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学習支援システム利用に係る企画競争実施の公示 

 

 岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱第７条第１項の規定により、次のとおり公示

します。 

                                                              

平成３１年２月７日 

岡山市教育委員会教育長 菅野 和良 

 

１ 目的 

   学習支援システム利用に係る業務を実施するにあたり、提案書の公募による企画競

争を実施し、受託事業者を特定するものです。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託名   学習支援システム利用 

（２）業務内容   別添仕様書（案）参照のこと。 

（３）委託期間   契約日から平成３２年３月３１日まで 

（４）概算予算額  総額１５，０７３千円（消費税及び地方消費税を１０％として計算）

以内 

（５）支払い条件 完了後払い 

（６）契約保障  契約保証金（契約金額の１０／１００以上の額） 

本契約に係る契約保証金の種類は、①契約保証金の納付、②有価証

券の提供、③銀行等の金融機関の保証、④履行保証保険による保証

のいずれかとする。 

 

 

３ 参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び岡山市契約

規則（平成元年市規則第６３号。以下「契約規則」という。）第２条第１項に掲

げる者でないこと。 

（２） 参加申請書の提出日から契約の相手方として決定されるまでの間、岡山市競争

入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和 61 年市告示第 120 号）に

基づき、岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格

名簿」という。）に登載されていること。現在、有資格者名簿に登載のない者に

ついても企画提案書を提出することができるが、第４項に定める期限までに別紙

１に掲げる書類を提出し、有資格者名簿に登載されている者と同等であることの

認定を受けること。 

（３） 参加申請書の提出日から契約の相手方として決定されるまでの間、岡山市指名

停止基準に基づく、指名停止又は指名留保期間中でないこと。 

（４） 平成２８年４月１日以降で、国又は地方公共団体（地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）に規定する地方公共団体の組合を含む。）が発注する同様の業務を
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元請として受託し、完了した実績を有すること。 

４ 日程及び期限 

内容 日程・期限 

仕様書等の交付 公示日 平成３１年２月７日（木）から平成３１年３

月７日（木） 

仕様書等に関する質問受付 平成３１年２月１３日(水)午後３時まで（必着） 

仕様書等に関する質問回答 平成３１年２月１４日(木)午後５時までに岡山市ホー

ムページに掲載 

有資格者名簿に登載されて

いる者と同等であることの

認定を受けるための書類の

提出 

公示日から平成３１年２月２１日（木）午後５時まで

（必着） 

※有資格者名簿に登載されていない者は別紙１に掲げ

る書類を提出してください。 

※有資格者名簿に登載されている者は提出の必要はあ

りません。 

参加資格の通知 平成３１年２月２７日（水）まで 

企画提案書の提出 平成３１年２月２８日(木)から平成３１年３月１１日

(月)午後５時まで必着 

ヒアリングの実施 平成３１年３月１４日(木)頃 

審査結果の通知 平成３１年３月２０日(水)頃 

 

５ 仕様書等の交付方法 

   岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・そ

の他）からダウンロードすること。 

    ●ホームページアドレス（http://www.city.okayama.jp/category/category_00001456.html） 

 

６ 仕様書等に関する質問の受付及び回答 

   仕様書（案）等に関する質問を受け付けます。ただし、評価基準の配点等、審査に

支障をきたす質問については受け付けません。 

（１）受付方法 

   ①提出書類 平成３１年度学習支援システム利用に係る質問書（様式５） 

   ②提出期限 平成３１年２月１３日（水）午後３時まで（必着） 

   ③提出方法 電子メールで岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課へ提出してく

ださい。提出後は必ず電話により受信の確認をしてください。 

   ④件名   「学習支援システム利用に係る質問書」 

    ●電子メール：shidouka＠city.okayama.lg.jp 

（２）回答方法                      

     岡山市ホームページへ掲載します。 

（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・その他） 

７ 有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けるための書類の提出 
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（１）受付期間 

    公示日から平成３１年２月２１日（木）午後５時まで（必着）とします。（受付

日時は、期間中の岡山市の休日を定める条例に定める市の休日を除く午前８時３０

分から午後５時までとします。） 

（２）提出方法 

     岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課に持参又は郵送により提出してくださ

い。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵便により、表面に「学習支援システム

利用に係る新規申請書及び誓約書等在中」と朱書きしてください。 

（３）提出書類 

有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けるための書類 

（別紙１参照） 

（４）参加資格の通知 

    平成３１年２月２７日（水）までに参加資格の有無について郵送により通知を行

う予定です。 

 

８ 企画提案書の提出 

（１）受付期間 

    平成３１年２月２８日（木）から３月１１日（月）午後５時までとします。（受

付日時は、期間中の岡山市の休日を定める条例に定める市の休日を除く午前８時３

０分から午後５時までとします。） 

    有資格者名簿に登載されていない者については、第７項第４号の通知結果を確認

のうえ、提出してください。 

（２）提出方法 

    岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課に持参又は郵送により提出してくださ

い。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵便により、「学習支援システム利用に

係る企画提案書在中」と朱書きしてください。 

（３）提出書類 

   ①企画競争参加申請書（様式１） 

   ②実績証明書（様式２） 

   ③業務実施体制調書（様式３） 

   ④見積書（様式４） 

⑤企画提案書（Ａ４判、縦置き、横書き、左綴じ、両面印刷で頁番号をつけて作成

してください。） 

別紙２を確認のうえ、下記の事項について作成してください。 

    （ア）業務を遂行するにあたっての基本的な考え方・方針について 

    （イ）学習プリント等の内容について 

    （ウ）解答・解説について 

（エ）操作性について 

（オ）システムの更新状況について 

    （カ）サポート体制について 
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（４）提出部数 １３部 

   ・社名、代表者印（岡山市に届け出た使用印）のあるもの１部（正本） 

   ・代表者印のないもの１２部（副本） 

（５）注意事項 

① 仕様書（案）等に関する質問回答（第６項第２号を参照）を確認のうえ、提出 

してください。 

② 提出書類については、用紙はＡ４判（帳票のサンプルは除く）とします。 

   ③ 提出期限までに提案書が提出されなかった場合は、いかなる理由でも特定され 

ません。 

   ④ 提案書の提出期限後の差し替え、再提出は認めません。 

 

９ 特定方法等 

（１）審査体制 

    教育委員会事務事業委託等審査委員会（以下「委員会」という。）で審査を行い、

最適提案者及び次順位の提案者（次点）を特定します。 

（２）審査方法 

   ① 委員会は、提出書類及び提案者へのヒアリングにより、評価基準（別紙３）の

評価項目について審査を行います。 

   ② 委員会は、評価基準（別紙３）をもとに各委員１００点満点で審査し、各委員

の合計点により最適な提案者及び次順位の提案者（次点）を特定します。 

③ 評価基準（別紙３）の評価項目について、１項目でも０点があれば最適な提案

者として特定しません。 

④ 評価基準（別紙３）の評価項目について、一定の基準に達していなければ特定

しない場合があります。 

（３）ヒアリングの実施 

    発表時間は１事業者につき３０分程度（説明２０分、質疑応答１０分程度を予定）。

詳細な日時、場所については後日お知らせします。 

    ヒアリングについては、企画提案書をもとに行います。 

    ヒアリングでは、第８項第３号⑤の（ア）から（カ）について説明していただき

ます。詳細については別紙２を参照してください。 

（４）評価基準 

       別紙３「平成３１年度学習支援システム プロポーザル評価基準」のとおりとし

ます。 

（５）提案者の失格 

    契約の相手方として決定するまでに提案者が、次のいずれかに該当する場合には

失格とします。 

   ①「３ 参加資格」を満たさなくなった場合 

   ②提出書類に虚偽又は不備があった場合 

   ③契約の履行が困難と認められるに至った場合 

   ④提案者が個別に委員会の委員と接触を持つなど審査の公平性を害する行為があっ



 - 5 - 

た場合 

   ⑤提案者がヒアリングに出席しない場合 

   ⑥見積額が概算予算額を超過している場合 

   ⑦その他委員会で、本事業の遂行にふさわしくないと認められた場合 

（６）特定結果の通知 

    最適な提案者に対しては提案書を特定したことを書面で通知します。特定されな

かった提案者へは提案書を特定しなかったこと及び特定しなかった理由を書面で

通知します。 

 

１０ 契約手続等 

    最適な提案者は、企画競争を実施した結果、最適な者として特定しただけであり、

契約を締結するまでは契約関係を生じません。 

    また、平成３１年３月３１日までに、市議会で本業務に係る平成３１年度予算の

議決が得られないとき又は当該予算の執行の承認が得られないときは、この事業は

実施しません。 

    委員会で特定された最適な提案者と協議し企画・提案内容を反映した仕様書を調

整の上、地方自治法第２３４条に定める随意契約の方法により契約を締結するもの

とします。 

    なお、最適な提案者と協議が整わない場合、又は最適な提案者が契約締結するま

での間に、失格条件に該当した場合、次順位の提案者（次点）と協議できるものと

します。 

 

１１ その他留意事項 

（１） 提案書の作成及び提出に関する費用は、すべて提案者の負担とします。 

（２） 提出された提案書等は、事業受託者の選定以外には使用しません。 

（３） 特定しなかった提案書は、原則として返却します。返却が不要な場合は、提案

時にその旨をお知らせください。 

（４） 提案書に虚偽の記載を行った場合、当該提案書を無効とするとともに、提案者

に対しては指名停止を行うことがあります。 

（５） 提案書は、岡山市情報公開条例（平成 12 年市条例第 33 号）の規定に基づき

開示請求されたときは、開示することにより、当該法人又は当該事業を営む個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、開示

の対象となります。ただし、提案書特定期間中は、同条例第５条第１項第２号の

規定により、開示の対象としません。 

（６） この企画競争の概算予算額は、この業務の契約締結に係る許容（予定）価格で

はありません。 

（７） この企画競争において使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨

及び円とします。 

（８） この企画競争の実施及び契約の締結については、本公示で定めるものの他、契

約規則及び岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱に定めるところによるも
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のとします。 

 

 

【提出先・問合せ先】 

  岡山市教育委員会事務局学校教育部指導課（岡山市役所本庁舎８階）担当 小林 

  〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 

  電話：(086)803-1591 

   FAX：(086)803-1884 

  電子メール：shidouka@city.okayama.lg.jp 
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別紙１ 

有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けるための書類 

 

提出書類 対象 摘要 

新規申請書及び誓約書 

（指定様式） 

全業者  

暴力団排除に関する誓約書（兼同意 

書）（指定様式） 

全業者  

使用印鑑届（指定様式） 

又は 

委任状（兼使用印鑑届）（指定様式） 

全業者  

印鑑証明書 全業者 ・申請月から３か月以内に取得したもの 

・法務局で取得してください。 

納税証明書 

（国税） 

全業者 ・申請月から３か月以内に取得したもの 

・様式「その３の３」 

・所轄の税務署で取得してください。 

納税証明書 

（岡山県税） 

・岡山市内に本社、本店等主たる営業所を有する者         

・岡山市内に岡山市との取引に係る権限が委任されている

支店、営業所等を有する者 

・岡山県内に本社又は岡山市との取引に係る権限が委任さ

れている支店、営業所等を有する者 

・申請月から３か月以内に取得したもの 

・岡山県の様式「納税証明書交付申請書」で、証明書の使用

目的を「１指名願添付・入札参加資格審査申請」、申請税目

を「１県徴収金等の滞納がないこと」で証明を受けたもの 

・所轄の県民局で取得してください。 

滞納無証明書 

（岡山市税） 

・岡山市内に本社、本店等主たる営業所を有する者 

・岡山市内に岡山市との取引に係る権限が委任されている

支店、営業所等を有する者 

・申請月から３か月以内に取得したもの 

・様式「滞納無証明書交付申請書」で証明を受けたもの 

・旧様式「納税証明交付申請書（岡山市提出用）」による納

税証明書も可 

・各区市税事務所、地域センター等で取得してください。 

滞納無証明書 

（代表者の岡山市税） 

本社の代表者が岡山市に住民登録をしている場合 ・申請月から３か月以内に取得したもの 

・様式「滞納無証明書交付申請書」で証明を受けたもの 

・旧様式「納税証明交付申請書（岡山市提出用）」による納

税証明書も可 

・各区市税事務所、地域センター等で取得してください。 

社会保険料納入証明書 

（社会保険料） 

岡山市内に本社、本店等主たる営業所を有する法人及び職

員数５人以上の個人業者 

・申請月から３か月以内に取得したもの 

・指定様式「社会保険料納入証明申請書」で証明を受けたも

の 

・所轄の年金事務所で取得してください。 

・社会保険の適用を除外されている方は、指定様式「社会保

険の適用事業所ではないことの申出書」に加入義務がない

（適用を除外されている）理由を記入し、提出してください。 

商業登記事項証明書 法人 ・申請月から３か月以内に取得したもの 

・法務局で「履歴事項全部証明書」を取得してください。 

財務諸表 全業者 ・直前の決算期のもの 

・「賃借対照表」及び「損益決算書」 

 

※指定様式は、岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞入札参加資格審査申請＞新規申請〔入札参加資格審査申請〕＞要項・申請書

（役務））からダウンロードしてください。 

※個人事業主の方が、同等であることの認定を受ける場合は、質問期限までに別途質問してください。 
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別紙２ 

企画提案書作成における留意事項 

 

（ア） 業務を遂行するにあたっての基本的な考え方・方針について 

仕様書に示す本実施業務の目的を踏まえ、どのような点に重点を置いて受託したいと考えてい

るのか、貴社の方針を４００字程度で作成してください。（Ａ４判用紙１頁） 

※提案書をもとに、ヒアリングの際に口頭によりご説明ください。 

 

（イ） 学習プリント等の内容について 

① ５教科（国語・社会・数学・理科・英語）の同一単元についてそれぞれ難易度別（基礎・

標準・発展等）に学習プリントを１３部ずつ出力して添付してください。提案するシステム

から、あらかじめ貴社で作成したプリントを添付してください。（プリントは別綴りとし、

企画提案書の枚数には含みません。）出題範囲は以下のとおりとします。 

 

  ○出題範囲 

 

② 国語科の記述に関する指導事項のうち、小学校高学年の「事実と感想、意見などを区別す

るとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりすること」の指導や家庭学

習で、実際に児童が文章を書き内容を習熟できるプリントを１３部出力して添付してくださ

い。 

なお、該当するプリントが複数枚ある場合は、２枚を上限として提出してください。提案

するシステムから、あらかじめ貴社で作成したプリントを添付してください。（プリントは

別綴りとし、企画提案書の枚数には含みません。） 

③ 小学校１学年の児童が「下」という漢字を練習するための漢字練習プリントを１３枚出力

して添付してください。提案するシステムから、あらかじめ貴社で作成したプリントを添付

してください。（プリントは別綴りとし、企画提案書の枚数には含みません。） 

④ 提案するシステムで出力可能な、各教科・学年・難易度別のプリントの枚数を記載してく

校種 教科 
教科書 

会 社 
教科書名 教科書の単元名 

教科書の 

ページ 

小学校 国語 光村図書 
こくご二下  

赤とんぼ 
主語と述語 Ｐ２１ 

小学校 算数 啓林館 わくわく算数５ 単位量あたりの大きさ Ｐ１４６ 

小学校 社会 東京書籍 
新編  

新しい社会３・４上 
学校のまわり Ｐ４ 

中学校 国語 三省堂 現代の国語２ 枕草子・徒然草 Ｐ９６ 

中学校 数学 啓林館 
未来へひろがる数学

２ 
証明の進め方 Ｐ１１２ 

中学校 理科 東京書籍 
新編 

新しい科学３ 
電池の中で起こる変化 Ｐ３２ 

中学校 英語 三省堂 
ＮＥＷ  

ＣＲＯＷＮ２ 

Ｌｅｓｓｏｎ３ 

Ｇｅｔ Ｐａｒｔ１ 
Ｐ２４ 
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ださい。 

   小学校（単位：枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   中学校（単位：枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基礎等 標準等 発展等 

国

語 

１年    

２年    

３年    

４年    

５年    

６年    

社

会 

３年    

４年    

５年    

６年    

算

数 

１年    

２年    

３年    

４年    

５年    

６年    

理

科 

３年    

４年    

５年    

６年    

  基礎等 標準等 発展等 

国

語 

１年    

２年    

３年    

社

会 

１年    

２年    

３年    

数

学 

１年    

２年    

３年    

理

科 

１年    

２年    

３年    

英

語 

１年    

２年    

３年    
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（ウ） 解答・解説について 

   児童生徒が自己採点できるよう問題の解答を備え、間違えた問題について解説により理解を促 

す工夫についてお示しください。 

 

（エ） 操作性について 

  ※ ヒアリング当日、任意の教科書、単元等を示して操作をお願いします。インターネットに

接続できるパソコン及びプロジェクターは本市で用意します。提案書への記載は不要です。 

   ① 学習プリントを検索・解答・解説閲覧の手順 

 

 ② 学年・単元をまたいだ問題を組み合わせた学習プリントの作成 

 

 ③ 教員、児童生徒にとっての操作性 

 

   ④ 管理者用メニューで、各教科、各校における使用状況の閲覧手順 

   

（オ） システムの更新状況について 

   ① 平成２９年度から平成３０年度にかけて行った機能の改善やデータの更新についてお示

しください。 

※ 提案書をもとに、ヒアリングの際に口頭によりご説明ください。 

 

（カ） サポート体制について 

   ① ヘルプデスク、システム障害時の対応についてお示しください。 

   ② 活用方法の情報提供や利用者向けの研修等の実施状況についてお示しください。 

  ※提案書をもとに、ヒアリングの際に口頭によりご説明ください。 

 

 

企画提案書の記載について 

●原則としてＡ４判・縦置き・横書き・左綴じ・両面印刷で頁番号を付けて作成してください。 



評価項目 評価の観点 配点

合計 100点

別紙３

（エ）操作性について

①　岡山市が採択する教科書の単元で学習プリントを検索できるか。
②　学年・単元をまたいだ問題を組み合わせて学習プリントを作成できるか。
③　教員や児童生徒が簡易に操作できるか。
④　管理者用メニューについて。

20

（カ）サポート体制について

①　ヘルプデスクを備え，学校等の要請に応じて説明を行うことができる。また，
　システムにトラブルが発生した場合には迅速に対応できるか。
②　活用方法の情報提供や研修が実施できる。個人情報保護の体制が整備さ
　れ，適切かつ厳格に管理することができるか。

10

機能の改善やデータの更新状況 5（オ）システムの更新状況について

平成３１年度学習支援システム　プロポーザル評価基準

（ア）業務を遂行するにあたっての
　基本的な考え方・方針について

本業務の目的をよく理解し，方針が明確か。 5

（イ）学習プリント等の内容につい
　て

①　各教科において同一単元で難易度の異なる学習プリントが３段階（基礎・標
　準・発展）提供できるか。
②　提供できるプリントの枚数（１学年１教科の難易度別あたりの枚数）。
③　国語科の「書くこと」の領域に係る学習プリントを提供できるか。
④　過去に出題された高校入試問題，英語のリスニング，全国学力・学習状況調
　査の活用に関する問題を提供できるか。

30

見積価格について
※ヒアリングでの説明なし

見積金額により評価する。 10

（ウ）解答・解説について
児童生徒が自己採点できるよう解答が備えてあり，解説により理解を促す工夫が
ある。 15

導入実績について
※ヒアリングでの説明なし

平成２８年度から平成３０年度までの小・中学校に対しての導入実績。 5

-11-


