
「平成 30 年度千葉県市民活動団体マネジメント事業」企画提案募集要項 

 
 
 

１ 委託する事業の名称                                          

平成 30 年度千葉県市民活動団体マネジメント事業 
                                           
 

２ 事業の目的                                       

少子高齢化や人口減少などが進み、行政だけでは解決できない地域課題が増加する中で、

自発的に課題解決に取り組む市民活動団体は、持続可能な社会づくりにおいて必要不可欠な

存在となっています。 

しかし、市民活動団体は組織運営に当たって人材面や資金面での課題を抱えており、それ

ら課題に対して効果的な支援が求められています。 

そこで、県では、市民活動団体の安定的・継続的活動に向けて組織運営力を狙いとして、

活動における課題やニーズに精通するとともに、独自のノウハウやネットワーク等を活用し

て効果的な実施が期待できる中間支援組織等の企画提案による「千葉県市民活動団体マネジ

メント事業」を実施します。 

 

３ 募集対象事業                                      

市民活動団体関係者及びこれから市民活動を始めようとする者などに対して、組織運営等

に係る知識等を学ぶ講座を実施する事業を対象とします。 

 

４ 契約条件                                          

(1) 契約形態 委託契約 

(2) 契約期間 契約締結日から平成 31 年 3 月 11 日まで 

(3) 契約金額 

ア 限度額 840 千円（税込） 

イ 対象経費の範囲 

対象となる経費は提案する事業を実施するために必要な次の経費とし、団体等の運

営に要する経費や備品等の取得に係る経費は対象となりません。 

○人件費（給与等） 

○諸謝金（講師等） 

○交通費 

○消耗品費 

○印刷製本費 

○通信運搬費 

○会場使用料 

○手数料等諸経費 

(4) 契約予定団体数 1 団体 



(5) 委託費の支払  業務完了後、精算払 

 

５ 応募資格                                          

次の条件をすべて満たしている市民活動団体等 

なお、ここでいう市民活動団体等とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、社会福

祉法人、公益法人などのこととします。 
 
(1) 千葉県内に事業所・活動拠点を有していること 

(2) 任意団体にあっては、団体を構成する会員が10人以上いること 

(3) 定款又は規約等を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること 

(4) 事業の連絡責任者が特定できること 

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと 

(6) 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした 

団体でないこと 

(7) 暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと 

(8) 本事業の実施に当たり、千葉県との打合せなどに適切に対応できること 

(9) 地方自治法施行令第167条の4＜一般競争入札の参加者の資格＞の規定に該当しない 

こと 

(10) 守秘義務を遵守できること 

 

６ スケジュール（予定）                                  

募集要項・応募書類の配布 平成 30年 5 月 2日（水）～平成 30 年 5月 30 日（水） 

説明会 
1 回目  平成 30 年 5月 14 日（月）午後 2時から 

2 回目  平成 30 年 5月 16 日（水）午後 2時から 

応募書類の受付 平成 30年 5 月 2日（水）～平成 30 年 5月 30 日（水） 

一次審査（書類選考） 
企画提案書等提出期間終了後ただちに実施する。 

審査結果は第二次審査までに通知する。 

二次審査 

（プレゼンテーション） 
平成 30年 6 月上旬 

 

７ 応募の手続き                                          

(1)事業説明会 

ア 第 1回目 日時：平成 30 年 5 月 14 日（月）午後 2時から 

申込期限：平成 30 年 5 月 10 日(木) 午後 5時まで (必着) 

第 2 回目 日時：平成 30 年 5 月 16 日（水）午後 2時から 

申込期限：平成 30 年 5 月 14 日（月）午後 5時まで（必着） 

イ 場所：第 1回目及び第 2回目とも県民活動情報オフィス 

（千葉市中央区市場町 1-1 千葉県庁本庁舎 2 階） 

ウ 申込方法：別紙「事業説明会参加申込書」により FAX 又は Eメールで提出 



(2) 企画提案書の提出 

ア 応募書類の配布 

応募書類は千葉県ホームページからダウンロードできます。 

配布期間  平成 30 年 5 月 2 日（水）～平成 30 年 5 月 30 日（水） 

イ 提出方法 

持参又は郵送（FAX、E メールでの応募は受け付けません。） 

ウ 提出書類（応募に当たっては正本１部、副本７部を提出してください。） 

・応募書     【第一号様式】 

・企画提案書   【第二号様式】 

・所要経費見積書 【第三号様式】 

・主な事業実績  【第四号様式】 

・団体に関する概要【第五号様式】 

・誓約書     【第六号様式】 

・定款又は規約等 

エ 提出期限 

平成 30 年 5 月 30 日(水) 必着 

持参の場合は午後 5時まで  

オ 留意事項 

・企画提案は 1団体 1案とします。 

・提出された書類は返却しません。 

・事業実施に当たっては、採用された企画提案書の内容について協議や調整の上で 

変更することがあります。 

・その他詳細については、県との打合せの上で実施するものとします。 

・企画提案に必要な費用は、各提案者の負担とします。 

・提出された書類は千葉県情報公開条例に基づき開示される場合があります。 

カ 提出先 

千葉県 環境生活部 県民生活･文化課 県民活動推進班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1   電話：043-223-4133 

 

８ 選定・審査の方法                                    

(1)審査方法 

応募資格を満たしている事業者から提出された応募書を基に、選考委員会において(2) 

の審査基準に基づく審査を行い、県が委託する事業者を選定します。審査は、書類審査 

及びプレゼンテーションにより実施します。 

プレゼンテーションの日時については、別途通知します。 

(2)審査基準 

企画提案の選考基準は次のとおり 



 

(3)結果の通知 

選考結果は、千葉県ホームページで公表するとともに、全応募者に対して書面で通知 

します。なお、選考結果についての異議は受け付けません。 

 

９ その他留意事項 

(1)委託費の支払については、原則として後払としますが、1/3 を限度として、概算払がで

きる場合があります。 

(2)講座の内容にＮＰＯ法制度についての説明を含む場合は、その部分については県から 

無料で講師を派遣することができます。 

(3)事業の実施に当たっては、県と定期的な打合せ、状況報告等を求めることがあります 

ので、予め御了承願います。 

(4)本事業を実施するため、受託者が新たに作成した著作物の著作権はすべて県に帰属し 

ます。 

 

１０ 担当部局 

千葉県庁 環境生活部 県民生活･文化課 県民活動推進班 

 〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 （県庁本庁舎 4階） 

 電話：043-223-4133 FAX：043-221-5858 

    E-mail：npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp 

審査 

項目 
審査細目 審査基準 

業務 

遂行 

能力 

①業務執行体制 本業務を執行するための人員や外部ネットワークなど組

織体制、運営基盤は十分か。 

②過去の実績等 提案事業を問題なく遂行できるに足る実績、経験、ノウハ

ウ等を有しているか。 

③計画性 スケジュールは適正に計画されているか。 

また見積書に所要経費・算定根拠が明確に示され、実現性

の高いものになっているか。 

企画 

提案 

内容 

④事業内容の理解度 県の意図する事業目的を的確に理解し、解決すべき課題を

適切に把握した上で、事業の運営方針が立てられている

か。 

⑤事業の効果Ⅰ 受講者の組織運営力等の向上に繋がる内容となっている

か。 

⑥事業の効果Ⅱ 提案団体自身が事業の実施により以後の活動の発展を望

める内容となっているか。 

⑦独創性 事業対象者が受講してみたいと思うような発想の提案内

容か。 

⑧広報 多くの受講者が望めるような効果的な広報計画か。 


