
1 

 

掛川市アプリを用いた健康づくり事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

    本市が進める健康づくり事業について、最適な企画を提案するものを、公募型プロポーザ

ル方式（以下「プロポーザル」という。）により特定するために必要な事項を定めるものと

する。 

 

２ 事業概要 

(1)  事業目的 

  子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、楽しみながら継続して健康づくりに取り組むこ

とができるスマートフォンアプリ（以下「アプリ」という）を運用し、「生涯お達者市民」が

大勢いるまちを目指す。 

アプリにおいては、ウォーキングや生活習慣など個々に立てた目標に取り組みポイントを

蓄積・利用する「健康マイレージ事業」の機能を有するとともに、健康に関する情報発信や

調査機能などを利用して行政と市民が双方向のコミュニケーションをとることで、より効果

的に健康づくりを推進する。また、アプリを通して集積した様々な匿名データを分析・研究

し、さらなる健康増進施策に活用していくことを目的とする。 

 

(2)  委託業務名 

掛川市アプリを用いた健康づくり事業 

 

(3)  業務内容 

掛川市アプリを用いた健康づくり事業業務委託 仕様書のとおり 

 

(4)  業務期間 

   契約締結の翌日から令和５年３月 24 日(金)まで 

   ただし、令和５年１月までにアプリの運用を開始すること。 

 

３ 契約上限額 

金２０,５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 参加資格 

   次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 令和３・４年度掛川市一般競争（指名競争）入札参加資格登録業者であること。 

(3) 掛川市の指名停止基準に基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

(4) 法人各を有している者であること。 

(5) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更正手続開 

始の申立てをしていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 255 号）第 21 条の規定によ 

る更正手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(7) 掛川市暴力団排除条例（平成 24 年９月 28 日掛川市条例第 27 号）第２条に規定する暴力 

団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。 
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５ 実施方法 

(1) スケジュール  

項   目  日  程  

実施要領の公表  令和４年８月 17 日 (水 ) 

質問の受付期限  令和４年８月 23 日 (火 )正午必着  

質問の回答日  令和４年８月 24 日 (水 )17 時  

企画提案の受付期限  令和４年９月９日 (金 )正午必着  

１次審査（提案書類審査）  令和４年９月 12 日 (月 ) 

１次審査結果の通知  令和４年９月 13 日 (火 ) 

２次審査（プレゼンテーション）  令和４年９月 27 日 (火 ) 

２次審査結果の通知  令和４年９月 30 日 (金 ) 

契約締結  令和４年 10 月  

  ※上記スケジュールは予定であり、変更する場合があります。  

 

(2) 質問の受付・回答 

①提出方法 質問書（様式３）に記入し、メールで提出。 

        ※電話等口頭による個別の対応は一切行いません。 

※メール送信後、電話確認をしてください（0537-23-8111 健康企画係）。 

②提出期限 令和４年８月 23 日(火)正午必着 

③提 出 先 掛川市 健康福祉部 健康医療課 健康企画係 

Ｅメール：tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp。 

④回  答 令和４年８月 24 日(水)17 時に、市ホームページに、質問・回答を掲載。 

 

(3) 企画提案の受付 

①提出方法 提出書類を郵送または持参で提出 

②提出期限 令和４年９月９日(金)正午必着 

③提 出 先 〒436-0068 静岡県掛川市御所原９番 28 号 

掛川市 健康福祉部 健康医療課 健康企画係 

④提出書類 正本 1 部、副本５部（副本は写しで可） 

【提出書類作成要領】 

提出書類 記載内容・留意事項等 

公募型プロポーザル 

参加申込書（様式１） 

・企画提案は１事業者１件とする。 

・提案者以外の事業者等と連携して業務を遂行する場合

は、協力事業者名を明記すること。 

企画提案書（任意様式） 

 

※企画提案書は、30ページ

以内とし、ページ番号を

記入すること。 

・企画提案の全体コンセプト 

・スマートフォン用アプリの機能に関する提案内容 

・管理画面の機能、管理・運用に関する提案内容 

・アプリの効果的な活用や事業展開等に関する提案内容 

・その他独自提案やこれまでの受託実績、事業所ＰＲなど 

業務工程表（任意様式） ・本業務を受託した場合の実施工程（令和４年10月～令和

５年３月）を簡潔に記載すること。 

見積書 

（様式２、任意様式） 

 

・様式２に提案額を記載し、積算内訳書を添付すること。 

・アプリ作成後３年間（令和５～７年度）の保守・管理料

等必要となる経費について、年度ごとの見積額とその積

算内訳を添付すること。 
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(4) 審査の実施 

●１次審査 

   ①実施日時 令和４年９月 12 日(月) 

   ②実施方法 提出書類の審査 

本実施要領の目的・内容・資格等が適合しているかを確認し選定する。 

   ③結果通知 令和４年９月 13 日(火)に参加者全員へメールで通知 

●２次審査 

   ①実施日時 令和４年９月 27 日(火) 午前（予定） 

   ②実施方法 提案内容のプレゼンテーション（Ｚｏｏｍによるオンライン開催） 

      15 分の提案説明と 15 分の質疑応答（予定） 

審査員が採点し、評価点数が最も高い提案者を受託候補者とする。 

③結果通知 令和４年９月 30 日(金)に参加者全員へメール及び郵送で通知 

※審査の結果について異議の申し立てには応じない。 

 

【審査評価項目】 

審査項目 評 価 項 目 配点 

① 事業者の体制 

・理念・将来性 
業務を実施するための実施体制が整っているか。 10 

② アプリの目的達成度・

利便性・機能性 

アプリの目的を達成するための機能が整っている

か。機能の利便性はよいか。 
20 

③ アプリの発展性 

・地域性・独創性 

アプリが市民の健康づくりを推進し、事業として発

展するものであるか。 

アプリに地域性や独創性があり、利用者データの還

元効果等、市オリジナルアプリとして有効であるか。 

30 

④ 経費の妥当性 業務遂行のための経費が妥当であるか。 10 

⑤ 業務の継続性 
次年度以降に必要となる経費が妥当であるか。 

変更等に対応できる拡張性のある機能であるか。 
30 

                                       計 100 点 

(5) 契約の締結 

・プロポーザル審査会により受託候補者として選定された者と契約締結の協議を行い、 

契約を締結するための見積書を徴して契約を締結する。 

・協議が不調のときは、審査会により順位付けられた上位の者から順に契約締結の協議を

行う。 

   ・契約締結日は、令和４年10月を予定している。 

   ・契約保証金は免除する。  

 

６ 失格条件 

以下の条件のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 

(1) プロポーザル実施要領に指定する条件に適合しないもの。 

  (2) 虚偽の内容が記載されているもの。 

  (3) その他、指示した条件に違反する等、事務局が不当と認めるもの。 
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７  その他  

(1) 本プロポーザルの参加に要する一切の費用は、参加事業者の負担とする。      

(2) 掛川市は提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わ 

  ない。 

(3) 契約を締結する提案者が提出した企画提案書等一式は、掛川市情報公開条例第２条第２

項に規定する公文書として開示請求の対象となることがある。 

 

８  問い合わせ先  

掛川市  健康福祉部  健康医療課  健康企画係  

住所：〒 436-0068 静岡県掛川市御所原９番 28 号  

     電話： 0537-23-8111 

     Ｅ -mail： tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp 


