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地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的企業関連業務に係る

公募型プロポーザル参加要領 

 

1. 概要 

（１） 目的 

グラウンドワーク三島では、内閣府「地域社会雇用創造事業」の一環として、グラウンドワ

ーク三島と全国でグラウンドワークに取り組む地域ブロック事務所などの多様な現場モデル

を生きた教材として活用し、社会的企業やNPOの立ち上げやマネジメントに係るノウハウなど

を身につける「グラウンドワーク・インターンシップ」（研修）事業を行っている。 

「グラウンドワーク・インターンシップ」は、まず静岡県三島市で開催する集合研修（連続

5日間）を皮切りに、NPOやボランティア団体でのOJT研修（5日間）とそして課題に基づく研

修（19日間）の合計29日間からなる。Ⅰ期を平成22年8月～10月に開催し、443名に対する研

修を実施し、現在、平成23年2月より予定しているⅡ期に向けて、研修内容や運営の検討を行

っているところである。 

なお、Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップは、集合研修はA～Dの4つのコースを開催

し、各コースの研修生数は150～250名、合計数は800名程度を予定している。（※集合研修A

～Dコースの内容は同じ） 

本業務においては、Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップの中で、社会的企業関連の諸

業務を行うこと通して、研修生の学習成果を高め、地域を創造するNPOや社会的企業の担い手

を育成することを目的とする。 

（２） 業務名 

地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的企業関連業務 

（３） 業務期間 

契約締結日から平成23年5月20日まで 

（４） 業務内容 

イ) 社会的企業関連基礎講座のカリキュラム提案と実施 

ロ) ビジネス・アイデア取りまとめに係るグループワークのカリキュラム提案と実施 

ハ) 昼食時間を活用したビジネスプランＱ＆Ａコーナーの運営 

ニ) 講師の応援メッセージ（講評）の対応 

ホ) 課題に基づく研修の教材・報告書（様式）の提案 

ヘ) ビジネスプラン・コンペティション用ビジネスプラン（様式）の提案 

ト) ビジネスプラン相談会への講師派遣 

チ) ビジネスプラン等に関する質問への回答作成 

詳細は別添「地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的

企業関連業務仕様書」を参照。 

（５） プロポーザルの対象範囲 

平成 22 年 11 月 4 日付けの地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシッ

プ」社会的企業関連業務に関する調達公告（以下「調達公告」という。）1.（２）ア～クまで

に掲げる業務 
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（６） スケジュール 

説明会参加申込期限  平成22年11月9日 午後6時30分 

説明会   平成22年11月10日 午後1時から午後2時30分 

質問受付期限   平成22年11月11日 正午 

企画提案書等提出期限  平成22年11月24日 正午 

ヒアリング   平成22年11月30日 

特定結果通知   平成22年12月上旬を予定 

業務開始   平成22年12月上旬を予定 

（７） 配布資料 

 地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的企業関連業務

に係る公募型プロポーザル参加要領 

 地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的企業関連業務 

仕様書 

 Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ募集要領 

 グラウンドワーク・インターンシップのしおり（Ⅱ期用：パートナー・コース） 

 Ⅰ期グラウンドワーク・インターンシップ集合研修のしおり 

 Ⅰ期グラウンドワーク・インターンシップ報告書・質問票様式 

 グラウンドワーク・インキュベーションⅠ期ビジネスプラン・コンペティション募集要領 

2. 説明会の実施 

今回の公募型プロポーザル実施にかかる説明会を行う。説明会へ参加する者は、説明会参

加申込書（様式１号）を11月9日午後6時30分までに電子メール（intern@gwmishima.jp）で提

出すること。 

（１）説明会日時 

平成22年11月10日（水） 午後1時から午後2時30分まで 

（２）会場 

〒411-0857  

静岡県三島市芝本町1-43  

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 会議室 

3. 質問 

企画提案書等の作成、その他調達公告に関して質問がある場合は、質問書（様式第３号）

を作成し、電子メールを利用して地域社会雇用創造事業 調達担当（鈴木・金子）に提出す

ること。 

（１）質問の受付期限 

平成22年11月11日 正午まで 

（２）提出先 

電子メールアドレス  intern@gwmishima.jp 

（３）質問に対する回答 

回答は、グラウンドワーク三島「地域社会雇用創造事業」ホームページ

（http://www.gwis.jp/）上に掲載する。 
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4. 企画提案書等の提出 

この公募型プロポーザルに参加しようとする者は企画提案書（様式自由）及び費用内訳書

（以下「企画提案書等」という）を作成し、提出すること。 

（１）提出書類及び部数 

イ) 企画提案書   ５部 

ロ) 費用内訳書   ５部 

ハ) イ）、ロ）の電子データを納めたCD－R  1部 

ニ) 会社概要資料（会社パンフレット等）  １部 

ホ) 全省庁統一資格審査結果通知書のコピー（登録している場合） １部 

（２）企画提案書等の提出方法 

イ) 提出期間 

平成22年11月5日から同月24日までの日（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

ロ) 提出時間 

午前9時30分から午後6時30分まで 

ただし、11月24日については、午前9時30分から正午までとする 

ハ) 提出場所 

〒411-0857 

静岡県三島市芝本町1-43  

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 

地域社会雇用創造事業 調達担当 鈴木・金子 

TEL：055-981-5421 FAX：055-973-0022 

ニ) 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留）によること。 

5. 企画提案書等作成の留意点 

（１）企画提案書の記載事項等 

企画提案書に記載する事項は、下記のとおり。なお、提案は１参加者につき１提案とする。 

イ) 業務遂行能力 

① 業務実施体制  本業務の実施体制、責任者及び担当者の経歴を記載すること。 

② 業務実績 平成19年度から平成21年度の社会的起業やNPOマネジメント強化等に関す

る類似業務の実績を記載すること。（3件以内）なお、契約書や仕様書等類似業務の実

績が証明できる書類を添付すること。 

③ 業務理解 本業務の企画提案を行うに当たり留意・工夫した点を記載すること。 

ロ) 企画提案 

仕様書３の業務の範囲やその他配布資料を参考に下記の項目の素案を提案すること。 

① 社会的企業関連基礎講座のカリキュラム 

提案には、カリキュラムのポイント、講義スケジュール、予定講師及びその実績を必

ず入れること 

② ビジネス・アイデア取りまとめに係るグループワークのカリキュラム 

提案には、カリキュラムのポイント、レベル別の運営方法、グループワーク実施スケ
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ジュール、予定講師・ファシリテーター等とその実績を必ず入れること 

③ 課題に基づく研修教材・報告書（様式） 

各項目における課題内容、課題作成のための解説・ヒント及び課題のポイントを記入

すること 

④ ビジネスプラン・コンペティション用ビジネスプラン（様式） 

（２）企画提案書の形式等 

イ) 様式自由であるが、表紙に「（様式第2号）企画提案書」を付けること。 

ロ) サイズはA４判とし、文字ポイントは１１ポイント以上とすること。 

ハ) ページ下部にページ数を入れること。 

（３）費用内訳書作成の留意事項 

「ビジネスプラン相談会への相談員派遣」及び「ビジネスプラン等に関する質問への回答

作成」の費用については、出来高、交通費実費で支払うこととする。ただし、現時点では下

記の数量で算定すること。 

・ ビジネスプラン相談会への相談員派遣：1か所につき2名派遣・4時間×2日間、10か所 

・ ビジネスプラン等に関する質問への回答作成：回答作成数200件 

6. 企画提案書等の評価等 

（１）企画提案書等の評価 

企画提案書等の評価は、別表で示す評価項目について企画提案書評価検討委員会（以下「検

討委員会」という。）にて、別に定める評価基準に基づき各検討委員が個別に評価・採点し、

その点数を合計する方法により得点を算出して行う。 

（２）最優秀提案者の特定 

（１）により算出したうち最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。

なお、最優秀提案者以外のものについても得点順に順位付けを行う。 

（３）通知 

イ) 最優秀提案者を選定したときは、その結果を全ての参加者に通知する。 

ロ) 通知の内容は採用決定か否かのほか、検討委員会で必要と認める事項とする。 

ハ) 審査結果の公表については、検討委員会の決定に基づいて行う。 

ニ) イ）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日以内（休日除く。）に

書面（自由様式）により、最優秀提案者とならなかった理由について説明を求めること

ができる。これに対する説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して

10日以内に書面により行う。 

（４）無効の場合 

次のいずれかに該当する提案は無効とする。 

イ) 調達公告２に掲げる参加資格のない者が行った提案 

ロ) 企画提案書に虚偽の記載をした提案 

（５）ヒアリングの実施 

評価に当たり、企画提案者に対するヒアリングを実施する。ヒアリングは平成22年11月30

日に、グラウンドワーク三島において実施することとし、時間、方法等については別途通知

する。なお、ヒアリングの不参加は、辞退したものとする。 
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7. 契約の締結 

（１）契約の協議 

最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行う。なお、契約交渉が不調のとき

は、審査結果の順位付けが上位のものから順に契約締結の協議を行う。 

（２）契約に伴う見積書 

（１）の協議終了後、契約締結の協議行った者から見積書を徴し、グラウンドワーク三島

の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内において契約金額を決定する。 

なお、見積書には、１．（４）イ）～チ）までに掲げる業務に係る額（消費税及び地方消費

税の額を含む）を記載すること。 

8. その他 

（１） 本業務で導入したシステムの保守管理は、別途協議の上、契約する。 

（２） 参加者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（３） 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本通貨、時刻は日本標準時、単位は計量法

（平成４年法律第51 号）による単位とする。 

（４） 企画提案書等の作成、提出及びヒアリング等に要する費用は、提案者の負担とする。 

（５） 提出された企画提案書及び費用内訳書は返却しない。また、提出された企画提案書は、

その審査・評価以外には使用しない。 

（６） 企画提案書及び費用内訳書の受理後の差し替え、追加又は削除は原則として認めない。 

9. 問合せ 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 

地域社会雇用創造事業 調達担当 鈴木 

住所〒411-0857 静岡県三島市芝本町1-43  

電話：055-981-5421（平日9：30～18：30） FAX：055-973-0022 

電子メール：intern@gwmishima.jp 

 

以 上 

 

 

mailto:intern@gwmishima.jp
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（別表）企画提案書等の評価項目 

評価項目 着眼点 配点割合 

業
務
遂
行
能
力 

業務実施体制 
・業務の遂行に十分な体制が組まれているか 

・責任者及び担当者の力量は適切か 

30 % 業務実績 ・社会的企業や NPOマネジメント強化に係る類似業務の実施実績があるか 

業務理解 ・業務目的、内容を理解しているか 

企
画
提
案 

講義カリキュラム 

・講義に含まれるべき項目を取り入れているか 

・社会的企業・既存 NPOマネジメント強化の両方の学習に役立つ内容となっているか 

・研修生にとって学習しやすい構成か 

・講師の実績は十分か 

40 % 

グループワークの 
カリキュラム 

・それぞれのレベルにあったカリキュラム構成となっているか 

・研修生にとって学習しやすい運営方法・構成か 
・講師等の実績は十分か 

課題に基づく研修の 
教材・報告書 

・必要な項目を取り入れているか 

・講義・グループワークで学んだことを応用できる内容となっているか 

・研修教材は研修生にとってわかりやすく・記入しやすいか 

・社会的企業・既存 NPOマネジメント強化の両方の学習に役立つ内容となっているか 

・ビジネスプラン作成に向けてわかりやすい補助教材の内容となっているか 

ビジネスプランの 
様式 

・必要な要素を含んでいるか 

・応募者にとってわかりやすく、記入しやすい内容となっているか 

・ビジネスプラン・コンペティションの様式として、審査のしやすい内容となっているか 

ヒアリング 
・わかりやすい説明をしているか 

・質問への回答が的確であるか 
10％ 

価格 
・業務遂行が疑わしいほど価格が安かったり、企画提案者間で比較した場合に合理的な理由もなく突出して高

かったりしないか。 
10% 
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（様式第１号） 

説 明 会 参 加 申 込 書 

平成  年  月  日 

 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 御中 

 

地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」

社会的企業関連業務にかかる公募型プロポーザルの説明会に参加し

ます。 

 

商号又は名称  

担当部署  

参加人数                            名 

参加代表者名  

ＴＥＬ  

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式第２号） 

企 画 提 案 書 

平成  年  月  日 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 

理事長 緒明 實様 

 

商号又は名称 

代 表 者 名         印 

 

下記業務について企画提案書を提出します。 

 

記 

 

業務名称： 

 

履行期限： 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

担当部署名： 

所在地： 

担当者名： 

TEL： 

FAX： 

E-mail： 

 

 



 

 9 

（様式第３号） 

質 問 書 

平成  年  月  日 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 

理事長 緒明 實様 

 

商号又は名称 

代 表 者 名 

 

地域社会雇用創造事業「Ⅱ期グラウンドワーク・インターンシップ」社会的企業関連業務

に関する調達公告について次のとおり質問します。 

質 問 事 項 

 

担当者部署： 

担当者氏名： 

TEL： 

FAX： 

E-mail： 


