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松戸市小学校外国語指導助手派遣委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  本事業に係る企画提案を求め、各提案事業者の提案内容等を総合的に比較し、最も適し

た事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施するにあたり、必要な事項を定める

ものとする。 

 

２ 事業目的 

松戸市独自教科「言語活用科」の英語分野の指導者として、松戸市立小学校に外国語指

導助手を派遣することにより松戸市立小学校の児童に対して、生きた英語に接する機会を

提供し、英語によるコミュニケーション能力の向上及び論理的思考力の育成を図ることを

目的とする。 

 

３ 事業概要 

（１）業 務 名  松戸市小学校外国語指導助手派遣委託 

（２）発 注 者  松戸市教育委員会   

（３）履行期間  契約締結日から令和６年３月３１日 

（４）履行場所  松戸市教育委員会指定場所 

（５）業務内容  別紙「仕様書」のとおり 

 

４ 提案限度額 

 ４３，８９０千円（消費税及び地方消費税を含む。）の範囲内とする。 

 ※なお、この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのもので

ある。また、これを超える金額での提案は認められないものとする。 

 

５ 参加資格要件 

  本プロポーザルへの応募できる者は、次の要件をすべて満たすものとする。なお、申請

書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要

件を満たすまで有資格者として取り扱わないこととする。 

 

（１）法人格を有している者。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は本事業の開

札日（見積り合わせの日）前６か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用の申請をした者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続き開始の決定がされていない者。 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用の申請をした者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続き開始の決定がされていない者。 

エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国の

調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者。 
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オ 事業協同組合等が参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単

独で参加申込をすることはできない。 

カ 参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定

する資本関係又は人的関係がある者。 

（３）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（４）本市において競争入札参加資格を有していること。 

（５）参加申込書の提出期限から受託候補者の特定の日までの間において、松戸市入札参加

有資格者実態調査実施要領（平成２７年７月１日施行）に基づく入札参加資格の停止措

置を受けていないこと。 

（６）直近５年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体が発

注する外国語指導助手派遣事業の実績を有していること。 

（７）個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行わ

れていること。 

 

６ 事業スケジュール 

 

実施内容 期日等 

① 公募開始 令和５年１月１６日（月） 

② 質問の受付期間 令和５年１月１６日（月） 

～ 令和５年１月１８日（水）午後５時まで 

③ 市からの質問回答期限 令和５年１月２０日（金） 

④ 参加申込書の受付期間 令和５年１月１６日（月） 

～ 令和５年１月２７日（金）必着 

※持参の場合は、令和５年１月２７日（金）午後５時まで 

⑤ 参加資格確認結果通知 

（メール及び郵送） 

令和５年１月３１日（火） 

⑥ 企画提案書受付期間 令和５年１月３１日（火） 

～  令和５年２月９日（木）必着 

※持参の場合は、令和５年２月９日（木）午後５時まで 

⑦ 事業者選考 

（プロポーザル） 

令和５年２月１６日（木） 

⑧ 選考結果の通知及び 

公表 

令和５年３月上旬 

⑨ 契約の締結 令和５年４月３日（月）予定 

 

７ 実施要領等の配布 

（１）配布  

令和５年１月１６日（月）から 

（２）配布方法  

松戸市のホームページからダウンロード 
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８ 質問及び回答 

（１）受付期間 

令和５年１月１６日（月）～令和５年１月１８日（水）午後５時まで 

（２）質問方法 

所定の質問書（様式第８号）に必要事項を記載の上、事務局へ電子メールにより提出す

ること。電子メール送信後、事務局まで送信確認の電話をすること。 

（３）回答 

回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和５年１月２０日（金）までに松戸市のホ

ームページに掲載する。ただし、質問の内容が、企画提案書等の作成作業を進める上

で、大きな影響を及ぼすと判断されるものは、随時松戸市のホームページへ回答を掲載

する。 

 

９ 参加申し込み方法 

 本プロポーザルへの参加を希望する者は、必要書類を受付期間内に提出すること。受付

期間内に提出がなかった場合は、参加の意思がないものとみなす。 

 

（１）受付期間 

令和５年１月１６日（月）～令和５年１月２７日（金） 午後５時まで 

 

（２）提出書類 

№ 提出書類名 提出上の注意 

１ 参加申込書  （様式第１号）  

２ 会社概要書  （様式第２号） 事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組

織体制、従業員数、事業概要等が把握でき

るもの 

３ 事業実績書  （様式第３号） 過去の事業実績のわかる書類の写しを添付

すること 

４ 配置予定業務責任者及び担当者  

（様式第４号） 

 

５ 見積書    （任意様式） 内訳についても記載すること 

６ 納税証明書（国税） 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税

証明書（発行後３か月以内のもの） 

７ 納税証明書（法人市町村民税、 

固定資産税） 

市内に事業所を有する場合のみ、直近２年

分（発行後３か月以内のもの） 

８ 参加資格確認書（様式第５号）  

９ 履歴事項全部証明書 法務局で発行する法人の履歴事項全部証明

書（発行後３か月以内のもの） 

10 印鑑証明書 発行後３か月以内のもの 

11 委任状    （任意様式） 支店等を代理人とする場合 
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（３）提出先 

〒271-8588 千葉県松戸市根本３５６番地 松戸市教育委員会 学校教育部学習指導課 

（４）提出方法 

直接持参又は郵送（配達証明等、到着日の記録が残るものを使用すること）により事務

局へ提出すること。 

なお、提出書類を持参する場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（５）辞退表明 

参加申込書の提出後に参加の辞退を表明する場合は、速やかに事務局へ連絡し、指示に

従うこと。 

（６）参加申込の承認 

  参加申込の結果については、令和５年１月３１日（火）に通知する。 

  また、承認された事業者宛てに、企画提案書等の作成及びプレゼンテーション時に使用

する会社記号及びプロポーザルの詳細を併せて通知する。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

（１）受付期間  

令和５年１月３１日（火）～令和５年２月９日（木）午後５時まで 

 

（２）提出書類 

№ 提出書類名 提出上の注意 

１ 応募申込書  （様式第６号） １部 

２ 提案書表紙  （様式第７号） ※正本・副本用 

３ 
企画提案書  （任意様式） 記載内容については、本実施要領１０（３）を

参照すること 

  

（３）企画提案書（任意様式） 

 ア 企画提案書の様式 

    ①企画提案書は、Ａ４版（たて）両面印刷で左綴じとする。  

   ②企画提案書は、目次及びページ番号をつけること。なお、表紙・目次を除き５枚以内

に収まるように作成する。  

③正本には、事業者名を記載すること。 

④副本には、会社ロゴ等の会社名を特定できるようなものを記載せず、松戸市教育委員

会から通知された会社記号を使用すること。 

 

イ 企画提案書の提案内容 

別紙の仕様書をもとに、下記要件を具体的に記載すること。 

 ①会社の規模（指導助手登録人数、他市区町村での指導助手の派遣契約実績等） 

 ②会社の外国語教育に対する基本理念 

 ③松戸市の英語教育における派遣事業の目的理解 

 ④指導助手の採用基準・採用条件・指導助手の採用方法 

 ⑤指導助手の業務管理 
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 ⑥指導助手のサポート体制 

 ⑦指導助手の遅刻・欠勤及び欠員・交代時の管理体制 

 ⑧指導助手の健康状態の把握 

 ⑨緊急時における指導助手や学校への対応・苦情処理 

 ⑩独自カリキュラム（小学校低学年対応・小学校中・高学年対応）の内容 

 ⑪派遣予定指導助手の小学校における指導経験 

 ⑫派遣予定指導助手の性格（児童と積極的に関わることができるか） 

 ⑬派遣予定指導助手の日本語能力 

 ⑭指導助手の事前研修 

 ⑮派遣期間中に実施する研修 

 ⑯フォローアップ体制 

 ⑰会社独自の取り組み 

 

ウ 企画提案書の部数 

   企画提案書については、正本（本実施要領１０（２）提出書類２～３を閉じたもの）を

１部、副本（本実施要領１０（２）提出書類２～３を綴じたもの】を６部提出すること。 

 

（４）提出先  

〒271-8588 千葉県松戸市根本３５６番地 松戸市教育委員会 学校教育部学習指導課 

（５）提出方法 

直接持参又は郵送（配達証明等、到着日の記録が残るものを使用すること）により事

務局へ提出すること。 

なお、提出書類を持参する場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

                  

１１ 事業者選考（プロポーザル）  

 （１）実施日時 令和５年２月１６日（木）午後１時００分から（予定） 

 （２）実施場所 プロポーザル会場 松戸市教育委員会 ５階研修室 

 （３）出席者数 １者につき、４名以内とする。 

 （４）提案時間 参加事業者による説明時間１５分と選定委員の質疑応答５分を合わせて

２０分とする。なお、準備及び撤去に係る時間は含まない。 

 （５）そ の 他 (ｱ)プロポーザルの開始時刻、集合場所等については、参加事業者ごとに

別途通知する。ただし、事務上の都合により開始時刻等が変更にな

る場合がある。 

(ｲ)プロポーザルに用いる機器の持参及び使用は可能とする。机、椅子、

電源、プロジェクター及びスクリーンは松戸市教育委員会で用意する

が、使用する場合は参加事業者が準備を行うこと。 

          (ｳ)プロポーザルの参加事業者は、会社名を表示した衣類やバッヂ等、会

社名を特定できるようなものを身に付けないこと。 

          (ｴ)当日配付の資料は一切受け付けない。 

          (ｵ)本プロポーザルは非公開とし、他者による傍聴も認めない。 
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１２ 選考方法 

（１）審査方法 「松戸市小学校外国語指導助手派遣委託優先交渉事業者選定委員会設置要

領」に基づき、松戸市小学校外国語指導助手派遣委託優先交渉事業者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、参加事業者に対して選定

委員会委員が厳正かつ公平に審査を行う。 

 

（２）審査基準 審査は、「令和５年度 松戸市小学校外国語指導助手派遣委託 審査表」に

基づき実施し、最高点を獲得した参加事業者１者を受託候補者として選定

する。同点の場合は選定委員会委員長の付した点数が高い参加事業者を受

託候補者とする。 

また、適切な提案がない場合（評価点の得点率が６０％未満）には、受

託候補者として選定せず、全参加事業者において適切な提案がない場合は

プロポーザルの手続きを中止する。なお、参加事業者が１者のみであった

場合でもプロポーザルによる受託候補者の特定を行うものとする。ただ

し、１者のみの場合であっても選定委員会において提案内容の審査を行

い、選定の可否を決定する。 

（３）評価項目 

項目 内容 配点 

会社概要 ・会社の規模（指導助手登録人数、他市区町村での指導助手の

派遣契約実績等） 

・会社の外国語教育に対する基本理念 

・松戸市の英語教育における派遣事業の目的理解 

３０点 

採用体

制・管理

体制 

・採用基準・条件、採用方法 

・業務管理（指導助手の業務遂行状況の把握） 

・サポート体制（相談対応等） 

・遅刻・欠員時及び欠員・交代時の管理体制 

・健康状態の把握（定期健康診断や麻しん接種等の状況把握） 

・緊急時の指導助手や学校等への対応や要望・苦情等の処理 

６０点 

独自カリ

キュラム 

・独自カリキュラム（小学校低学年対応）の充実 

・独自カリキュラム（小学校中・高学年対応）の充実 
２０点 

派遣予定

指導助手

の特色 

・指導助手の小学校における指導経験 

・指導助手の性格（児童と明るく接することができる等） 

・指導助手の日本語能力 

５０点 

研修体制 ・事前研修 

・契約期間中に実施する研修 

・フォローアップ体制 

４０点 

合計 ２００点 

 

１３ 選考結果の通知及び公表 

選考結果は、参加事業者（提案書表紙（様式第７号）記載された担当者宛て）に対し、

令和５年３月上旬に郵送にて通知を行う。また、松戸市のホームページにも選考結果を公

表する。なお、選考結果通知に記載した内容以外の質問には回答しない。 
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１４ 契約に関する基本事項 

（１）契約方法 

優先交渉権を与える順位の決定後、順位が最も高い事業者と契約締結の交渉を行う。 

また、受託候補者の辞退や契約締結の交渉の結果、合意に至らなかったときは、次に順

位が高い事業者と交渉を行う。 

（２）契約保証金 

契約締結にあたっては、松戸市財務規則第１４３条第１項に従い、契約金額の１００分

の１０に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、松戸市財

務規則第１４３条第３項の規定により保証金の全部又は一部の納付を免除することがで

きる。 

（３）契約代金の支払い 

契約代金の支払いについては、「仕様書」記載のとおりとする。 

（４）契約締結における個人情報の取り扱い 

契約締結にあたっては、「松戸市個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報の

保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いにあ

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけ

ればならない。 

 

１５ 失格要件 

（１）提出書類に虚偽又は不正があったとき 

（２）提案限度額を超えた提案見積を提出したとき 

（３）プロポーザル開始時刻までに会場に来なかったとき 

（４）審査の公平性を害する行為があったと市が認めるとき 

 

１６ その他留意事項 

（１）公平性の観点から、参加事業者は選定委員に会社名を伏せるため、調査表やプロポー

ザルの中では会社名を出さないよう十分留意すること。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）提出書類を持参する場合や事務局に電話をかける場合は、土日祝日を除く午前９時か

ら午後５時までとする。 

（４）本プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類は、松戸市情報公開条例（平成 

１３年松戸市条例３０号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができ

るものとする。 

（５）書類受理後の追加・変更等は認められない。 

（６）本プロポーザルに要する経費はすべて参加事業者側の負担とする。 

（７）受託候補者と特定されたことをもって、契約締結確定とするわけではなく、仕様の協

議により訂正・追加・削除を行い確定させた後、同者と１者随意契約を行い、契約書

の取り交わしをもって契約成立となる。また、提案内容が全て仕様に盛り込まれるわ

けではないことに留意すること。 

（８）参加事業者が１者であっても、評価を行い、受託候補者として適当でないと認められ

る場合には、受託候補者と特定しないことがある。 

（９）天災等のやむを得ない事由がある場合、プロポーザルを延期、中断する場合がある。
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この場合において、新たな実施日程等については改めて決定し通知するものとする。 

（10）本プロポーザルは、令和５年度契約に関わる準備行為であり、本事業の契約締結は、

令和５年３月議会における令和５年度予算の承認を条件とする。 

（11）この実施要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。 

 

１７ 問い合わせ先 

住   所：〒２７１－８５８８ 千葉県松戸市根本３５６番地 

事 務 局：松戸市教育委員会 学校教育部 学習指導課  担当者：栗村 

電   話：０４７－３６６－７４５８  ＦＡＸ：０４７－３６９－４４６６ 

電子メールアドレス：mcgakusyuushidou@city.matsudo.chiba.jp 


