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１ 業務の目的 

  保育園への保育業務支援システムの導入により、保育士の事務業務の負担を軽減し、保育業務

に専念できる環境を整備することで、保育の質の向上を図るとともに、保育園を利用する保護者

の利便性を向上させることを目的とする。また、働きやすい職場環境の整備により、将来的な保

育士希望者の増加や、離職者の減少といった付帯的な効果を期待している。 

本業務は、システム開発を伴う高度な技術を要する業務であり、発注に係る詳細な仕様を定め

ることが困難であることから、業務を委託する事業者を公募型企画提案（プロポーザル）方式に

より選考することとした。 

本要領では、その手続き等について、必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１）事業の名称 茅野市保育業務支援システム委託業務 

（２）履 行 期 間 契約締結日から令和 10年３月 31日まで（予定） 

※ただし、契約締結日から令和４年３月 31日までをシステム構築期間とし、 

令和４年４月１日から本格運用を開始する予定である。 

         ※システム構築期間においては、令和４年３月から試行運用を開始できる状態 

にすること。 

         ※令和４年４月１日からの運用・保守業務については、最長６年間の長期継続 

契約を想定している。 

（３）導 入 施 設 別紙公立 14施設 

（４）業 務 内 容 別紙業務仕様書のとおり 

（５）発 注 者 茅野市長 今井 敦（茅野市教育委員会事務局幼児教育課扱い） 

（６）事業予算額 金  4,662千円 

         ※この金額は、見積もり合わせ時の予定価格となるものではない。 

         ※この金額は、運用・保守業務費用を考慮していない。 

本業務の委託は、茅野市の予算（令和３年度 12月補正）が成立すること（以下「予算成立」と

いう。）を前提としたものであり、予算成立の前においては、本業務の目的に最も適した提案者と

して予定する者を特定するもので、予算成立をもって提案者を特定する。 

予算成立がなされなかった場合には、提案を公募したことに留まり契約に至らない可能性も 

あるが、当市においては、その損害について一切負担しない。 
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３ 運用開始までのスケジュール（予定） 

令和３年 12月１日（水） 提案募集公告、質問受付開始 

令和３年 12月 14日（火） 質問受付締切 

～令和３年 12月 17日（金） 質問回答 

令和３年 12月 21日（火） 参加申請書・提案書受付締切 

令和３年 12月 27日（月） プレゼンテーション、審査会 

令和４年１月５日（水） 審査結果の公表 

令和４年１月中旬 随意契約 

～令和４年３月 システム導入 

令和４年４月～ 運用開始 

 

４ 応募資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号（第 167条の 11第１ 

項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当しないこと。 

（２）プロポーザル実施業務の業種における市の競争入札参加資格を有していること又は有する見 

込みがあること。 

（３）建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成 21年茅野市告示第 98号）の 

規定による入札参加停止を受けていないこと。 

（４）別紙「茅野市保育業務支援システム委託業務 仕様書」の各種要件を網羅したシステムを提 

案できる者であること。 

（５）自治体への導入実績があること。 

なお、提案者が、提案書の提出から契約の締結までの間に、参加資格を有しなくなった場合は、そ

の時点で失格とする。 

 

５ 審査方法及び評価項目  

  本プロポーザルは、「茅野市プロポーザル方式実施要綱」第５条に規定する審査会において審

査を行い、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者（以下、「候補者」という。）

を特定する。 

  審査は、提案書類及びプレゼンテーションによる審査とし、評価項目配点を合計して順位を決

定する。評価項目及び配点は別紙「茅野市保育業務支援システム委託業務 プロポーザル審査要

領」のとおりとする。 
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６ 参加申請書の提出 

（１）提出書類 プロポーザル参加申請書（様式第２号（第９条関係）） 

（２）提出期限 令和３年 12月 21日（火）17時まで 

（３）提 出 先 下記第 13項のとおり 

（４）提出方法 郵送、電子メール又は持参とし、郵送の場合は提出期限の日に必着とする。 

 

７ 質問 

（１）提出書類 任意様式 

（２）提出期限 令和３年 12月 14日（火）17時まで 

（３）提 出 先 下記第 13項のとおり 

（４）提出方法 電子メールにて提出すること。 

（５）質問回答 令和３年 12月 17日（金）までに茅野市ホームページにて公表する。 

 

８ 提案書類の提出 

（１）提案書類（様式は任意） 

①企画提案書 

    別紙「茅野市保育業務支援システム委託業務 プロポーザル審査要領」中の「６ 評価項 

目・配点等（１）提案評価」に定める評価項目の順に、各項目番号及び名称を明記のう 

え、詳細を分かりやすく記載すること。 

また、別紙「茅野市保育業務支援システム機能調査票」記載の機能の要点を抜粋して記載す 

ること。 

その際、抜粋した機能要件のナンバーを明記すること。 

   ②業務実績調書 

    本業務に関連する自治体での代表実績について、「業務名称、発注者名、業務期間、契約 

金額（業務規模）」を記入すること。 

   ③茅野市保育業務支援システム機能調査票 

   ④見積書 

    ・令和３年度の契約期間における見積書と令和４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。 

    ・法人の所在地、名称及び代表者名を記入すること。 

    ・内訳書を添付すること。 

    ・端末（パソコン、タブレット）は別途調達予定のため、見積もりには含めないこと。 
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    ・登降園管理に使用する QRコード等の読み取り機等、システム運用に必要な機器がある 

場合は、見積もりに含めること。なお、QRコード等の読み取り機は 28台分の費用を見 

積もりに含めること。 

（２）提出期限 

   令和３年 12月 21日（火）17時まで 

（３）提出先  下記第 13項のとおり 

（４）提出方法 

   郵送又は持参とし、見正本１部・副本８部を提出すること。 

 

９ プレゼンテーション 

  提出された提案書に基づくプレゼンテーションを次のとおり実施する。 

（１）実施日   令和３年 12月 27日（月） 

         （時間及び会場は提案者へ別途連絡する。） 

（２）出席者   １社２名以内とする。 

（３）実施方法 

   ・提案書に基づき、１社 30分以内（説明 20分以内、質疑応答 10分以内）の予定とし、提 

案しようとするシステムの機能及び保守等について説明を行うものとする。 

・プレゼンテーションの順番は、提案書類の提出順とする。 

   ・必要な機材等がある場合は、原則提案者で用意すること。ただし、プロジェクター及びス 

クリーンが必要であれば市で用意するので申し出ること。 

   ・新型コロナウイルス感染症対策等のため、オンラインによる開催とする場合がある。 

 

10 審査結果の公表 

ア 候補者への連絡：審査会で特定されたのち、速やかに電話で連絡する。 

  イ 審査結果の公表：令和４年１月５日（水）に茅野市ホームページにより公表する。 

            なお、電話による問い合わせは応じない。 

 

11 契約の締結 

  審査の結果、特定された事業者と提出された提案書類を参考に協議を行い、協議が整った場合 

に予算の範囲内で契約を締結する。協議の際、提出された提案書の一部を変更する場合がある。 

  また、協議が整わない場合にあっては、次順位の者と協議の上、契約を締結する場合がある。 
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12 その他 

（１）本プロポーザルに係る提案書類及び審査結果（提案者名、採点結果）は、全て公表対象とす 

る。 

（２）失格又は無効 

  次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 提出期限を過ぎて書類を提出された場合 

 イ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

 ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 エ 本掲示内容に違反すると認められる場合 

（３）提出書類 

 ア 提出後の変更、差し替え、追加又は再提出は認めない。 

 イ 提出された書類は返却しない。 

（４）辞退 

  提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出すること。 

（５）費用負担 

  参加に要する費用は、参加者の負担とする。 

（６）提案者は、参加申請書の提出をもって、本掲示の記載内容に同意したものとする。 

 

13 担当部課 

  〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目６番１号 

  茅野市教育委員会事務局 幼児教育課 

  電 話 0266-72-2101（内線 624） 

  ＦＡＸ 0266-73-9843 

  E-mail yojikyoiku@city.chino.lg.jp 
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No 施設名 所在地 定員 
児童数 

（11/1時点） 

１ ちの保育園 茅野市塚原 1－13－5 200 132 

２ 宮川保育園 茅野市宮川 4458-2 120 127 

３ 宮川第二保育園 茅野市宮川 1277-1 60 68 

４ 玉川保育園 茅野市玉川 3439 220 167 

５ 湖東保育園 茅野市湖東 5646-1 130 89 

６ 豊平保育園 茅野市豊平 2486-1 100 93 

７ 北山保育園 茅野市北山 4810-1 100 54 

８ 中央保育園 茅野市本町東 15-14 90 68 

９ 米沢保育園 茅野市米沢 6160 120 106 

10 金沢保育園 茅野市金沢 1164-1 100 46 

11 泉野保育園 茅野市泉野 2650-1 60 37 

12 小泉保育園 茅野市玉川 927-243 90 50 

13 みどりヶ丘保育園 茅野市宮川 8630-1 90 55 

14 中大塩保育園 茅野市中大塩 8-12 100 79 


