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新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業 

企画提案書募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

  コロナ禍の経済の動きが鈍化する中において、中小企業等が行う新しい生活様式に対応

した非対面型ビジネスへの転換等の前向きな設備投資を後押しするため、令和２年度補正

予算により、国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（以下「ものづく

り補助金」という。）に県が独自に上乗せ助成を行うこととしています。本事業では、国補

助金の申請手続きを支援するための窓口を設置して専門家によるサポートを行い、その活

用により、本県経済を支える中小企業の生産性や経営力の向上を図ることを目的としてお

り、下記により企画提案を募集します。 

 

２ 委託事業名 

  新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

 

４ 委託業務の内容 

本業務の内容は、別添の新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業業務 

委託仕様書（以下「業務委託仕様書」という。）に記載のとおりです。 

     

５ 業務実施上の注意点 

(１) 業務の委託を受けた者は、本業務を総括する責任者（以下「総括責任者」という。）を

１名配置し、千葉県と連携して事業を進めること。 

(２) 本事業は、中小企業支援に関する経営面や技術面における専門的な知識や経験が求め

られることから、十分な知見等を有する者が事業内容に掲げる実務を行うこと。 

(３) 専門家による相談を通じた企業への支援を延べ５００件以上目標とすること。 

(４) 県内中小企業の抱える課題の整理・把握に努め、その課題解決として、国補助金以外

の支援策も紹介できるよう、国や県の支援策を把握すること。 

(５) 本事業の経理を明確にするため、本件受託者は他の経理と明確に区分して会計処理を

行うこと。 

 

６ 応募資格 

  法人その他の団体であって、次の要件をいずれも満たすこと。 

(１) 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者

であること。 

(２) 応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名等基準（昭
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和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る入札参加除外

措置を受けていないものであること。 

(３）応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者

の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていないものであること。 

(４) 千葉県物品等入札参加業者適格者名簿（委託）に登載されていること。 

(５) 中小企業支援に係る研修・講習会等について、開催実績を多数有すること。 

(６) 講師の派遣や専門家の設置に関し、効果的に実行できる体制を有すること。 

(７) 本事業のＰＲにあたって、インターネットやチラシの配布、新聞掲載等の効果的な宣

伝広告を行うこと。 

(８) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(９) 経営状態が不健全でないこと。 

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である現職員を有する団体又は

それらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(11) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

(12) 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。 

(13) 本事業の実施に当たり、委託費の対象外経費を負担できる者であること。 

 

７ 応募書類 

(１) 企画提案書（運営管理体制、総括責任者の経歴書含む） 

① 表紙には、様式１を使用してください。 

② 企画提案書は、Ａ４縦型横書きで記載してください。また、必要に応じて、絵、図を用

いて分かりやすく記載してください。 

③ 提案について、以下の事項について説明できる内容としてください。 

・本事業に対する取組体制（運営管理体制、総括責任者の経歴書、人員、県との連絡体

制等） 

・業務実施のスケジュール（業務全工程を記載） 

・応募者が有する専門性（中小企業支援に関する経営面や技術面における専門的な知識

や事業の実施経験）の概要と、実績を踏まえた具体的な活用方法 

・事業内容全体及び個別内容に対する工夫（専門窓口の設置、専門家の配置、窓口の運

営方法や活動内容、説明会等） 

・本事業の実施を通じ、県内中小企業の生産性の向上や経営力の向上が図れるよう、県

内中小企業に各種支援策を活用するための取組方針 

(２) 所要経費の積算書（様式２） 

   事業開始日は、令和２年１０月１５日以降として積算してください。 

(３) 誓約書（様式３） 

(４) 企画提案書の非開示願（様式４） 
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(５) 過去３年以内の類似・関連事業がわかる資料 

(６) 添付書類（添付書類は各１部提出） 

ア 定款又は規約 

イ 登記事項証明書（法人格を有しない場合は、目的、名称、所在地、資産の総額、代

表者の氏名及び住所を記載した書類） 

ウ 直近２事業年度の事業報告書及び決算書 

エ 提出者の概要（企業・団体概要等）がわかる資料 

 

８ 応募・提出方法 

 千葉県商工労働部産業振興課へ郵送又は直接持参してください。 

提出数は、正本１部、副本９部（添付書類は１部提出）となります。 

（１）受付期限 

   令和２年９月３０日（水）午後５時必着 

   ※この期限までに全ての必要書類の提出がない者は、受付することができません。 

（２）問い合わせ先及び応募書類の提出先 

   〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県商工労働部産業振興課（本庁舎１４Ｆ） 

   ・業務内容についての問い合わせ 

    産業技術班 

電 話 ０４３－２２３－２７１８ 

ＦＡＸ ０４３－２２２－４５５５ 

Ｅ-mail sangyo-c@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

・応募・説明会・選考委員会等についての問い合わせ 

    成長産業振興班 

電 話 ０４３－２２３－２７７８ 

ＦＡＸ ０４３－２２２－４５５５ 

Ｅ-mail sangyo-d@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

９ 説明会 

  企画提案の募集に関する説明会を次のとおり開催します。参加を希望する場合は、令和 

２年９月１７日（木）午後５時までに申し込んでください。 

  なお、説明会に参加しない場合でも、当該業務への応募は可能とします。 

（１）日  時 令和２年９月１８日（金）午後３時３０分から 

（２）会  場 千葉県庁 商工労働部会議室（本庁舎１４階） 

（３）申込方法 電子メールによること（件名を「説明会参加の連絡」とすること。） 

（４）申 込 先 千葉県商工労働部産業振興課成長産業振興班 

   Ｅ-mail sangyo-d@mz.pref.chiba.jp 
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10 選考方法 

企画提案の選定にあたっては、選考委員会において選定するものとし、その方法は原則

として、提案参加者から提出された企画提案書の書類審査及びプレゼンテーションにより

行うものとします。選考委員会における公正な審査の結果、最も優れた提案者を選定する

ものとします。 

審査にあたっては、以下の項目を重視して総合的に評価することとします。評価は合計

点数により、高得点順に順位付けを行い、最も高い得点の提案を最優秀提案として選定し

ます。 

① 業務内容の理解 

・事業の趣旨を十分に理解した企画提案になっているか。 

② 独自性、企画力 

・事業の趣旨に鑑みて効果的な独自提案がなされているか。 

・仕様書の内容を十分に理解し、成果が期待できる企画となっているか。 

③ 事業の効果 

・事業の実施により、中小企業に対する国や県の補助事業の普及啓発を推進できるか。 

・事業の実施や他の支援事業との連携により、県内中小企業の生産性の向上や経営力の

向上推進が期待できるか。 

④ 業務実施体制 

・業務を円滑に実施するための体制を有しているか。 

・業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。 

・業務スケジュールは、提案内容の実行が可能なものとなっているか。 

・業務管理者の経験や知見は十分か。 

・自己資金・経営能力・経営処理能力など、事業実施するための経営的基礎力が十分備

わっているか。 

⑤ 類似業務の経験・実績 

・業務を円滑に実施するための経験、実績は十分備えているか。 

⑥ 専門知識、適格性 

・業務内容に関する知識、知見を有しているか。 

・業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか。 

⑦ 県との連絡体制 

・事業実施にあたっての県との連絡体制は十分か。 

⑧ 経費の合理性 

・所要経費・算定根拠が明確に示されていて、合理的な内容であるか。 

・費用対効果に十分配慮した経費となっているか。 

 

11 委託契約 

  選考により決定した企画提案の提出者を委託先候補とし、審査の結果を経た後、事業実
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施に係る委託契約を締結します。 

(１) 受託候補者の選定後の手続き 

① 契約手続き 

ア 千葉県は、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）に定める随意契

約の手続きにより、受託候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを

確認して契約を締結し、契約書を取り交わすものとします。 

イ 本業務の業務委託仕様書は、本業務の目的達成のために必要と認められる場合、千

葉県と受託候補者との協議により、提案内容を一部変更することがあります。 

② 契約保証金 

当該業務の契約に際しては、受託者は契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証

金を契約と同時に納付しなければなりません。ただし、千葉県財務規則第９９条第２項

第３号及び第７号に該当する場合は契約保証金を免除します。 

(２) 契約条件 

① 契約期間 

    契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

② 委託契約限度額 

    金３０，０００千円（消費税及び地方消費税額を含む）を上限 

③ 委託費の対象経費 

ア 人件費 

・本事業において、業務の管理を行う者に対して支払われる人件費 

・本事業において、実務を行う者（専門家等）に対して支払われる人件費 

・本事業において、業務を補助する者（嘱託員・アルバイト等）に対して支払われる 

賃金及び法定福利費 

イ 事業費 

本事業において、業務の実務を行う者に対して支払われる旅費、事業実施に必要と

なる使用料及び賃借料、通信運搬費、消耗品費、専門家謝金、委託料（軽微な内容に 

限る）、その他知事が必要と認める経費（要事前協議） 

ウ 一般管理費（本事業に関連する経費であって費用が特定できない経費） 

・人件費＋事業費の２５％以内 

エ 上記にかかる消費税及び地方消費税 

④ 成果物 

ア 本事業の実施に係る状況報告及び実績報告 

イ ウェブアクセス状況、広報成果（新聞掲載事例等） 

ウ 本事業の実施により国ものづくり補助金や他の補助金の申請サポート事例をまと

めたもの 

エ その他、千葉県が指示したもの 

⑤ その他 

・経費の計上は、委託契約締結日以降に発生（発注）したもので、事業期間中に終了（支
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払）したものを対象とします。 

・当該事業の結果が著しく悪い場合等には、契約期間内に契約を解除する場合がありま

す。 

 

12 その他の留意事項 

(１) 本事業は、千葉県の委託事業となりますので、次の点に御注意願います。 

ア 千葉県からの委託事業となりますので、事業の成果等は千葉県に帰属します。 

イ 委託契約の締結に当たっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）や千葉県財

務規則をはじめとする諸規定が適用されます。 

ウ 本事業の実施は、令和２年度９月千葉県議会での歳入歳出予算の可決を前提として

います。予算成立がない場合には、当該業務委託は実施しません。なお、その場合に

おいても当該応募に係る経費については、県において補償は行いません。 

(２) 上記応募資格を有しない者の企画提案書、記載内容に不備がある企画提案書等不適切

と判断されるものは受理しません。 

(３) 応募に要する全ての費用は、提案者の負担とします。 

(４) 提出書類は返却できません。 

(５) 提出された企画提案書は、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に

基づく開示請求があった場合には、対象文書として原則開示することとなります。なお、

事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる

情報は同条例第８条第３号イの規定により非開示となるので、提出書類の該当部分と非

開示とする具体的な理由を様式４により提出してください。なお、開示、非開示の判断は

提出書類（様式４）に基づき行うものでなく、提出書類（様式４）を参考に、同条例に基

づき千葉県が客観的に判断します。 

(６) 企画提案書の内容については、提案者の承諾なしに利用することはありません。 

(７) 採用された企画提案書の著作権は千葉県に帰属します。 

(８) 次のいずれかに該当した場合は、提案者は失格になることがあります。 

・提出書類に不備があった場合、又は指示した事項に違反した場合 

・同一の企画提案募集に対し、２以上の提案をした場合 

・同一の企画提案募集に対し、自己の他、他人の代理を兼ねて提案した場合 

・提案に関連して談合等の不正行為があった場合 
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様式１ 

 

新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業 

応募申請書 

 

 

令和２年  月  日 

 

 

 千葉県知事 鈴木 栄治 様 

 

 

（応募者） 

所在地 

名 称 

代表者              ㊞ 

 

 

 標記事業について、下記の関係書類を添えて応募します。 

 

１ 企画提案書 

２ 所要経費の積算書 

３ 誓約書 

４ 企画提案書の非開示願 

５ 過去３年以内の類似・関連事業実績書 

６ 添付書類 

（１）定款又は規約 

（２）登記事項証明書（法人格を有しない場合は、目的、名称、所在地、資産の総額、代表者

の氏名及び住所を記載した書類） 

（３）直近２事業年度の事業報告書及び決算書 

（４）提出者の概要（企業・団体概要等）がわかる資料 
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企画提案書 

 

応募者：           

 

１ 事業の概要 

（１） 事業名 

新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業 

 

（２）事業期間 

   契約締結日から令和３年３月３１日まで 

 

（３）事業費 

            千円 

 

（４）実施団体 

   ※応募者の概要（業務内容、資本金、従業員数等）を記載してください。 

 

２ 事業の内容 

（１）本事業に対する取組体制（運営管理体制、総括責任者の経歴書、人員、県との連絡体制

等） 

 

（２）業務実施のスケジュール（業務全工程を記載） 

 

（３）応募者が有する専門性（中小企業等の支援や国補助金の制度（申請方法等を含む）等

に係る知識、経験、関係法規の知見等）の概要と、実績を踏まえた具体的な活用方法 

 

（４）事業内容全体及び個別内容に対する工夫（窓口の運営方法や活動内容、専門家サポー

ト、説明会、広告宣伝等における実施体制等） 

 

（５）本事業の実施や本事業との連携を通じ、県内中小企業の生産性の向上や経営力の向上

に繋がるような、県内中小企業支援に関する取組方針 

 

（６）その他の独自提案 

 

３ 事業実施により見込まれる成果と実績報告内容 
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運営管理体制書・総括責任者の経歴書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○様式は自由です。 

○総括責任者については、氏名、資格、経歴、実績等を詳細に記載してください。 

○新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業の業務実施に当たり、どのような

体制を敷くのか具体的に記載してください。 

○なお、記載に当たっては、具体的な内容を把握できるように、図や表を用いるなど、わか

りやすく記載してください。（組織体制図等） 
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様式２ 

 

経費積算書 

（単位：円） 

事業名 新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業 

区分 細目 積算額 備考 

Ⅰ 人件費  

 

 

 

 

  

Ⅱ 事業費 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 一般管理費 

（人件費＋事業

費）の 25％以内 

 

 

 

 

 

  

 消費税及び 

地方消費税 

  

合計  

 

  

※①人件費、②事業費、③一般管理費に区分して記載すること。 

 合計金額は３０，０００千円以内とすること。 
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様式３ 

誓約書 

 

 

 千葉県知事 鈴木 栄治 様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者              ㊞ 

 

 

新しい生活様式に向けた設備投資補助申請サポート事業の企画提案書の提出を行うに  

あたり、下記に記載した事項は事実に相違ありません。 

記 

以下の全てを満たします。 

（１）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者

であること。 

（２）募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県から指名停止の措置を受けていな

い者であること。 

（３）千葉県物品等入札参加資格（委託）を有する者、又は取得見込みの者であること。 

（４）中小企業の支援に係る研修又は講習会等について、開催実績を多数有すること。 

（５）講師の派遣や専門家の設置に関し、効果的に実行できる体制を有すること。 

（６）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（７）経営状態が不健全でないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である現職員を有する団体並び

にそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（10）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。 

（11）本事業の実施に当たり、委託費の対象外経費を負担できる者であること。 
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様式４ 

企画提案書の非開示願 

 

 千葉県知事 鈴木 栄治 様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者              ㊞ 

 

 

 千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に基づく開示請求があった場合に、

提出書類を開示することにより、今後弊社が事業を営む上で、競争又は事業運営上の地位そ

の他正当な利益を害する部分及びその具体的な理由は次のとおりです。 

開示すると支障が生じる書類（書類の頁・箇

所等） 

支障が生じる理由・生じる支障の内容を具体

的に記入してください。 

  

 


