令和３年度
たかまつ女性活躍促進支援業務委託
提案公募要領

令和３年４月
高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課

１ 提案公募の目的
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活
躍推進法」という。
）に基づき、女性の活躍推進が強く求められる中、本市においても企業にお
ける女性活躍を推進するため、各種セミナー等の開催、女性活躍推進法に基づく事業主行動計
画策定支援等のためのアドバイザーの派遣を内容とする業務を委託するに当たり、事業者の提
案内容や能力等を総合的に判断し、本業務に最も適した事業者を選定するため、提案公募を実
施する。

２ 業務概要
(１) 業務名
令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託
(２) 業務内容
「令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託提案仕様書」
（以下「仕様書」という。
）
のとおり
(３) 履行期間
契約締結の日から令和４年２月１８日まで
(４) 事業規模額
２，２００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）
（なお、この金額は見積時の予定価格を示すものではない。また、最終的な実施内容、
契約金額については、市と調整した上で決定することとする。）
(５) 発注者
高松市
（担当部署）市民政策局 男女共同参画・協働推進課

３ 参加資格
本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とする。
(１) 本手続きへの参加表明書提出日現在、高松市物品・委託・役務の提供等競争入札参加
資格者名簿に登録されている市内企業又は準市内企業（市内企業及び準市内企業の定義
は、高松市物品・委託・役務の提供等指名競争入札等業者選定要領による。）であること。
(２)

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していな

いこと。
(３) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始
の申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律第
１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する申
立てを含む。
）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生
手続開始の申立てがなされていないこと。
(４) 公告の日から契約締結の日までの期間に、高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高
松市告示第４０３号）による指名停止の措置を受けていないこと。
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４ 委託業者選定までのスケジュール
(１) 参加表明書等の配布期間
令和３年４月１９日（月）から４月３０日（金）午後５時まで
(２) 参加表明書等の提出期限
令和３年４月３０日（金）午後５時まで
(３) 提案公募に関する質問期限
令和３年５月１１日（火）午後５時まで
(４) 企画提案書等の提出期限
令和３年５月２５日（火）午後５時まで
(５) 企画提案書等のヒアリング
令和３年５月下旬～６月上旬の指定日（別途通知）
(６) 選考結果の通知
令和３年６月中旬頃

５ 提案公募関係資料の配布
(１) 配布資料
ア 提案公募要領
イ 仕様書
ウ 申請関係様式
(ア) 参加表明書（様式第１号）
(イ) 会社概要書（様式第２号）
(ウ) 業務実施体制及び実績調書（様式第３号）
(エ) 業務責任者予定者経歴書（様式第４号）
(オ) アドバイザー予定者経歴書（様式第５号）
(カ) 辞退届（様式第６号）
(キ) 質問及び回答書（様式第７号）
(ク) 企画提案書（鑑）
（様式第８号）
(ケ) 見積書（様式第９号）
(２) 配布期間
令和３年４月１９日（月）から同年４月３０日（金）午後５時まで
(３) 配布方法
高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課ホームページ上からのダウンロードによる
掲載ＵＲＬ（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/
soshikihyo/danjo.html）

６ 参加表明書等の提出
(１) 提出書類
本要領に基づく提案書の提出を希望する者は、次に掲げる参加表明書及びその添付書類
を提出すること。
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ア 参加表明書（様式第１号）
イ 会社概要書（様式第２号）
※ 女性活躍の推進やワーク・ライフ・バランスの推進に資する取組の状況を記載
すること。
ウ

業務実施体制及び実績調書（様式第３号）

エ

業務責任者予定者経歴書（様式第４号）

オ

アドバイザー予定者経歴書（様式第５号）

(２) 提出部数
（１）のア～オを各１部
(３) 提出方法
持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）により、「(５)提出場所」に提出するこ
と。
(４) 提出期限
令和３年４月３０日（金）午後５時まで
※

受付時間は、提出期限までの市の執務時間（日曜日、国民の祝日に関する法律に定

める休日及び土曜日以外の日の午前８時３０分から午後５時まで）とする。
※

郵送の場合は、提出期限までに到着したものに限り受理する。
なお、提出期限までに参加表明書が到着しなかった場合又は参加資格を有する旨の

通知を受けなかった場合は、企画提案書を提出することはできない。
(５) 提出場所
〒７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号
高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課（担当：山岡、長廻）
(６) 企画提案者の選定
企画提案の参加資格の有無については、令和３年５月７日（金）までにＦＡＸ及び普通
郵便で通知する。
なお、参加資格に該当した者には該当した旨とヒアリング日時を、該当しなかった者に
は該当しなかった理由を通知する。
(７) 参加表明後の辞退
参加表明書等を提出した後に、提案を辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を提出す
ること。

７ 提案公募に関する質問
(１) 質問受付期間及び方法
本要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、令和３年５月１１日（火）午後５
時までに、質問及び回答書（様式第７号）に質問事項等を記載の上、Ｅメール（danjyo@city.
takamatsu.lg.jp）により送信、若しくは「(３)提出場所」に持参又はＦＡＸにより提出す

ること。
(２) 質問内容
質問の内容は、公募要領の記載内容、仕様書の記載内容及び参加表明書など各種様式の
記載方法等に関するものに限ること。
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(３) 提出場所
〒７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号
高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課（担当：山岡、長廻）
(４) 質問に対する回答
回答はその都度、質問者に対してＦＡＸ又は電子メールで行うとともに、質問と回答の
内容に関しては、高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課ホームページに、企画提案
書等の提出期限までの間、掲示することとする。
なお、質問に対する回答への問合せ及び異議の申立ては一切受け付けないこととし、以
下に掲げる内容の質問に対しては回答自体を行わないものとする。
ア 質問者の明らかな誤読
イ 質問者の個人的な意見
ウ 質問者の提案しようとする内容についての是非を問うもの
エ 質問者自らが判断又は調査すべきもの
オ 本提案公募に関係のないもの
カ Ｅメール、持参又はＦＡＸ以外の方法によるもの
キ 受付期間外に提出されたもの

８ 企画提案書等の提出
(１) 提出方法
企画書の提出者として選定された者は、以下に掲げる書類を、令和３年５月２５日（火）
午後５時までに、「(２)提出場所」に直接持参すること。
ア 企画提案書（鑑）
（様式第８号）
（ア） 提案内容
仕様書に示す業務内容を満たした上で、
「10(１)審査基準」の審査項目に留意
し、以下に掲げる内容で、企画性、専門性のある企画提案を示すこと。
①

業務の全体方針及び実施体制（２ページ程度）

②

業務全体の実施スケジュール（１ページ程度）

③

各業務の実施方針及び実施体制（３ページ程度）

④

各業務の実施スケジュール及び具体的作業内容（１２ページ程度）

⑤

その他、独自性のある提案等（２ページ程度）

（イ） 書式等
・用紙サイズ：Ａ４判、縦、横書き（一部、Ａ３判片袖折りも可）
・文字サイズ：原則、１０．５ポイント以上
・刷色：不問
・使用言語、通貨及び単位：日本語及び日本国通貨を使用
（ウ） 部数
５部（正本１部、副本４部）
※

正本には社名を記載し、押印すること

（エ） 留意事項
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・全体で２０ページ以内（表紙、目次は含めない。
）に収めること。
・記述はできるだけ平易な表現（図表等を含む。
）とすること。
・容易に提案者が判別できないようにすること。
・
「（ア）提案内容」に記載の項目全てについて、
「
（ア）提案内容」に記載の順
序に従って、記載すること。
・記号・略称等を使用する場合は、初出の箇所に記号・略称等の説明を記述す
ること。審査者が、記号・略称等が意味することを十分に理解できない場合、
審査の結果に影響を及ぼす可能性がある。
・提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は、一切認めない。
イ 見積書（様式第９号）
（ア） 書式及び内容
書式は、見積書（様式第９号）を用いること。また、内訳書（様式は任意。）
を添付し、具体的な項目、仕様、数量、金額等がわかるようにすること。
具体的な内容が不明なもの、明らかに経費対象とならないものが含まれる場合
は、再提出を求めることがある。
（イ） 部数
１部
（ウ） 留意事項
・見積年月日及び見積金額等を正確に記入すること。
・消費税及び地方消費税の課税事業者又は免税事業者である旨を明記すること。
(２) 提出場所
〒７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号
高松市市民政策局男女共同参画・協働推進課（担当：山岡、長廻）

９ ヒアリングの実施
企画提案者に対し、提案書記載内容について、次のとおり、ヒアリングを実施する。
(１) 実施時期
令和３年５月下旬～６月上旬
詳細な実施日時及び会場については、
「６(６)企画提案者の選定」時に、企画提案の有資
格者に通知する。
(２) 所要時間
１事業者当たり３０分（企画提案者による提案要旨説明約１５分、質疑応答約１５分）
(３) 説明者
原則、配置予定の業務責任者
１０ 事業者の特定
(１) 審査基準
「令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託提案公募選定基準」に基づき、提出さ
れた企画提案内容についての審査、採点を行い、評価点が最も高い提案者を特定者とする。
なお、審査は非公開とする。
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(２) 結果の通知
選定終了後、企画提案書の特定、不特定について、文書により各企画提案参加者に通知
するものとし、審査結果に関する問合せ、異議申し立ては一切受け付けないこととする。
なお、その企画提案が特定された者であっても、契約手続が完了するまでは、高松市と
の契約関係は生じない。
(３) 次点繰上げ
契約締結までに、その企画提案が特定された者が「３参加資格」の要件を満たさなくな
ったとき又は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は、審査結果が次
点の者から順に繰り上げて特定の相手方とする。

１１ 契約
(１) 契約内容
企画提案公募時の仕様書の内容を逸脱しない範囲で、提案が特定された者と協議を行い、
最終的な業務内容を整理した仕様書に変更した上で、契約を締結するものとする。
(２) 契約方法
随意契約
(３) 契約保証金
要する。
ただし、高松市契約規則第２４条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(４) 委託料の支払条件
完了払いとし、本業務の完了検査後、正当な請求に基づき支払うものとする。

１２ 提案公募の中止等
本市がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認めるときは、提
案公募の実施を中止又は取り消すことがある。

１３ その他留意事項
(１) 本提案公募に参加する一切の費用は、全て参加者の負担とする。
(２) 参加者が、
「３参加資格」の要件を満たさなくなったとき又は参加表明書及び提出物に虚
偽の記載を行ったとき若しくは審査の公平性を害する行為を行ったときは、当該参加者を
失格とし、当該参加者による参加表明及び企画提案を無効とする。
(３) 提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。
(４) 参加表明書及び提出物は返却しない。
(５) 書類の著作権は企画提案者に帰属し、提出された参加表明書及び企画提案書は、提出者
の選定及び企画提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
(６) 提出された企画提案書のうち、特定された企画提案書は、特定後一定の期間、評価結果
とともに公開することがある。
参加者が非公開を求める場合は、その旨を企画提案書に記載すること。ただし、公平性、
透明性、客観性を期する必要がある場合は、この限りでない。
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(７) 企画提案書作成のために本市から受領した資料は、本市の了解なく公表・使用すること
はできない。
(８) 参加者が１者のみであった場合でも、本提案公募を有効として取り扱うこととする。

１４ 公募要領関係資料
№
１

資

料 名

「令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託提案公募要領」

２

別添１

「令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託提案仕様書」

３

別添２

参加表明書（様式第１号）

４

別添３

会社概要書（様式第２号）

５

別添４

業務実施体制及び実績調書（様式第３号）

６

別添５

業務責任者予定者経歴書（様式第４号）

７

別添６

アドバイザー予定者経歴書（様式第５号）

８

別添７

辞退届（様式第６号）

９

別添８

質問及び回答書（様式第７号）
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別添９

企画提案書（鑑）
（様式第８号）

11

別添 10

見積書（様式第９号）

12

別添 11

「令和３年度たかまつ女性活躍促進支援業務委託提案公募選定基準」

１５ その他関連資料
○第４次たかまつ男女共同参画プラン
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shimin_katsudo/gender/
suishinshitsu/sankaku4.html
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