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津山市子育て支援ガイドブック協働発行事業

公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

本要領は、津山市子育て支援ガイドブックの協働発行者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 業務概要

(1) 業務名称 津山市子育て支援ガイドブック協働発行事業

(2) 業務内容 別紙１「津山市子育て支援ガイドブック協働発行事業仕様書」の

とおり。

(3) 業務期間 協定書締結日から令和１１年３月末まで

３ 費用

市費の負担なし

協働発行事業者が全額負担

４ 実施形式

公募型プロポーザル

５ スケジュール

令和４年 ８月 １日（月）：公募開始（ホームページ及び公告板）

令和４年 ８月 ９日（火）：質問提出締切

令和４年 ８月１２日（金）：質問回答予定（ホームページ）

令和４年 ８月１６日（火）：参加申込締切

令和４年 ８月１８日（木）：参加資格審査通知送付

令和４年 ９月 ７日（水）：企画提案書等の提出締切

令和４年 ９月１４日（水）：審査（プレゼンテーション審査）

令和４年１０月 ６日（木）：審査結果の通知、結果の公表

令和４年１０月上旬 ：協定書締結

６ 参加資格

本プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件を

全て満たすこと。なお、公募開始の日から、結果通知の日までの間に、これらの参加

資格の要件を満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとする。

(1) 津山市物品等指定業者に、市内業者又は市外業者として登録されていること。

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。
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(3) 津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（令和２年津山市告示 津

山市水道事業管理規程 第１号）に基づく指名停止措置（指名保留を含む。）を

受けていないこと。

(4) 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がな

されていないこと。

(5) 津山市暴力団排除条例（平成２３年津山市条例第２１号）第２条第１号に規定

する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団

員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと。また暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有していないこと。

(6) 国税、岡山県税、津山市税並びに申請者（受任者がいる場合は受任者）の属す

る自治体の市町村税を滞納している者でないこと。

(7) 平成３１年４月１日以降に、地方公共団体又は国の印刷物の制作業務等を受注

した実績があること。

７ 質問・回答

(1) 提出方法 別添の質問書（様式第４号）により、ファクシミリ又は電子メー

(1) 提出方法 ルで提出し、電話で受信確認すること。これ以外の方法による質

(1) 提出方法 問は受付しない。

(2) 提出期限 令和４年８月９日（火）午後５時まで（必着）

(3) 提出場所 津山市こども保健部子育て推進課こども政策係

ＦＡＸ：（０８６８）３２－２１６１

Ｅメールアドレス：kodomo@city.tsuyama.lg.jp

ＴＥＬ：（０８６８）３２－２１７９（受信確認用）

(4) 回答方法 津山市こども保健部子育て推進課のホームページにて、質問及び

(4) 回答方法 回答を公表。

https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5628

(5) 回答日時 令和４年８月１２日（金）予定

(6) 回答の取扱 質問に対する回答内容は、本実施要領、仕様書その他関係書類の記載

(6) 回答の取扱 事項に関する追加又は修正事項として取り扱うものとする。

８ 参加申込・参加承認

(1) 提出書類

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、津山市子育て支援ガイ

ドブック協働発行事業仕様書及び津山市契約規則他の関係諸法令を理解・遵守

の上で、次の書類を提出すること。

ア 参加申込書兼誓約書（様式第１号）

イ 委任状（必要に応じて。様式第２号）

https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5628
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ウ 国税の納税証明書の写し

（令和４年４月１日以降証明分。滞納がないことが確認できること。）

エ 岡山県税の納税証明書

（令和４年４月１日以降証明分。岡山県に課税がある場合のみ。滞納がない

ことが確認できること。）

オ 津山市及び申請者（受任者がいる場合は受任者）の属する市町村発行の市

税等の納税証明書

（令和４年４月１日以降証明分。滞納がないことが確認できること。）

カ 営業実績書（様式第３号）

キ 会社概要書

(2) 提出期限 令和４年８月１６日（火）午後５時まで（必着）

(3) 提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到

着、持参したものについては受付しない。

(4) 提出場所

津山市こども保健部子育て推進課こども政策係

〒７０８－８５０１ 岡山県津山市山北５２０番地

TEL（０８６８）３２－２１７９ FAX（０８６８）３２－２１６１

(5) 参加承認

ファクシミリ及び郵送にて、令和４年８月１８日（木）に参加の可否を通知す

る。

９ 企画提案書提出

(1) 提出書類 以下、各１０部を提出すること。なお、１０部のうち１部を正本と

して社名の記載があるものを作成し、９部は副本として社名の記載はせず、応

募者が特定できるような社名・ロゴ等を記載しないこと。

①本件の協働発行事業者となった場合の業務処理体制

（人員体制、業務フロー等）

②初版の製本完了までのスケジュール表

③申請者の独自企画の分かる資料

④ページ見本Ａ（津山市のイベントや親子で楽しめる施設に関する具体的記事、広

告の配置（枠組み）等についてのレイアウト案。計４ページ以上で適宜。)

⑤ページ見本Ｂ（津山市ホームページに掲載されている子育て支援サービス等の情

報に関する具体的記事及び子育て関連施設の位置を表す地図（イラスト地図）の

入ったレイアウト案。計４ページ以上で適宜。)

※④・⑤は、本件と同様の情報誌を他の地方公共団体又は国と協働発行した当

該情報誌のカラーコピー（計４ページ以上で適宜）に替えることができる。

なお、このときは、当該情報誌を実物見本として２部提出すること。
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⑥規格及び仕様書（ガイドブックのページ数及び総発行部数）

⑦申請者の広告掲載基準の有無（ある場合のみ）

(2) 提出期限 令和４年９月７日（水）午後５時まで（必着）

(3) 提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到

着、持参したものについては受付しない。

(4) 提出場所

津山市こども保健部子育て推進課こども政策係

〒７０８－８５０１ 岡山県津山市山北５２０番地

TEL（０８６８）３２－２１７９ FAX（０８６８）３２－２１６１

１０ 審査方法

企画提案についてプレゼンテーションを実施し、審査基準（別紙２）に基づき審査

し、総得点が最低基準（満点（「100 点×評価者数」）の６割）以上となった参加者の

うち、総得点が最も高いものを最優秀提案者として選定する。また、総得点が最も高

い事業者が複数となった場合は、後日くじ引きにより最優秀提案者を選定する。

なお、応募が１者のみの場合であっても審査を実施するものとし、総得点が最低基

準以上となったときは、当該事業者を最優秀提案者とする。

開催日程 令和４年９月１４日（水）午後１時３０分から（予定）

津山市役所東庁舎１階 Ｅ１０１会議室

１１ 審査基準及び配点

本プロポーザルは別表の審査基準（別紙２）に基づき審査する。

１２ 審査結果

審査の結果については、以下のとおり審査を受けた者に対して通知する。

(1) 通知方法 書面により通知する。

(2) 通知時期 令和４年１０月６日（木） 発送予定

なお、最優秀提案者として決定されなかった者が、その理由の説明を求めることの

できる期間は、通知を受けてから７日以内とする。

１３ 協定

最優秀提案者と協定に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに手続きを行う。

なお、協議により最優秀提案者と協定ができない場合は、次点者と協定について協議

するものとする。

１４ 情報公開

審査の結果については、津山市ホームページ上で公表する。公表する内容は以下の
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とおりとする。

(1) 最優秀提案者名（最優秀提案者以外の者は仮名で公表する）

(2) 評価順位及び点数

なお、企画提案者から提出された企画提案書については、津山市情報公開条例第７

条第３号の規定（開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財

産権その他正当な利益を害する恐れがあるもの）に基づき開示しないものとする。

１５ 提出書類の取扱い

(1) 提出されたすべての書類は、返却しない。

(2) 提出後の書類の差し替え及び追加・削除は認めない。

(3) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査以外には使用しない。

(4) 企画提案書の提出は１者につき１案とする。

１６ その他

(1) 費用負担

書類作成及び提出に係る費用等の必要経費は、すべて提出者の負担とする。

(2) 参加辞退

参加申込後又は企画提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに書面（

任意様式）により、辞退の旨を担当課あてに提出すること。

(3) 失格事項

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 参加資格要件を満たしていない場合

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成の留意

事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合

オ プレゼンテーションを欠席した場合

カ 津山市の事業費負担が生じる見積の場合

キ 審査基準で設定する、最低基準点を下回った場合

(4) 著作権等の権利

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとす

る。ただし、協働発行事業者に選定された者が作成した企画提案書等の書類に

ついては、市が必要とする場合は、あらかじめ協働発行事業者に通知すること

により、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）する

ことができるものとする。企画提案書等に含まれる著作権、特許権等、日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した

結果生じた責任は、当該企画提案書等を作成した者が負う。
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(5) 再募集

審査の結果、適切な候補者がない場合又は応募がない場合は、候補者に該当が

ないものとして再募集することがある。

(6) 異議申し立て

申請者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として異議を

申し立てることはできない。

(7) 協働発行事業者は、業務終了前に事故が発生したときは、その理由に関わらず、

直ちにその状況、処理対策等を本市に報告し、応急措置を終えた後、書面によ

り詳細な報告及びその後の方針案を提出する。

１７ 問合せ先

津山市こども保健部子育て推進課こども政策係

〒７０８－８５０１ 岡山県津山市山北５２０

TEL（０８６８）３２－２１７９ FAX（０８６８）３２－２１６１

mail：kodomo@city.tsuyama.lg.jp 担当者：岡田


