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南房総市⽴南房総中学校制服選定要領 

１ 趣旨・目的 
  令和６年４⽉に開校を予定する、「南房総市⽴南房総中学校」の新しい制服の選定にあたり、制服のデ
ザイン及び製造を⾏う事業者（以下、「制服事業者」という。）からの提案を募集し、プロポーザル審査によ
り、優先交渉権者を決定する。   

２ 募集内容 
  別紙制服仕様書に基づく制服デザインの提案。 
３ 対象品目 
(1)制服︓南房総中学校男⼦制服・⼥⼦制服の冬服（ブレザータイプ）。 
  ※夏服は、優先交渉権者決定後、冬服をベースに制服事業者と協議し決定する。 
(2)付属品︓提案する制服に対応する、ネクタイ・リボン等 

※シャツ・ブラウス・ベスト・セーター・靴下・靴・ベルトは提案（審査対象）に含まない。但し、プレゼンテーシ
ョンにおける制服の表現等で使用することは差し支えない。 

４ 制服選定の考え方 
(1)基本方針 
   制服事業者からのデザイン提案を受け、南房総中学校の新制服を選定するものとする。 
   制服事業者は別紙制服仕様書に基づき提案を⾏うものとする。 
   冬服一式（標準サイズ）の価格帯は、制服及び付属品（リボン・ネクタイ等）を合わせ 35,000 円前

後とする。 
   制服は令和６年度から適⽤する。 
   制服事業者からのプレゼンテーションによる審査を⾏い、優先交渉権者及び順位を決定する。 
   プレゼンテーション審査は白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会学用品部会（以下、「部会」とい
う。）において⾏うものとし、審査員は部会員とする。 

(2)プロポーザル方針 
   本プロポーザルは、企画提案書及びプレゼンテーション審査により優先交渉権者を決定するものとする。 
   本プロポーザルは、白浜地区及び千倉地区の制服販売店との取引が可能な制服事業者を対象とした、

公募型プロポーザル方式とする。 
   提案は男⼦及び⼥⼦制服の冬服を対象とし、制服事業者は提案書の提出及びプレゼンテーションを実

施する。 
   プレゼンテーションは白浜中学校・千倉中学校・白浜小学校・千倉小学校の児童生徒、保護者等の傍

聴を許可する。但し、プレゼンテーションに参加する制服事業者同士の傍聴は認めない。    
(3)仕様書等 
   別紙制服仕様書のとおり 
(4)児童生徒保護者への情報提示方針 
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   優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案した制服デザインについて提示し（提示方法については未
決定）、児童生徒保護者に提示する。 
(5)審査項目 
   提案された制服に対する審査（デザイン、機能性、価格等）。 
5 応募資格 
(1) 部会の指定する⽇時までに制服の納⼊が可能な制服事業者であること（概ね、令和６年２⽉末⽇

頃）。 
(2) 部会、学校、保護者からの要望に真摯な対応ができること。 
(3) 現在、⽩浜地区・千倉地区で制服の販売を⾏っている店舗との取引が可能であり、引き続き同店舗での

制服販売が可能であること。また、販売価格については、販売店と協議することが可能な制服事業者とす
る。 

(4) 地⽅⾃治法施⾏令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者でないことを準用す
る。 

(5) 会社更⽣法（平成14年法律第154号）に基づく更⽣⼿続開始の申⽴て及び⺠事再⽣法（平成11
年法律第225号）に基づく再⽣⼿続開始の申⽴てがなされている者でないこと。 

(6) 会社法（平成17年法律第86号）に基づく精算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）に基
づく破産の申⽴てがなされている者でないこと。 

(7) 無差別⼤量殺⼈⾏為を⾏った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく処分の
対象となっている団体の構成員であると認められる者が経営者、構成員或いは実質的に経営に関与して
いる者でないこと。 

(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号に規定する
暴⼒団員及びその利益となる活動を⾏う者でないこと。 

(9) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。 
(10)本事業の募集要領及び審査要領を熟読し、内容を理解している者であること。 
6  募集スケジュール 

日  程 内  容 
令和 5年 3月１0日（⾦） 募集要領等の公表（公⽰） 
令和 5年 3月１0日（⾦）〜 令和 5年 3月２８日（火） 質問の受付期間  
令和 5年 3月２８日（火）午後５時 参加申込書提出期限 
令和 5年 4月  ７日（⾦）午後５時 企画提案書提出期限 
令和 5年 4月１６日（日） プレゼンテーションの実施 
令和 5年 4月２５日（火） 優先交渉権者決定 

※ 土日祝日の閉庁時や指定時間以外の受付等はできません。 
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７ 選定要領等に関する質問の受付と回答 
応募者は、以下のとおり募集要領等に関する質問をすることができます。 
(1) 受付期間は、令和 5年 3月１0日（⾦）から令和 5年 4月 7⽇（⾦）の午前 9時から午後 5時

までとします。 
(2) 提出⽅法は、質問書（任意様式）に質問内容を⼊⼒し、ＦＡＸ⼜は電⼦メールで問合せ先（下
記）へ送信してください。 

(3) 質問への回答は、その都度ＦＡＸ⼜は電子メールで質問者及びプロポーザル審査参加制服事業者に回
答することとします。回答以降に参加申込みをした制服事業者に対しては、参加申込書の受理後、それま
での質疑回答を FAX又は電子メールで送信します。 

(4) 審査基準に関する質問など審査会に関する質問には、回答しないものとします。 
(5) 学校への接触や問合せは禁止します。 
(5) 募集に参加しようとする者でないことが明らかである者からの質問や関連事項以外の質問については、回
答しないものとします。 

問合せ先 白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会 学用品部会 事務局 
南房総市教育委員会事務局学校再編整備課 
電話 0470-46-2962  FAX 0470-46-4059 
E-Mail︓g-saihen@city.minamiboso.lg.jp 

8 参加申込方法 
  提案者は、参加申込書提出期限までに、以下の書類を 1 部提出してください。 
  (1)提出書類 
   ①参加申込書（様式 1） 
   ②会社概要が分かる資料（パンフレット等） 
  (2)提出方法 
   書類は、下記の提出先まで、郵送又は持参にて提出してください。 
  (3)提出期限  令和５年３月２８日（火）午後 5時（必着） 
   ※受付時間は、午前 9時から午後 5時までです。なお、郵送の場合も提出期限日必着です。 
   ※土日祝日の閉庁日は受付できません。 
  (4)提出先  〒299-2592 千葉県南房総市岩糸 2489番地 

白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会 学用品部会 事務局 
南房総市教育委員会事務局学校再編整備課 

  (5)応募資格審査結果 
   提出書類をもとに応募資格を確認し、提出期限後３日以内に応募資格の有無について通知します。 
9 企画提案書の提出 
  提案者（参加資格を有しないと認められたものを除く。）は、企画提案書提出期限までに、以下の書類を

提出してください。 
  (1)企画提案書 
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   企画提案書は、書面での応募とし、様式は任意としますが、次の事項を必ず記載してください。 
① 会社概要が分かる資料（パンフレット等） 
② デザインのコンセプト 
③ デザイン画・写真等のイメージ図 
④ 販売希望価格（消費税及び地方消費税を含む） 
※男⼦・⼥⼦制服冬⽤標準サイズ 2パターンについて、付属品を含む個別の価格 

⑤ 制服制作に関するスケジュール（納品まで） 
⑥ 公⽴中学校の新規制服取り扱い実績⼀覧（直近５案件程度、写真等を貼付すること） 

  (2)編纂方法 
   Ａ4 で片面印刷の書類を左綴じで提出してください。 
  (3)提出部数 
   ２０部を提出してください。 
   ※提出された書類は、返却いたしません。 
  (4)提出期限  令和５年４月７日（⾦）午後 5時（必着） 
   ※受付時間は、午前 9時から午後 5時までです。なお、郵送の場合も提出期限日必着です。 
   ※土日祝日の閉庁日は受付できません。 
  (5)提出先  〒299-2592 千葉県南房総市岩糸 2489番地 

白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会 学用品部会 事務局 
南房総市教育委員会事務局学校再編整備課 

10 提案の取扱い 
  (1)提案の著作権は、提案者に帰属します。 
  (2)提案について著作権等に関する権利の確保を必要とする場合は、⾃らの責任においてその⼿続きをお
願いいたします。 

  (3)提案者は、部会に提案いただいたデザイン及びその著作権等の知的財産権の全て又は一部を無償に
て使⽤することに許諾していただきます。 

  (4)提案者は、部会が、提案を記録等のために複製することを許諾していただきます。 
  (5)他者の著作物の権利を無断で使⽤して対案したことにより発生する問題の責任は、全て提案者が負う

こととします。 
  (6)応募いただいた提案を公開する場合、提案とともに⽒名等の公表について、応募者に許諾していただき

ます。 
  (7)提案の詳細な意⾒の聴取を実施させていただく場合がありますが、その場合の旅費等の⼀切の経費は

提案者の負担となります。 
  (8)提案者は、本プロポーザル審査に応募することにより、上記事項に同意したものとみなします。 
11 個人情報の取扱い 
  (1)個人情報とは、提案者の氏名、住所、電話番号、FAX番号、性別、年齢など提案者を特定できる情

報のことを指します。 
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  (2)個人情報は、本プロポーザル審査に関する事務⼿続きのみに利⽤します。ただし、応募いただいた提案
は、公開することもありますので、その際には、応募いただいた提案とともに氏名などを公表することがありま
す。 

  (3)個⼈情報を目的外利⽤し、⼜は、第三者に開⽰提供することはいたしません。 
12 優先交渉権者選定の方法等 
  (1)企画提案書の書類確認 
    企画提案書の提出があったときは、事務局において書類確認を⾏い、書類に不備がある場合には、期
間を定めて補正や追加提出等をお願いする場合があります。 

    応募者が多数の場合は、部会において企画提案書を参考に書類審査を⾏うことがあります。部会にお
いて書類審査を⾏った場合は、審査結果の上位 5 者程度からプレゼンテーション・ヒアリングを実施すること
とし、その他の応募者の提案は不採⽤とします。 

  (2)プレゼンテーション 
   事業者の提案内容について、プレゼンテーション・ヒアリングを⾏います。 
   ①期日  令和５年４月 16日（日） 
         ※時間については、応募者ごとに通知します。 
         ※応募者が多数の場合は、期⽇が変更となる可能性があります。 
   ②場所  千葉県南房総市千倉町瀬⼾２７０５－６ 
          千倉保健センター３階 機能訓練室 
   ③内容  ア 企画提案書の内容説明（20 分以内） イ 質疑応答（30分程度） 
          企画提案書の内容説明は、下記の順により説明ください。 

・自己紹介（制服事業者の沿革、企業 PR等を含む） 
・提案デザインのコンセプト、アピールポイント等 
・販売希望価格（消費税及び地方消費税を含む） 
・制服制作に関するスケジュール（納品まで） 
※上記以外に PR したい内容等があれば内容説明の最後に説明してください。 
※プレゼンテーションに提案制服のサンプル品を持参ください。サンプル品は着付用マネキン 
等に着用させた形で、実際の着用感が表現できるように配慮してください。 
※その他プレゼンテーションに必要な機材については、提案者の必要により、提案者の負担
で用意してください（PC、プロジェクター等の機材や表現用のパネル等）。電源については、
施設の電源を利⽤できることとします。 
※当⽇に追加資料等の配布を希望する場合は 20 部作成し、持参ください。 
※質疑応答時間に審査員が実際に提案制服を着用することがあります。 

   ④審査  提出された企画提案書の内容、プレゼンテーション・ヒアリングについて、部会において審査を
⾏い、最も優れた企画提案者を優先交渉権者候補者として決定します。なお、妥当な優先
交渉権者候補者がいないと部会が判断したときは、優先交渉権者候補者を選定しない場合
があります。 

           審査員は部会員とし、事務局は除きます。 
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           審査は、審査員ごとに提案内容を相対的に評価し、点数を付します。 
           優先交渉権者候補者が複数あったときは、合計点数による判定及び順位付け判定により

優先交渉権者候補者を選定します。判定方法により変動がないか確認し、変動があった場
合には、順位付け判定により 1位となった者を優先交渉権者候補者として選定します。1位
の獲得数が同数の場合、順に 2位、3位と獲得数の多い者から上位とし、順位の獲得数が
いずれも同数の場合は、委員による多数決により選定します。 

⑤プレゼンテーションの順番  参加申込書を提出した順とします。 
13 審査結果 

(1)審査結果は、令和 5年 4月 25日（火）に郵送（発送）で通知します。 
(2)審査結果は、優先交渉権者となった制服事業者の情報のみ通知し、他の制服事業者の順位等につ

いては通知しません。 
1４ 辞退 

(1)参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出することとし、辞退の理由につい
て記載すること。 

(2)辞退による不利益な処分はされません。 
 


