４，４２９，６９０円（消費税を含む。）を上限とする。 

３ 公募型プロポーザル参加者の資格条件 

(1) 「尼崎市登録業者名簿」に登載されていること。 

(2) 仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者及び本市の指     

示に柔軟に対応できること。 

(3) 国税、地方税を完納していること。 

(4) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

(5) 次の事項に該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

イ 尼崎市から指名停止措置（入札参加停止措置）を受けている者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者 

エ 自己又は自社の役員等が、次の事項のいずれかに該当する者、及び次の事項に掲げる者が

その経営に実質的に関与している者 

(ｱ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする

団体 

  (ｲ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする団体 

(ｳ) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。）

の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若しくは公職にある者又は政党を推
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薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体 

(ｴ) 暴力団（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条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（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条第６号に規定する暴力団員をいう。）若

しくは暴力団密接関係者（暴力団排除条例（平成２２年兵庫県条例第３５号）第７条に規

定する公安委員会規則で定める暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者をいう。） 

(ｵ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第

５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体 

  (ｶ) 尼崎市長が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体 

４ 公募型プロポーザル参加の手続き 

(1) 公募型プロポーザル応募申請書の提出 

公募型プロポーザルに参加しようとする者は公募型プロポーザル応募申請書(様式１)に必  

要事項を記入し、次のとおり提出するものとする。なお、応募者は、公募型プロポーザル応募申

請書(様式１)の提出をもって、本募集要領の内容を承諾したものとみなす。 

ア 提出期限 

令和４年２月 16 日（水）午後５時３０分まで 

イ 提出書類 

公募型プロポーザル応募申請書(様式１) 
ウ 提出方法 

持参または郵送とする。なお郵送の場合は、受付期間中までに到着したものに限り受け付け   

る。郵便事故等については提出者の責任とする。 

(2) 企画提案書の提出 

公募型プロポーザル応募申請書(様式１)を提出した者は、次のとおり企画提案書等（No.1 か

ら No.6）を提出すること。    

ア 提出期限 

令和４年２月 25 日（金）午後５時３０分まで 

イ  企画提案書（No.4）作成方法 

様式は問わないが、仕様書を参照し応募者としての企業のアピールポイントを明記し作成

すること。 

ウ  提出書類 

№ 名称 様式番号 

１ 企画提案書表紙 様式３－１ 

２ 業務実施体制報告書 様式３－２

３ 業務受託実績書 様式３－３ 

４ 企画提案書 任意様式 

５ 見積書 様式３－４

６ 会社概要書 様式３－５ 
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エ  提出部数 

７部（正本１部、副本６部） 

オ  提出方法 

持参または郵送とする。なお郵送の場合は、受付期間中までに到着したものに限り受け付

ける。郵便事故等については提出者の責任とする。 

カ  その他 

(ｱ) 採否に関わらず、提出された書類は返却しない。また、提出された書類等は他の目的には

使用しない。 

(ｲ) 提出後の差替え及び追加・削除は認めない。 

   (ｳ) 企画提案書の提出は１者につき１案とする。 

(ｴ) 公募型プロポーザルに関して応募者が要する経費は、応募者の負担とする。緊急時や、や

むを得ない理由等により、本プロポーザルを実施できないと認めるときは、停止、中止又は

取り消すことがある。なお、この場合において本プロポーザルに要した費用を本市に請求す

ることはできない。 

(3) 質問等の受付 

   本要領及び仕様書の内容に関して質問等がある場合は、質問書（様式２）を提出すること。 

ア 提出期限 

令和４年２月８日（火）午後５時３０分まで 

  イ 提出方法 

電子メールを用い、メールの件名を「プロポーザル質問送信年月日（西暦８桁）会社名」と

して提出すること（来庁、電話、ＦＡＸでの質疑は受け付けない）。また電子メール送付の際

は必ず電話等で送信した旨を伝えること。 

ウ 回答方法 

質問に対する回答は、質問内容と合わせて、質問者名等をふせて本市のホームページ（本要

領を掲載している画面と同一画面上）で随時公表する。 

   エ 注意事項 

    審査基準等に関する本市への質問は一切認められない。 

(4) 応募の辞退について 

企画提案書を提出後に、応募者の事情により辞退する場合は、必要事項を記入の上、辞退届（様

式４）を担当課に提出すること。 

(5) 各種提出先及び連絡先 

  〒６６１－００２４ 尼崎市三反田町１丁目１番１号 

尼崎市教育・障害福祉センター３階 

尼崎市教育委員会事務局 管理部 職員課 

電話：06－4950-5660 FAX ：06－4950-5658 

Email：ama-kyoikushokuinka@city.amagasaki.hyogo.jp

５ 契約候補者の選定 

(1) 選定方法 

「尼崎市学校用務員業務事業者選定会議」（以下、「選定会議」という。）を設置し、企画提案書
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の内容とプレゼンテーションを併せて総合的に評価したうえで契約候補者を選定する。 

応募者数が多数の場合は、別途選定日を設けるものとする。 

なお、提出書類に不備等があった場合及び見積金額が委託予定金額を超えた場合には失格と 

する。       

 ア 実施予定日 

   令和４年３月７日（月） 

 イ 会場等 

企画提案書を提出した者に対して別途通知する。

  ウ 説明方法 

    応募者ごとに説明する。（説明時間は２０分程度、質疑１０分程度） 

    パワーポイント等を利用する場合には、プロジェクター、スクリーンは事務局で用意する

が、パソコンについては応募者の持込とする。 

  エ 結果通知 

    選定結果については、後日通知する。 

 (2) 選定基準 

   下記の項目を基本として審査を実施する。 

ア 学校施設での業務に対する認識

学校施設で業務を実施するにあたり、基本的な考え方は適切であるか。

イ 学校との協力体制

学校との連絡調整を適切に行い、円滑な業務を遂行する体制が整っているか。

ウ 業務の実施体制

(ｱ) 業務責任者や業務従事者（以下「作業員」という。）の配置や、業務の実施体制が適切で

あるか。

(ｲ) 欠員等が発生した場合のバックアップ体制が整っているか。

(ｳ) 基本的な業務内容に即した業務手順が示されているか。

エ 研修体制

作業員に対する研修体制が整っているか。

オ コンプライアンス遵守体制

(ｱ) 個人情報保護に対する考え方は適切であるか。

(ｲ) 作業員に対する教育は徹底できているか。

(ｳ) 労働者派遣と業務請負（委託）の相違点についての認識は適切であるか。

カ 緊急時の対応

安全対策が適切であるか。

キ 業務実績

  ク その他 

  選定会議において、市内事業者、準市内事業者からの提案に対して、地域経済活性化の観

点から一定の加点を行うこと、また、市外事業者を含め、事業実施にあたって市内在住者を

雇用するなど地域経済の活性化が図られる配慮を行う提案があった場合、一定の加点を行う

ことがある。 

 (3) 契約候補者の選定と契約 
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ア 審査の結果、評価点の合計が最も高い応募者を契約候補者として選定する。ただし、最高

得点の候補者が複数あった場合には、選定会議において協議を行い選定する。 

イ 応募者が１者の場合であっても、選定会議を行うものとし、選定の結果、企画提案の内容   

が仕様を満たしていると認められた場合には、その応募者を契約候補者として選定する。 

ウ 選定後、契約候補者は尼崎市と委託業務について、業務内容、履行方法、支払方法などに

ついて調整・協議し、準備が整った段階で随意契約により契約を締結する。 

エ 契約候補者が契約の締結を辞退した場合、また契約締結時までに応募要件を欠いているこ

とが判明した場合には、次点の応募者を契約候補者とする。 

オ 契約に当たっては法令を遵守する。 

(4) その他 

提出された応募資料一式及び本業務委託について、情報公開請求があった場合には、尼崎市

情報公開条例第７条第１号から第６号に該当する場合を除き、原則公開する。 

なお、本契約候補者の選定は、令和４年度予算について、尼崎市議会における議決がなされ

ることを前提に行うものであり、議決がなされない場合は、この選定そのものが無効となる場

合がある。 

６ 日程

(1) 公募型プロポーザル応募申請書受付開始日   令和４年２月１日（火） 

(2) 企画提案書等提出受付開始日          令和４年２月１日（火） 

（3）質問締切日                  令和４年２月８日（火）午後５時３０分まで 

(4) 公募型プロポーザル応募申請書提出締切日    令和４年２月 16日（水）午後５時３０分まで 

(5) 企画提案書等提出締切日            令和４年２月 25日（金）午後５時３０分まで 

(6) 選定実施日                    令和４年３月７日（月）予定 

(7) 選定結果（採否）通知日              令和４年３月中旬頃予定   

(8) 契約締結など                 選定結果の通知以降、調整・協議を経た後、 

速やかに行う 

７ 問い合わせ先 

〒６６１－００２４ 尼崎市三反田町１丁目１番１号 

尼崎市教育・障害福祉センター３階 

尼崎市教育委員会事務局 管理部 職員課（担当：島田・松尾） 

電話：06－4950-5660 FAX ：06－4950-5658 

Email：ama-kyoikushokuinka@city.amagasaki.hyogo.jp

以  上


