鹿嶋市外国語指導助手派遣委託プロポーザル方式等実施要領

１ 委託業務名
平成３０・３１年度 鹿嶋市外国語指導助手派遣委託
２ 目的
鹿嶋市では，グローバル化に対応した教育施策の一環として，外国語指導助手を活用し，
外国語によるコミュニケーション能力の向上を図っている。
今後の英語教育の狙いとして，幼児期及び小学校期においては文化や価値観が異なる外
国人に対して英語を介してお互いの気持ちをやりとりする楽しさを味わい，中学校期にお
いてはこれまで身に付けた知識や技能を活用できることとする。
そこで，外国語指導助手を活用することにより，生きた英語に接する機会を積極的に提
供し，本市の英語教育カリキュラムの充実と国際理解教育の推進を図るにあたり，より優
秀な人材を確保して質の高い安定した事業支援を提供していただける事業者候補を下記
により募集する。
３ 業務の概要
（１）派遣委託内容
別紙「鹿嶋市外国語指導助手派遣委託仕様書」による
（２）委託期間
平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日（２年間）
なお，派遣委託を継続することが適当でないと認められるときは，契約書に基づき，
契約を解除することがある。
（３）提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。
）
１５３，１８８，０００円
（平成３１年１０月以降消費税額１０％を見込んだ額とする）
ただし，この金額は契約時の予定価格を示すものでなく，２年間の事業規模を示すた
めのものであることに留意すること。
また，提案価格は提案上限額を越えてはならない。
提案上限額に含まれるものは，次のとおりとする。
ア 指導料
イ 消費税
ウ その他，外国語指導助手に係わる全ての費用（渡航費，住宅費，諸手当，税金，
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交通費，広告採用費，ビザ取得手続費，各種保険，給食費，コンサルタント料，
研修講師費用，服務管理費等）
４ 参加資格要件
（１）
平成２５年度から平成２９年度までの５年間において，国（独立行政法人等を含む）
，
地方公共団体，教育機関において同種または類似業務の受注実績があること。
（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
しないこと。
（３）参加申込時に，鹿嶋市および茨城県から指名停止の処置を受けていないこと。
（４）暴力団員が経営に実質的に関与している法人，その他の団体でないこと。
（５）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
５ プロポーザル概要
（１）事務局
鹿嶋市教育委員会 教育指導課 担当 生井澤
〒３１４－８６５５ 茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１
電話 ０２９９－８２－２９１１（内線５２５）
FAX ０２９９－８３－７８９４
Ｅ－mail sidoushitsu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
（２）プロポーザルの日程
以下の日程で行う。
件 名

期限等

参加申込書提出期限

平成３０年１月１９日（金）午後５時

資格審査結果通知

平成３０年１月２４日（水）

質問書の提出期限

平成３０年１月２６日（金）午後３時

質問書に対する回答日

平成３０年１月３０日（火）

企画提案書の提出期限

平成３０年２月 ２日（金）午後５時

第一次審査（書類審査）

平成３０年２月 ６日（火）予定

第一次審査（書類審査）結果通知

平成３０年２月１６日（金）予定

第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 平成３０年２月２２日（木）予定
第二次審査結果通知

平成３０年２月末
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（３）参加方法（申し込み）
本プロポーザルに参加する事業者は，次のとおり必要書類を提出すること。
ア 提 出 物：参加申込書（様式第１号）
：会社概要（様式自由：会社案内などの冊子でも可）

１部
１部

：業務実績調書(様式第２号及び契約書の写し：直近のものを添付)１部
：履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

１部

：財務諸表

１部

：直近年度の国税，都道府県税及び市町村民税に未納がないことを
証明する書類

１部

イ 提出期限：平成３０年１月１９日（金）午後５時まで（期限厳守）
ウ 提 出 先：鹿嶋市教育委員会 教育指導課
エ 提出方法：持参または郵送（ただし，必着のこと）
（４）資格審査結果通知
期日：平成３０年１月２４日（水）
審査結果は郵送で参加者全員に通知する。
（５）質疑応答
本案件の業務内容等に関して不明な点がある場合は，次のとおり提出すること。
なお，受け付けた質問事項全てを取りまとめ，全参加者に対して電子メールにて回答
する。ただし，実施要領及び派遣委託仕様書に記載された事項または問い合わせ期間以
外の問い合わせは受け付けない。
ア 提 出 物：質問書（様式第３号）
イ 提出期限：平成３０年１月２６日（金）午後３時まで
ウ 提 出 先：鹿嶋市教育委員会 教育指導課
エ 提出方法：郵送・ＦＡＸ・電子メール可。ただし，必着のこと。
（ＦＡＸ・電子
メールで送信の場合，送信したことを事務局に電話連絡すること。
）
オ 回答期日：平成３０年１月３０日（火）
カ 回答方法：参加者全員へ電子メールにて回答。
６ 企画提案書等の提出
本プロポーザルに参加する事業者は，次のとおり必要書類を提出すること。
（１）提出物
ⅰ．企画提案書
様式は任意とするが，次の事項及び内容を（タイトルとして順序を変えず，
）必ず記載
し，下記（４）に留意すること。
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事 項
会社概要

内 容

審査
対象

１．企業コンセプト，業務内容，従業員数等
２．外国語指導助手及び受託担当事業所の概要

実績

１．直近５年間の茨城県内での同種，類似業務の実績及びその他の地

一次

方公共団体，教育機関等での業務実績
２．外国語指導助手の登録人数等
外国語指導助手 外国語指導助手の採用体制，採用方法及び採用基準（特に英語指導経
の採用体制

験と日本語能力）について

外国語指導助手 １．採用時の研修計画と研修内容
の研修体制

２．学校配置後の研修計画と研修内容

二次

求める人材への 派遣委託仕様書「７ 外国語指導助手の条件」への対応及びその根拠・
対応

理由

外国語指導助手 １．外国語指導助手の労務管理体制
の管理体制

２．外国語指導助手との連絡・相談体制
３．外国語指導助手の勤務評価及び評価後の指導体制と内容
４．学校からの要望・苦情等の把握と対応
５．欠勤・遅刻等の対応
６．教育委員会との連絡体制

危機管理体制

１．外国語指導助手が関係する事故やトラブルが発生した場合の対応
２．欠員発生時のフォローアップ及び補充体制
３．労働問題発生時の対応
４．法令を遵守するための取組内容

二次

鹿嶋市の英語教 １．小学校英語教育のカリキュラム，レッスンプラン等への支援
育への提案

２．中学校コミュニケーション英語の時間における授業アイディアの
提案
３．幼稚園，保育園，認定こども園（３歳児以上）における英語活動
の提案
４．２０２０東京オリンピック・パラリンピック（サッカー競技）の
本市開催に向けたオリパラ教育の提案
５．派遣委託による外国語指導助手を活用した効果的な提案等

ⅱ．提案価格書
① 提案価格書（様式第４号）
② 提案価格内訳書（様式：任意）
ア 提案価格は，提案内容評価の参考として利用するものであり，契約金額となら
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ないものとする。
イ 提案価格は２年間の総額で消費税及び地方消費税を含んだ価格とする。
ウ 積算内訳書は，積算根拠を明確に掲示すること。
（２）提出期限 平成３０年２月２日（金）午後５時まで（郵送可。ただし，必着のこと。
）
（３）提出先

鹿嶋市教育委員会 教育指導課

（４）提出書類についての注意点
ア 企画提案書については，Ａ４縦型，横書き，左綴じとすること。また企画提案書
の分量は３０（６０頁）枚以内とし，ページ番号を付すこと。
イ 企画提案書の提出部数は１０部とする。
ウ 提案価格書は，原本１部・複写によるもの９部を提出すること。
エ 提案価格内訳書についても，Ａ４縦型とし，提出部数は１０部とする。
７ 第一次審査及び第二次審査
（１）審査の流れ
本プロポーザルは，鹿嶋市外国語指導助手派遣委託プロポーザル方式等審査委員会
（以下「審査委員会」という。
）を設置し，下記のとおり行う。
（２）第一次審査
企画提案書を提出した事業者について，書類審査を行い，第二次審査の対象とする事
業者を選定（５者以内）する。
審査結果は平成３０年２月１６日（金）までにＦＡＸで参加者全員に通知する。
（３）第二次審査
（２）により選定した事業者に対し，上記６の提案書類をもとに提案に基づく説明を
受けるため，第二次審査を行う。
（４）第二次審査開催期日，会場
期日：平成３０年２月２２日（木）
会場：鹿嶋市教育センター 研修室１・２
（５）第二次審査の時間指定について
事務局は，平成３０年２月１６日（金）までに第一次審査結果とともに，第二次審査
の開始時刻を指定した通知書を対象事業者にＦＡＸで送信する。開始時刻の指定は，
「参
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加申込書」提出順をもとに指定する。なお，指定を受けた第二次審査対象事業者は，当
日中に事務局まで確認した旨連絡すること。
（６）第二次審査の内容
企画提案書に基づき，提案説明を行う。
ア １事業者あたり３０分（説明２０分・ヒアリング１０分）とする。
イ 説明者は本業務担当者を原則とし，第二次審査参加者は３名以内とする。
ウ 説明は，提出された企画提案書類に沿って行うこととする。その際，参考用教
材等の持ち込みは可能とする。
エ パソコン及びプロジェクター等の使用を認めるが，機器は各自で準備すること。
８ 評価基準
評価基準は下記のとおりとする。
【企画提案事項】
企画提案事項

評価基準

配分

１．企業コンセプト，業務内容，従業員数
等
１

英語教育に対する会社として理念があり，契約

会社概要

１０
２．外国語指導助手業務部門及び受託担当

を行う相手方として信頼できる規模か。

事業所の概要
１．直近５年間の茨城県内での同種及び類
２

似業務の実績及びその他の地方公共

本業務及び類似業務に係わる受託実績・経験は

団体，教育機関等での業務実績

豊富か。

実 績

３０
２．外国語指導助手の登録人数等
外国語指導助手の採用体制，採用方法及び

外国語指導助
３

適正な人材を採用するシステムが確立されてい
採用基準（特に英語指導経験と日本語能

手の採用体制

１０
るか。

力）について

外国語指導助

１．採用時の研修計画と研修内容

学校へ配置するための十分な研修が行われてい

２．学校配置後の研修計画と研修内容

るか。

４

１０
手の研修体制

配置後も指導力向上を図る研修が計画的に行わ
れているか。

求める人材へ

派遣委託仕様書「７ 外国語指導助手の条

求める質の高い人材確保にどのように対応する

の対応

件」への対応及びその根拠・理由

か。

１．外国語指導助手の労務管理体制

外国語指導助手の労務管理体制は適正か。

２．外国語指導助手との連絡・相談体制

外国語指導助手への連絡・相談体制はどのよう

３．外国語指導助手の勤務評価及び評価後

にしているか。

５

１０

外国語指導助
６
手の管理体制
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４０

の指導体制と内容

勤務状況を正確に把握するシステムができてい

４．学校からの要望・苦情等の把握と対応

るか。

５．欠勤・遅刻等の対応

学校の要望・苦情に対し速やかな対応ができる

６．教育委員会との連絡体制

か。
発生した場合の対処はどのようにするか。
教育委員会との連絡が速やかに行える体制か。

１．外国語指導助手が関係する事故やトラ
ブルが発生した場合の対応
トラブル等が発生した場合，学校に及ぼす支障
２．欠員発生時のフォローアップ及び補充
７

危機管理体制

の程度をいかに少なくするか，迅速かつ的確な

２０

体制
対応がとれるか。
３．労働問題発生時の対応
４．法令を遵守するための取組内容
１．小学校英語教育のカリキュラム，レッ

ション能力の向上，
平成 30 年度からの小学校英

スンプラン等への支援
２．中学校コミュニケーション英語の時間
における授業アイディアの提案

鹿嶋市の英語

本業務の目的である外国語によるコミュニケー

語教科化先行実施に向けた本市の英語教育カリ
キュラムの構築及び充実を図るとともに国際感

３．幼稚園，保育園，認定こども園（３歳

覚の醸成と国際理解教育の推進を図る提案とそ

児以上）における英語活動の提案

の有効性が示されているか。また，中学校にお

４．２０２０東京オリンピック・パラリン

いて「英語を使って何ができるか」という視点

ピック（サッカー競技）の本市開催に

に立ち，生徒が身に付けた知識・技能を活用す

向けたオリパラ教育の提案

る場の提案がなされているか。

８

３０
教育への提案

５．派遣委託による外国語指導助手を活用
した効果的な提案等

国際的なビッグイベント開催を活かした提案で
あり，本市のオリンピック競技開催の機運を高
める具体的な方策が示されているか。

１．提案価格の妥当性
提案価格及び
９

提案価格は妥当か。
２．プレゼーションとヒアリングによる提

提案説明

４０
担当者は業務内容を十分理解しているか。

案の具体性

９ 受託候補者の選定
選定委員会において第二次審査の内容を総合的に評価し，事業の受託候補者の順位付
けを行い，本業務に最も適していると認められる受託候補者を１者選定する。
選定結果は平成３０年２月末までに，第二次審査参加者全員に郵送で通知する。
10 異議申し立て
選定理由及び選定結果に対する問い合わせについては，対応しないものとし，異議申
し立ては受け付けない。また審査状況・点数等は非公表とする。
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11 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
・企画提案書提出期限までに書類が提出されない場合
・第二次審査に選定されて参加しない場合
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・審査の透明性・公平性を害する行為があった場合
・上記に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合
12 契約の締結
（１）上記９により選定された者と，契約締結の交渉を行う。ただし，当該交渉が不調の
ときは，順位付けを行った上位の事業者から順に契約締結の交渉を行う。
（２）委託契約等については，鹿嶋市財務規則に基づき，別途協議する。
13 その他
（１）事前の交渉については，一切受け付けない。
（２）本プロポーザルへの参加に係わる提出書類作成及び提出等に要する費用は，全て参
加事業者の負担とする。
（３）本プロポーザルの参加に関して使用する言語は日本語，通貨単位は円，時刻は日本
標準時とする。
（４）申込み後に辞退する場合は，事務局に連絡のうえ，辞退届（様式：任意）を提出す
ること。
（５）書類提出後の記載内容の変更は原則認めない。また，提出された書類は返却しない。
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