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佐賀市生活困窮者家計相談支援事業業務委託公募 

（プロポーザル方式）実施要領 

 

佐賀市（以下「市」という。）が実施する佐賀市生活困窮者家計相談支援事業業務委託（以

下「本委託」という。）に係る委託先事業者の選定にあたり、この要領に基づいて企画提案

を公募する。 

 

１ 委託業務の内容 

  次の２事業を一括して委託する。なお個別の事業のみでの応募はできない。委託業務の

概要は、別途定める佐賀市生活困窮者家計相談支援事業業務委託要求水準書（以下「要求

水準書」という。）のとおりとする。 

（１）被保護者家計改善支援事業 

（２）生活困窮者家計改善支援事業 

 

２ 業務委託期間  

  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（事業の準備期間、引継ぎ期間を除く。） 

   

３ 予定価格 

   ６３，２８９，６００円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

 

ただし各年度の事業費は、以下の上限額を超えてはならない。 

    令和４年度  ：２１，２４３，２００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和５～６年度：２１，０２３，２００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（見積書には、見積額の合計及び各年度の見積額を記載する。各年度ごとの見積額につい

て１年度でも上限額を超えた見積額の記載があった場合には、判明した時点で失格となる

ので注意すること。） 

 

４ 最低制限価格 

  ５８，１８１，２００円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 参加資格要件 

社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成１０年法

律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人など法人格を有する民間団体若し

くは複数の法人からなる連合体とし、次の全ての要件を満たすものとする。（連合体の場

合は、（１）を除き、全構成員が全ての要件を満たす必要がある。） 

連合体で応募する場合は、応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する代表者

（以下「代表構成員」という。）をあらかじめ選定するとともに、構成員全てを明らかに
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し、構成員間における協定書等において、各々の役割分担や事故が起きた場合の責任の所

在等が明確になっている必要がある。 

なお、参加資格要件確認のため、佐賀県佐賀北警察署に照会する場合がある。 

（１）現に佐賀市に事務所を有する法人であること。（ただし連合体の場合は、代表構成

員が現に佐賀市に事務所を有する法人であること。） 

（２）令和４年４月１日時点で、要求水準書で定める所定の要件を満たす事務所を確保す

ることができる法人または連合体であること。 

（３）当該事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施できること。 

（４）要求水準書で定めた人材を配置し、一体的・総合的な支援が展開できること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参

加者の資格）の規定に該当する者でないこと。 

（６）参加表明書提出期間内において、国又は地方公共団体から指名停止等の処分を受け

ている者でないこと。 

（７）参加表明書提出期間内において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づ

く更生手続き開始の申立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

民事再生手続き開始の申立てがなされた者でないこと。 

（８）佐賀市発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

（９）宗教活動、政治活動及び選挙活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（１０）国税及び市税の滞納がないこと。 

（１１）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次に掲げ

る者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

①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。以下同じ。） 

②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第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。） 

③暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は 

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（１２）連合体の構成員として参加申込みを行う場合は、以下の要件を満たすこと。 

    ①連合体の構成員が他の連合体の構成員として重複参加する者でないこと。 

    ②連合体の構成員が単体としても重複参加する者でないこと。 
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６ 公募スケジュール 

公募開始 令和３年１２月２０日（月） 

参加表明書の提出締切 令和４年１月１４日（金）午後５時１５分まで 

質問受付締切 令和４年１月２１日（金）午後５時１５分まで 

提案書等の提出受付期

間 

令和４年１月３１日（月）午前８時３０分から 

令和４年２月４日（金）午後５時１５分まで 

プレゼンテーション 令和４年２月１６日（水） 

選定結果通知 令和４年２月２１日（月）頃 

業務委託契約締結 令和４年２月下旬 

 

７ 手続き 

（１）募集要領等の配布 

①配布期間 

令和３年１２月２０日（月）から令和４年１月１４日（金）午後５時１５分 

まで 

②配布方法  

佐賀市ホームページ（https://www.city.saga.lg.jp）にて配布する。 

 

（２）企画提案参加表明書の提出 

本公募への参加を希望する者は、「企画提案参加表明書」（佐賀市生活困窮者家計相談 

支援事業業務委託企画提案書作成要領（以下「作成要領」という。）様式９または９－ 

２）を次のとおり、提出するものとする。なお、期限までに参加表明書を提出しない場 

合は、本公募に参加できない。 

① 提出期限 

令和４年１月１４日（金）午後５時１５分まで 

   ②提出方法 

   電子メールにて、佐賀市保健福祉部生活福祉課宛てに送付すること。 

  （電子メールアドレス seikatsufukushi@city.saga.lg.jp ） 

参加表明書を送付した後、生活福祉課（0952-40-7264）に送付した旨の確認の電 

話をすること。 

   ③受領確認通知の送付 

    市が参加表明書を受領した際は、受領した日の翌々日（閉庁日を除く）までに、 

電子メールにより参加表明書受領通知を送付する。  

 

（３）質問の受付及び回答 

本実施要領等の内容などについての質問は、「質問書」（作成要領様式１０）により 

提出すること。 
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①提出方法 

電子メールによることとし、送信時には下記の提出先へ到達確認の電話連絡を行 

うこと。 

②提出先 

佐賀市保健福祉部生活福祉課 福祉・就労支援室 

電 話 ０９５２－４０－７２６４  

E-mail seikatsufukushi@city.saga.lg.jp 

③提出期間 

公募開始から令和４年１月２１日（金）午後５時１５分まで 

④回答方法等 

（２）の企画提案参加表明書を提出した全ての者に、令和４年１月２５日（火） 

までに質問事項及び回答を通知する。 

 

（４）企画提案書等の提出 

本公募への参加を希望する者は、作成要領に定める書類（以下「企画提案書等」と

いう。）を次のとおり提出するものとする。 

① 提出期間 

令和４年１月３１日（月）から令和４年２月４日（金）までの午前８時３０ 

分から午後５時１５分まで（閉庁日を除く。） 

書留郵便の場合も含め、提出期間を過ぎたものは受け付けない。 

②提出先 

〒８４０－８５０１ 佐賀市栄町１番１号 

佐賀市保健福祉部生活福祉課 福祉・就労支援室 

③提出方法 

持参又は郵送（書留など配達記録が残る方法に限る。）により提出するものとする。 

    ④企画提案書等の留意事項 

  ａ 企画提案書等は、Ａ４サイズ版（縦置き、横置きどちらでも可）の横書きとす 

る。 

ｂ 企画提案書等は、様式が定められているものについてはマイクロソフト社製の 

ワードとし、それ以外のものについては、ワード、エクセル又はパワーポイント 

で作成すること。 

  ｃ 企画提案書等は提案者１者につき１提案のみ受け付けるものとし、提出後の書

き換え、差替え及び撤回は認めないものとする。また、提出された書類は返還し

ない。 

ｄ 企画提案書等は選定作業等、必要な範囲において複製することがある。 
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８ 優先交渉権者の選定 

（１）審査方法 

本委託では事業者の有する専門的な知識やノウハウを活用することが必要であるこ 

とから、事業者の選定にあたっては公募型プロポーザル方式によって優先交渉権者を選 

定する。 

 

（２）審査委員会 

審査委員会は本市職員をもって構成する。なお企画提案参加者が優先交渉権者選定ま 

でに、本委託について委員会の委員に直接間接を問わず接触を試みた場合は失格とする。 

 

９ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

（１）日時及び場所 

    ①実施日時 令和４年２月１６日（水）とし、参加表明書の提出後、具体的な時 

間を提案者に対し、本市から個別に電子メールで連絡をする。 

② 場所   佐賀市役所大財別館４階第２会議室（佐賀市大財３－１１－２１） 

③出席者  プレゼンテーションの説明者は、補助者を含めて３名以内とする。 

 

（２）プレゼンテーションの内容 

     ①プレゼンテーションは、１社ずつの呼び込み方式とし、プレゼンテーションに引き 

続きヒアリングを実施する。１社につき４０分（説明２０分、質疑２０分）を予定。 

     ②提案内容や業務内容等、本市が指定した事項についてわかり易く説明すること。 

③プレゼンテーションの内容は、提出があった提案書に基づくものとして、追加資料 

は認めない。 

    ④プレゼンテーションに必要なパソコン等の機器は、提案者側で用意すること。ただ

し、スクリーン、プロジェクターについては、本市で準備する。 

 

（３）プレゼンテーションに出席しない場合 

    事業実施の意思がないものとみなし、原則として、事業者として選定しないものと 

する。ただし、交通機関の事故等、真にやむを得ない理由により出席できなかったも 

のと本市が判断した場合には、この限りではない。その後の対応については、本市の 

指示に従うこと。 

 

１０ 審査の実施及び結果通知 

本市職員で構成する審査委員会による審査を経て、すべての審査員の評価点の合計が最 

も高かった企画提案者を優先交渉権者として選定する。 

なお、評価点が満点の５割に達しない場合は、交渉権者として選定しないものとする。 

また、審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、審査委員間で協議のうえ、 

優先交渉権者を選定するものとする。 
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 （１）提案書等の評価の基準 

   優先交渉権者選定にあたっての評価の基準は、佐賀市生活困窮者家計相談支援事業業 

務委託優先交渉権者選定基準に示す通りとする。 

 

（２）審査結果の通知 

審査結果については、すべての企画提案者の得点を明示した書面にて個別に通知する。

ただし得点の内訳等の審査内容について説明を求めること、及び審査結果に対する異議

を申し立てることはできないものとする。 

 

１１ 契約の締結 

（１）契約締結の手続きについて 

①審査により選定された候補者と業務内容及び契約金額等について協議し、協議が整 

ったときは、速やかに、佐賀市財務規則（平成１７年佐賀市規則第６２号）に定め

る随意契約の手続きにより契約を行う。契約対象となる業務内容は、提案書を基本

とするが、提案書の内容に拘束されるものではない。 

②候補者が契約締結時までに「５ 参加資格要件」のいずれかに該当しなくなった場 

合や、事故等の特別な事由により契約締結が不可能となった場合などは、審査委員

会による審査において総得点の高い者から順に、契約交渉の相手方とする。 

③本委託の委託仕様書は、要求水準書及び優先交渉権者が提出した企画提案書等をも 

とに作成するが、本委託の目的達成のために必要と認められる場合には、市と優先

交渉権者との協議により、提案内容を一部変更した上で委託仕様書を作成すること

がある。 

 

（２）契約保証金について 

契約の相手方は、佐賀市財務規則第１０４条第１項の規定に基づき、契約保証金を、

契約締結前に納付しなければならない。ただし、同２項の各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

 

（３）費用負担 

   業務委託契約書の締結に必要な費用は契約する業者（以下「受託者」という。）の負担とす 

る。また契約締結から事業開始までの準備に要する費用も受託者の負担とする。 

 

１２ 個人情報の保護 

契約を締結した場合、受託者は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号 

）第５条第３項、同法第７条第３項、佐賀市個人情報保護条例（平成１７年佐賀市条例第 

２０号。以下「条例」という。）及び佐賀市情報セキュリティポリシーを遵守するものと 

し、本委託に従事する者又は従事していた者が、本委託に関して知り得た個人情報を不正 

に提供又は盗用した場合などは、当該法令及び条例に基づき処罰されることがある。 
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なお、本公募の参加にあたって提出された書類は、本委託の適正な実施のために使用す 

る。 

 

１３ 失格 

  以下の事項に該当する場合には、失格となる場合がある。 

（１）「３ 予定価格」で設定する予定価格及び各年度の事業費の上限額を超える見積額

を提案した場合 

（２）最低制限価格を下回る見積額を提案した場合 

（３）「５ 参加資格要件」で規定する参加資格要件を満たさない場合。または、優先交

渉権者が決定するまでの間に参加資格要件を満たさなくなった場合。 

（４）「７（４）企画提案書等の提出」で規定した事項を遵守していない場合 

（５）提出書類に虚偽の内容の記載がされている場合 

（６）著しく信義に反する行為があった場合 

（７）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 （８）（１）～（７）を根拠に企画提案者を失格とし、プレゼンテーションに参加させな 

いことを決定した場合は令和４年２月１０日（木）までに当該提案者に電子メールで 

通知する。 

 （９）（８）の通知に対する異議申し立ては認めない。 

 

１４ その他 

（１）費用負担 

本公募の参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

 （２）必要事項の追加 

   本書に定める事項以外に必要な事項が生じた場合には、佐賀市のホームページを通じ 

て、またプロポーザル参加表明書の提出後においては参加を表明した事業者宛てに通知 

する。 

（３）本市が提示する資料の利用 

   本市が提示する資料等は、入札にあたっての検討以外の目的で使用することを禁止す 

る。 

 （４）著作権 

  提出書類の著作権はプロポーザル参加者に帰属する。ただし本市が公表、展示及びそ 

の他本委託に関し必要と認める場合は、本市はこれを無償で使用できるものとする。 

 

１５ 問い合わせ先 

佐賀市保健福祉部 生活福祉課 福祉・就労支援室 担当 田中、與猶 

住所：佐賀市栄町１番１号 

電話：０９５２－４０－７２６４  

E-mail:seikatsufukushi@city.saga.lg.jp 


