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江東区保育園ナビゲーター業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 委託予定業務件名 

保育園ナビゲーター業務委託 

 

２ 事業の趣旨・目的 

江東区では、保育ニーズの高まりを受けて、平成３０年１月から、専門的な知識を有し、保育

施設の情報収集を行い、適切な保育サービスを案内する「保育園ナビゲーター」を設置している。

令和５年度以降も本事業を継続して実施するにあたり、最も適した者を公募型プロポーザル方式

で選定するため、その手続きについて必要な事項を定めるものとする。 

 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

ただし業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、契約を２回まで（令和８年３月３１日）更

新することができる。決定事業者において、契約内容に反する行為等があった場合、そのほか事

業者の責めに帰すべき理由により、契約内容の履行が不可能と区が判断した場合には、次年度以

降の契約を締結しない場合がある。 

 

４ 委託業務内容 

業務内容は、次のとおりとする。 

（１） 窓口等での個別相談・申請受付 

（２） 保育施設の情報収集・提供 

（３） 待機児童へのアフターフォロー 

（４） 出張相談会の実施 

（５） 動画及び資料の作成 

（６） 園及び保護者あて通知発送業務 

（７） 電子化端末のインデックス業務 

詳細は別紙１「保育園ナビゲーター 仕様書」のとおりであるが、詳細な業務内容等について、

委託事業者選定後に、双方協議の上、仕様を定める。 

 

５ 委託上限額 

次の参考価格を上回らない金額で見積りを提示すること。 

 【令和５年度】 ４４，４５６，５００円(税込) 
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ただし、本事業の実施及び予算額については、令和５年第１回区議会定例会における令和５年

度当初予算の議決を前提としているため、変更する可能性がある。 

 

６ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１） 令和２年度から令和４年度までの間に、地方公共団体での類似する業務の受託実績がある

こと。 
（２） プライバシーマーク、ISMS、ISO9001、のいずれかの認証を有すること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（４） 東京都内または近県（千葉県、埼玉県または神奈川県）に事業所（支店を含む）を有する

こと。 
（５） 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た者であって

は更生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく

再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこ

と。 

（６） 法人税・法人事業税・消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

（７） 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。）又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。 

（８） 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（27江総経第3281 号）による指名停止を

受けていないこと。 

 

７ 参加手続き 

（１） 提出書類 

参加希望事業者は、提出期限までに下記の書類を提出すること。 

①  参加表明書（様式１） 

②  会社概要書（様式任意、自社作成済みのもので可。） 

③  財務諸表（直近３か年分。様式任意、自社作成済みのもので可。） 

④  企画提案書（別紙２「企画提案書記載内容について」を参照の上、作成すること。） 

⑤  見積書（様式任意。令和５年度分。消費税額を「含む」金額を記載するとともに、積算内

訳を併せて記載すること。あて先は「江東区こども未来部長」とする。） 

⑥  他自治体受託実績書（様式２。４件以内で、発注者・業務内容・請負金額・契約期間・担

当者等を記載すること。多数ある場合は最近受注した案件から記載すること。） 

⑦  プライバシーマーク、ISMS、ISO9001のいずれかの認証を有していることがわかるもの。 
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（２） 様式、提出部数など 

書類 様式 部数 提出期限 

① 参加表明書 様式１ １部 

令和５年１月６日

（金）までに提出 

② 会社概要書 任意 ８部 

③ 財務諸表 任意 １部 

④ 企画提案書 任意 ８部 

⑤ 見積書 任意 正本を１部、写しを７部 

⑥ 他自治体受託実績書 様式２ ８部 

⑦ プライバシーマーク等

の証明書類 

任意 １部 

（３） 提出上の留意事項 

・企画提案書は任意の様式とする。原則Ａ４版縦型（横書き）で作成し、片面印刷２０枚まで

とする。ただし図表等の表現の都合上、用紙及び記述の方法を一部変更することは差支えな

い。 

・提出書類作成に係る費用は、参加者の負担とする。 

・事故等防止のため、下記の提出先まで持参すること。 

 【提出先】江東区役所こども未来部保育課入園係（本庁舎３階１２番窓口） 

       江東区東陽４－１１－２８ 

       受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土日祝日を除く。 

・書類提出後、追加の資料提出、書類の補正等を求める場合がある。 

・企画提案書の内容で仕様確定とするものではない。 

（４） 提出期限 

令和５年１月６日（金）午後５時 必着 

※  提出期限内に限り、提出した書類の変更・再提出を可とする。なお、変更・再提出の際は、

資料一式を必要部数持参すること。 

 

８ 選定方法・審査結果 

（１） 第１次審査（書類審査）   

参加者が３社を超えた場合、提出書類について書類審査を実施し、上位３社程度を第一次審

査通過者として選定する。審査の結果は、全ての審査対象者に対してメールにより通知する。 

第１次審査の結果は、令和５年１月１７日（火）までに全ての参加事業者に電子メール及び後日

書面により通知し、併せて、第２次審査対象者には日時、場所等詳細を通知する。 

なお、参加資格を満たした参加事業者数が３社に満たない場合には、一次審査は全員通過とし、

その旨を令和５年１月１７日（火）までに参加事業者へ電子メールにて通知する。 

（２） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 
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本業務を受託した際に携わる担当者が出席し、企画提案書に沿って説明を行うこと。１事業者あ

たり４５分（プレゼンテーション３０分、ヒアリング１５分）程度とし、参加人数は３名までとす

る。なおプロジェクターは江東区にて準備を行うが、ノートＰＣ等は必要に応じて持参すること。 

（３） 候補者の選定方法 

ア 失格者を除いた者の内、（１）（２）の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者と 

して選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者 

として選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲

内で、価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相

手方の候補者として選定する。 

ウ いずれの参加事業者も、二次審査の得点が総評価点の６割に満たない場合は、契約候補 

事業者として選定しない。 

（４） その他 

   次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

   ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

   イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

   ウ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合 

   エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

   オ 評価に関わる委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

   カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

９ 主なスケジュール 

内 容 日 程 

公募開始 令和４年１２月６日（火） 

質問受付締切 令和４年１２月２０日（火）午後５時 

質問回答日 令和４年１２月２３日（金） 予定 

参加表明書等の提出締切 令和５年１月６日（金）午後５時 

第一次審査結果通知 令和５年１月１７日（火） 予定 

第二次審査（プレゼンテーション） 令和５年１月２５日（水） 予定 

第二次審査結果通知 令和５年２月２日（木） 予定 

 

１０ 実施要領等の内容についての質問及び回答 

（１） 質問方法：質問がある場合は、令和４年１２月２０日（火）午後５時までに、質問書（様
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式３）により行うものとし、メールにより担当あて提出する。なお、メール本

文には、担当窓口の部署、氏名、電話、FAX 番号、メールアドレス等を記載す

ること。 

※電話又は窓口での口頭による質疑は不可。 

（２） 受付窓口：江東区こども未来部保育課入園係あてメールにて 

    E-mail：2702030@city.koto.lg.jp 

（３） 回答方法：質問に対する回答は、令和４年１２月２３日（金）までに、江東区ＨＰ上に掲

載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。 

 

１１ 契約候補事業者の決定 

第一次審査及び第二次審査の得点の合計点数の最も高い参加者を、契約候補事業者として選定

し、企画提案書を参考に協議を行い、協議が調った場合に、予算額の範囲内で契約を締結するも

のとする。協議の過程において、提案書の内容が一部変更となる場合がある。 

また、契約候補事業者との協議の結果、合意に至らなかった場合、参加資格を満たさなくなっ

た場合、又は不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、次点の参加事業者と契約締結

の交渉を行う。 

 

１２ 選定結果の公表 

  契約締結後速やかに、下記項目を区ホームページにおいて公表するとともに、担当課において

閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

 （１）契約候補事業者の名称、得点および選定理由 

 （２）（１）以外の参加事業者の名称及び得点 

 ※（１）以外の参加事業者の名称は、ＡＢＣ表記とし、得点順に表記する。 

 ※参加事業者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。 

 

１３ その他 

（１） 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

（２） 企画提案書及び見積書については、１者につき１提案に限る。 

（３） すべての提出書類は提出期限後の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、江

東区から指示があった場合を除く。 

（４） 参加表明書を提出した後、江東区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることが

ある。 

（５） 提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の

負担とする。 

（６） 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

mailto:2702030@city.koto.lg.jp
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（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（７） 提出された資料の返送はしない。 

（８） プロポーザルの内容は、情報開示の対象となる場合がある。 

（９） 本業務の実施及び予算額については、令和５年第１回区議会定例会における令和５年度当

初予算が可決された場合において有効とするため、中止または変更となることがある。 

 

１４ 担当 

担 当：江東区こども未来部保育課入園係（大谷・大髙・冨樫） 

住 所：〒１３５－８３８３ 東京都江東区東陽４－１１－２８ 

電 話：０３－３６４７－４９３４（直通） 

E-mail：2702030@city.koto.lg.jp 

mailto:2702030@city.koto.lg.jp

