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令和５年度相模原市立小中学校等英語指導助手派遣 事業者選考実施要領 

 
 
１ 件  名 

令和５年度相模原市立小中学校等英語指導助手派遣 
 
２ 目  的 

相模原市立小中学校及び義務教育学校に英語指導助手（以下「ＡＬＴ」という。）

を配置し、英語の「聞く・話す」を中心とした英語教育の充実と、児童・生徒に対し

て国際社会の一員として積極的に諸課題の解決に参画しようとする能力・態度の育成

を図る。 
ＡＬＴの配置にあたっては、質の確保、安定した人員配置、事務の効率化の観点か

ら、民間事業者と派遣業務契約を締結するものである。そのため、プロポーザル方式

による事業者選考を実施し、本市の英語教育における最適な事業者の選定を行う。 
 

３ 契約内容 

  別紙「令和５年度相模原市立小中学校等英語指導助手派遣 仕様書」参照 
 
４ 履行期間 

契約日（令和５年４月１日（予定））から令和６年３月３１日まで 
 
５ 委託上限金額 

  ３１４，８４１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  ※当該年度の予算が議決された場合に、各会計年度において、本選考は効力を有す

るものとする。ただし、予算配当が減額された場合は、契約を締結できない場合

がある。 

  ※選考の結果、決定した契約予定者とは、特段内容に変更がない場合は、予算の範

囲内で３年間は随意契約を締結する。 

 

６ 担当部署及び問い合わせ先 

  相模原市教育委員会 学校教育課 担当：藤本、柳本 
〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５（第２別館５Ｆ） 

  受付時間：平日８時３０分～１７時１５分（１２時～１３時を除く。） 
  電 話：０４２－７６９－８２８４ 
  ＦＡＸ：０４２－７５８－９０３６ 
  E-mail アドレス：gakkokyouiku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

mailto:gakkokyouiku@city.sagamihara.kanagawa.jp
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７ 参加資格 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 
 （１）企画提案時において、相模原市契約規則（平成４年規則第９号。「以下契約規

則」という。）第３条の３に定める競争入札参加資格者名簿に登録されている

者。 

（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

ないこと。 

（３）相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成８年相模原市要綱）に

基づく指名停止期間中でない者。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 
（５）相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号。以下「市暴力団

排除条例」という。）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認めら

れないこと。 
（６）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団

排除条例」という。）第２３条第１項および第２項に違反したと認められない

こと。 
（７）市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認めら

れないこと、または参加する者の支店若しくは営業所の代表者が、暴力団員等

と密接な関係を有すると認められないこと。 
（８）法人税、消費税その他の税金を滞納していない者。 
（９）宗教活動又は政治活動を主たる目的とした者でないこと。 
（10）労働者派遣事業の許可を受けている者。 
 

８ 今後のスケジュール 

（１）公募開始 
    令和４年１２月１２日（月） 

（２）実施要領等に係る質問書の受付期間     
令和４年１２月１３日（火）から令和４年１２月１６日（金）まで 

（３）実施要領等に係る質問書の回答 
    令和４年１２月２０日（火） 

（４）参加表明書受付締切 
    令和４年１２月２３日（金） 

（５）参加結果確認結果通知 
    令和４年１２月２７日（火） 
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（６）企画提案書等の受付期間 
    令和５年１月５日（木）から令和５年１月１１日（水）まで     

（７）選考委員会開催（企画提案についてのプレゼンテーション） 
   令和５年１月１７日（火）（予定） 

※日時、場所等は、令和５年１月６日（金）までに参加事業者へ連絡する。 
※選考者の都合により、日程変更する場合があります。 

 （８）選考結果の通知 
    令和５年１月２０日（金）※予定 
 
９ 参加手続きについて 

 （１）企画提案への参加を希望する場合は、次により参加表明書を提出すること。 

  ア 作成方法 

    「参加表明書（様式１）」を作成し、提出すること。 

  イ 提出期限・提出方法 

    令和４年１２月２３日（金）午後５時までに、Ｅ－ｍａｉｌにて提出すること。

その後速やかに、原本を郵送または持参で提出すること。 

  ウ 提出先 

    ６ 担当部署及び問い合わせ先のとおり 

 （２）参加申込書の提出者について、資格要件を満たしているか確認を行い、結果に

ついて令和４年１２月２７日（火）までに電子メールにより通知する。 

 
１０ 実施要領等に係る質問（任意） 

（１）受付期間 
令和４年１２月１３日（火）から令和４年１２月１６日（金）午後５時まで 
（厳守） 

（２）質問方法 
質問がある場合は、件名を「令和５年度相模原市立小中学校等英語指導助手派

遣 プロポーザルについて」とした上で、E-mail にて質問すること。なお、回

答を受ける担当の窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メールアドレ

スを併記するものとする。  
（３）回答日程 

令和４年１２月２０日（火）までに回答する。 
（４）回答方法 

電子メールにて、全参加事業者の担当者に対して回答する。 
（５）留意事項 

回答を確認後、着信確認メールを返信すること。なお、上記受付期間及び質問

方法以外の質問については、一切回答しない。 
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１１ 企画提案書の提出 

 （１）提出書類 

  ア 企画提案書（様式２） 

    ・１部作成し、提出すること。  

  イ 企画提案資料（任意様式） 

    ・次の事項について漏れなく記載すること。 

（ア） ＡＬＴの採用体制 

ａ  ＡＬＴの配置可能人数 
ｂ  ＡＬＴの採用基準、方法及び採用スケジュール 
ｃ  ＡＬＴの資質・能力及び経験（市６１ブロックへの派遣選出体制も含む） 
ｄ  授業づくりに係る創意工夫 

（イ） ＡＬＴの研修体制 

ａ ＡＬＴの研修体制、内容及びスケジュール 
ｂ 学習指導要領等を含む日本の教育システムに係る周知及び理解 
ｃ 個人情報の取扱いを含むコンプライアンスの徹底 

ｄ ＡＬＴへの教材・教具・指導法の提供 

ｅ 専属トレーナーの有無 

   （ウ） トラブル等に対する危機管理体制 
   ａ 教育委員会及び学校への連絡体制 

ｂ 学校からの苦情・要望等の対応 
   ｃ ＡＬＴの欠勤・退職時の代行措置 

 （エ） ＡＬＴの労務管理体制 

   ａ ＡＬＴの服務規律 

   ｂ ＡＬＴの心身の健康を保つサポート体制 

   ｃ 労務管理手続に関する学校等へのサポート体制 

   ｄ 事故等への対応 

 （オ） 事業者の特徴・選定した場合のメリット 

ａ 教員に対する研修への協力体制 
   ｂ 授業以外でのＡＬＴの活用のあり方 

   ｃ 授業内容の打ち合わせ及び教材・教具開発に係るサポート体制 

  ウ 会社概要、経営理念及び財務諸表（任意様式） 
  ・財務諸表については、直近１年分の貸借対照表、損益計算書とする。 

 エ 見積書及び見積書内訳 
見積書は総価（税込）で記載し、見積書内訳には、次の内容を記載すること。 
・研修費、管理経費、ＡＬＴ給与（ＡＬＴの時給を明記）、交通費、社会保険

料、教材費、巡回費、福利厚生費、その他の費目、消費税額 
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 オ 地方公共団体での受注実績（直近２年以内）を証する文書 ２件（ある場合の

み） 
・契約書の写し等 
※本件と同事業（業務委託でも可とする。）かつ本件の契約上限金額と同程度

以上の契約金額に係るものとし、件名、契約期間、契約当事者（公印及び代

表者印を含む。）の記載を必要とする。ただし、同程度以上の契約金額のも

のがない場合は、最大の受注実績のものでも可とする。 
 

（２）提出部数 
７部（７セット） 
※１部は、原本として、提案者の所在地、名称、代表者名を記載し、代表者印

を押印すること。 
※６部については、選考委員会で公正・公平を期すため、提案者の所在地、名

称、代表者名等は未記載とし、既に記載のあるものの写し等を提出する場合

は墨消し等で参加事業者名が読み取れないようにすること。 
※（１）ア 企画提案書（様式２）については、１部作成の上、原本に添付す

ること。 
（３）受付期間 

令和５年１月５日（木）から令和５年１月１１日（水）（必着） 
（４）提出方法 

提出書類は紙媒体で、封筒に件名「令和４年度相模原市立小中学校等英語指導

助手派遣 プロポーザル」を朱書きし、郵送又は持参により担当部署まで提出

すること。 
（５）受領確認 

企画提案書等が提出された場合、提出された日から２営業日以内に受領した旨

を連絡責任者宛てに E-mail にて送付する。E-mail が届かない場合は、担当部

署まで問い合わせること。 
 

１２ 企画提案書についてのプレゼンテーション 

（１）実施日時 
令和５年１月１７日（火）（予定） 
※時間及び場所等については、令和５年１月６日（金）までに連絡責任者宛て

の E-mail アドレスに電子メールにて送付する。 
（２）プレゼンテーションの持ち時間 

プレゼンテーション…１５分、質疑応答…１０分程度 
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（３）プレゼンテーションでの説明事項 
企画提案書の全部又は一部を重点的に説明すること。なお、プレゼンテーショ

ン時間１５分を超過した場合には、その時点で説明を打ち切らせていただく場

合がございますのであらかじめ御了承ください。 
 （４）注意事項 
    ア プレゼンテーションの参加人数は各参加事業者３名までとする。 
    イ プレゼンテーションで使用する電源とプロジェクターは、市が準備するが、

その他の機器については参加事業者において用意すること。 
    ウ プレゼンテーションに参加しない場合は、失格とする。 
     エ 参加事業者名が推定できる内容を含まないプレゼンテーションとするこ

と。 
 

１３ 採点基準及び選考 

提出された企画提案書及び企画提案書についてのプレゼンテーションを次の基

準により採点する。 
評価項目 配点（評価者一人あたり） 

（１）会社概要と実績 ２０点  
（２）ＡＬＴの採用体制 ２５点  
（３）ＡＬＴの研修体制 ３０点   

（４）トラブル等に対する危機管理体制 ３０点  
（５）ＡＬＴの労務管理体制 ３０点  
（６）事業者の特徴・選定した場合のメリット ２５点  
（７）総合評価  ２０点  

合計 １８０点  
 

１４ 選考結果 

   小中学校等英語指導助手派遣に係る事業者選考委員会が採点し、総獲得点数が最

も高い１者及び次点の事業者を委託予定契約者として決定する。 
同点となった場合は、評価項目（３）ＡＬＴの研修体制、（４）トラブル等に対

する危機管理体制 及び（６）事業者の特徴・選定した場合のメリット における

合計得点が高いものを上位とする。 
選考結果については、令和５年１月２０日（金）までに文書により通知する。審

査結果に対する異議申し立ては認めない。 
 

１５ 委託予定者との調整 

  選考の結果を受けて、相獲得点数が最も高い１者の委託予定契約者と企画提案書等
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を基に契約条件等を調整するものとする。 

  なお、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。このと

きは次点事業者と企画提案書等を基に契約条件等の調整を開始するものとする。 

 

１６ 失格要件 

 次の各号に該当する場合は、本選考への参加資格を失うものとする。 
（１）本選考への参加資格を満たさなくなった場合 
（２）受付期間内に企画提案書の提出がなかった場合 
（３）参加表明書又は企画提案書の内容に虚偽の記載をした場合 
（４）企画提案書等の提出書類に不足があった場合 
（５）提出された見積書の金額が委託金上限を超える場合 
（６）選考結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
（７）相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号）に違反したと 

認められる場合 
 
１７ その他留意事項 

（１）企画提案の内容については、履行の義務が生じるものとする。 
（２）選定された権利を他の事業者に譲渡することはできない。 
（３）企画提案書の事故等による未着については、当方は一切の責任を負わない。 
（４）書類の作成費、送料及びヒアリングに関する費用については、選考の結果に関

わらず参加事業者の負担とする。 
（５）参加表明書及び企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載され

た内容の変更を認めない。 
（６）提出された参加表明書及び企画提案書については、返却しない。 
（７）本選考の結果に対する異議申立てについては、行うことができない。 
（８）業務内容の詳細及び仕様書は採用された事業者と市と協議のうえで決定する。 
（９）提案が採用されたことを以って、提案したすべての内容（仕様・価格等）の契

約を保証するものではない。契約内容（仕様・価格等）については、市と協議

を行い決定する。 
（10）本選考の延期又は中止がある場合は、各参加事業者に通知する。 
（11）提出書類は、原則として公表しない。ただし、本事業において特に必要と認め

られる場合又は「相模原市情報公開条例」に基づく請求があった場合、同条例

第７条において非公開とするものを除き公表、公開又は使用することがある。 
 

以 上  
 


