
新篠津村学校情報機器（教育用タブレット端末等）整備事業に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この実施要領は、新篠津村（以下「本村」という。）が発注する「新篠津村

学校情報機器（教育用タブレット端末等）整備事業」（以下「本事業」という。）

の契約業者を、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）

により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 事業概要 

（１）事業名 新篠津村学校情報機器（教育用タブレット端末等）整備事業 

（２）事業内容 「新篠津村学校情報機器（教育用タブレット端末等）整備事業 

仕様書」のとおり 

・タブレット端末等情報機器の購入 

・購入機器によるＬＴＥ通信サービス等の利用 

（３）機器等納入期限 

   契約締結日から令和３年３月１日（月）まで 

（４）ＬＴＥ通信サービス等利用期間 

   令和３年３月１日から令和８年２月２８日（６０ヶ月） 

（５）契約方法等 

   公募型のプロポーザル方式により企画提案書を求め、提案内容、プレゼン

テーション、提案価格等の評価基準を元に総合的に評価・審査し受注候補者

を選定し、随意契約（物品購入契約及びＬＴＥ通信サービス等利用契約）を

締結する。 

   なお、本契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和 39年条例第 15号）第３条の規定により、端末の納入に係る

費用部分については、議会の議決を要する契約に該当するものとし、仮契約

締結後、新篠津村議会の議決を得た際にその効力が発生するものとする。 

   また、ＬＴＥ通信サービス等の利用に係る費用部分についても、端末の納

入に係る費用分に対する議決を得ることを条件に成立するものとする。 

（６）事業費上限額 

   ①物品購入等  １４，５２０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ②ＬＴＥ通信サービス等利用料（６０ヶ月） 

           ３６，３００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 担当部署 

  新篠津村教育委員会学校教育係 



  〒０６８－１１９２ 

  北海道石狩郡新篠津村第４７線北１３番地 新篠津村役場内 

  電 話０１２６－５７－２１１１（内線７１１） 

  ＦＡＸ０１２６－５７－２８３７ 

  電子メール kyo_somu@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者

とする。 

（１）北海道内に本店、支店又は営業所を有すること、または、北海道内に所在

する本店または支店であること。 

（２）移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、移動通信サ 

ービスにかかる無線局を自ら開設、運用している事業者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当しないこと。 

（４）公募開始の日から契約締結までの間において、新篠津村競争入札参加資格

者指名停止要綱（平成１１年要綱第１４号）の規定による指名の停止及び国

又は他の地方公共団体から同等の処分を受けていないこと。 

（５）公募開始の日から契約締結までの間において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続き開始の申し立て

がなされていない者であること。 

（６）本事業又は本事業と類似の事業について、契約実積を有する者であること。 

 

５ スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

項目 期間等 

公募開始 令和２年９月３０日（水） 

参加申込書受付期間 令和２年９月３０日（水）～令和２年１０月１４日（水） 

一次選考結果決定通知 令和２年１０月１６日（金） 

質問受付期間 令和２年１０月１９日（月）～令和２年１０月２１日（水） 

質問回答日 令和２年１０月２６日（月） 

企画提案書受付期間 令和２年１０月１９日（月）～令和２年１１月１０日（火） 

プレゼンテーション 令和２年１１月１３日（金） 

契約予定業者決定通知 令和２年１１月１３日（金） 

契約協議・仮契約 令和２年１１月中旬 

本契約締結 令和２年１２月初旬 

 



６ 参加申込の手続き等 

  本プロポーザルへの申込みを希望する場合は、次により参加申込書を提出

すること。なお、参加申込書、プロポーザル実施要領等、公募に関する資料・

様式類は、本村ホームページからダウンロードすること。 

（１）提出書類 

   ア 公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書（様式１） 

   イ 資格要件確認書（様式２） 

   ウ 同種事業契約実績書（様式３） 

  以下、本村指名競争入札参加資格業者名簿に登録されていない場合は、提出

すること。 

   エ 新篠津村競争入札参加資格者審査申請書類 

（２）提出期間 

   令和２年９月３０日（水）から令和２年１０月１４日（水）必着 

（３）提出方法 

   持参（閉庁日を除く９時００分から１７時００分までの執務時間内）又は

郵送（簡易書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。）により提出する

こと。 

（４）提出先 

   新篠津村教育委員会 

 

７ 一次審査（書類審査） 

（１）参加申込書等の審査 

   一次審査は提出書類について資格審査を行い、一次審査通過者を選定す

る。 

（２）一次選考審査結果の通知 

   審査結果の通知については、令和２年１０月１６日（金）に全ての申込者

へ書面にて通知する。 

 

８ 質問及び回答 

  一次審査通過者は、本プロポーザルに関する質問は、質問書の提出により行

うこと。 

（１）質問受付期間 

   令和２年１０月１９日（月）から令和２年１０月２１日（水）まで 

（２）提出方法 

   質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出するこ

と。 

 



（３）提出先 

   新篠津村教育委員会 

（４）提出書類 

   質問書（様式４） 

（５）回答方法 

   質問に対する回答は、令和２年１０月２６日（月）までに本村のホームペ

ージに掲載する。なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

９ 辞退届の提出 

  一次審査通過者で、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、次の方法によ

り辞退を申し出ること。なお、この場合、その他の事業に不利益を被ることは

ないものとする。 

（１）提出書類 

   辞退届（様式５） 

（２）提出期限 

   令和２年１１月１０日（火）１７時００分まで 

（３）提出方法 

   持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

（４）提出先 

   新篠津村教育委員会 

 

10 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   ア 企画提案書（任意様式） 

   イ 見積書（任意様式）※企画提案書の最終ページに添付すること。 

     仕様書に基づく内訳書を添付すること。 

（２）作成上の留意点 

   ア 企画提案書は、Ａ４判、両面印刷、左綴じで製本すること。 

   イ 文字の大きさは、原則として１２ポイント以上にすること。 

   ウ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。 

   エ 企画提案書の印刷の色は、カラー、白黒を問わない。 

   オ 使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使

用する場合は、同一ページに注釈をつけること。 

   カ 企画提案書の表紙及び見積書には、タイトルを「新篠津村学校情報機

器（教育用タブレット端末等）整備事業」とし、提出年月日を記載し、

正本には、参加申込者の所在地、名称、代表者名・代表者印を記名押印

して提出すること。 



（３）提出部数 

   企画提案書・見積書 正本各１部、副本各１１部 

（４）提出期間 

   令和２年１０月１９日（月）～令和２年１１月１０日（火） 

 

11 二次審査（プレゼンテーション） 

  一次審査通過者に選定された者は、提案書に基づき、プレゼンテーション及

びヒアリングを行う。 

（１）日時 

   令和２年１１月１３日（金）とし、詳細については、一次審査通過者に別

途通知する。 

（２）所要時間 

   ・準備１０分程度 

   ・企画提案プレゼンテーション３５分程度 

   ・企画提案に対する質疑１５分程度 

（３）内容 

   企画提案書の内容説明及び質疑 

（４）出席者 

   ３名以内とする。 

（５）その他 

   ア プレゼンテーションに必要な機器は持参すること。 

     ※プロジェクター及びスクリーンの貸出しは行うので、希望者は前

日までに申し出ること。 

   イ プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとす

る。 

   ウ プレゼンテーションは非公開とする。 

 

12 二次審査（契約予定者）の選定 

（１）審査手順 

   本村が設置する審査委員会において、提案内容の評価を選定基準１、２に

基づき審査し、最高得点者を契約予定者として選定する。なお、最高得点者

が２提案者以上になった場合、審査委員会の委員長が決定する。 

（２）結果通知 

   審査結果は、全ての提案者に書面で通知する。 

 

13 契約の手続き 

  仕様書及び契約予定者の企画提案書等の内容を基本に協議の上、新篠津村



財務規則に基づき契約を締結する。契約予定者の企画提案書等の記載内容を

原則として契約時の仕様とするが、本事業の目的達成のため、必要な範囲にお

いて契約予定者との協議により、項目を追加、変更及び削除する場合がある。 

  また、これにより契約内容及び契約額等の調整を行う場合がある。 

 

14 その他留意事項 

（１）本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負

担とする。 

（２）企画提案書は、１事業者につき１案とする。 

（３）提出期限後の企画提案書等の修正、変更は原則認めない。 

（４）提出された企画提案書等は返却しない。 

（５）企画提案書については、契約予定者の選定のために使用するものとし、原

則公表しないが、情報公開請求があった場合、新篠津村情報公開条例に基づ

き公開する場合がある。 

（６）提案事業者が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

いると判断された場合は、優先候補者とする。 

（７）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ア 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

   イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

   ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   エ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

   オ 選定の公平性を害する行為があった場合 

   カ アからオまでに定めるもののほか、著しく信義に反する行為があっ

た場合 

 

  



【選定基準】 

（１）事業者の評価（選定基準１） 

評価項目 評価基準 配点 

企業評価 

 国や地方公共団体との本事業又は本事業と類似の事業実績が

あるか。 

 特に学校（国立、公立、私立を問わない）での事業実績があ

るか。 

10 

事業実施 

体制 

 適切な人員配置が行われるか。 

 事業実施にあたって、本事業又は本事業と類似の事業を実施

する専門部署及び実務経験者の配置が予定されているか。 

10 

計 20 

（２）提案の評価（選定基準２） 

評価項目 評価基準 配点 

提案全般 

 仕様書の内容を踏まえ、目的や条件等を理解した提案となっ

ているか。 
10 

 専門的な知見に基づき、児童生徒が機器等を安全に使用でき

る提案がされているか。 
10 

 機器等の導入前及び導入後において、教職員への研修支援等

は適切に行われるか。 
10 

 導入後の機器の利活用について、提案がされているか。 

 その支援体制は充実しているか。 
10 

企画提案力 

 企画提案書は、文書表現や図や表、重要事項についてわかり

やすく整理されているか。 

 説明はわかりやすく説得力があるか。 

10 

 事業を行うために必要な意欲、熱意を有しているか。 

 質疑に対し、的確に応答ができているか。 
10 

見積書 

 物品に係る提案価格（最も安価な業者の見積金額／当該業者

の見積金額）×１０点（小数点以下第１位で四捨五入） 

※最も安価な業者は満点（１０点）とする。 

10 

 利用料に係る提案価格（最も安価な業者の見積金額／当該業

者の見積金額）×１０点（小数点以下第１位で四捨五入） 

※最も安価な業者は満点（１０点）とする。 

10 

計 80 

 

合   計（選定基準１＋選定基準２） 100 

 


