
福山市公告第２３４号  

 

    

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５第１項の規

定に基づき，福山市が発注する福山市立大学英語教育システムに係る学習支援業務について，一

般競争入札（最低価格落札方式）に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及

びその資格審査に係る申請手続などについて次のとおり定めたので，同条第２項並びに令第１６

７条の６第１項及び福山市契約規則（昭和４１年規則第１３号。以下「規則」という。）第２７条

の規定により公告します。 

 

  ２０２１年（令和３年）３月８日 

 

    福山市長 枝  直 幹    

 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務の名称 

福山市立大学英語教育システムに係る学習支援業務 

(2) 落札者の決定方法 

条件付一般競争入札（最低価格落札方式） 

(3) 履行場所 

福山市立大学が指定する場所 

(4) 履行の内容等 

福山市立大学英語教育システムに係る学習支援業務委託入札仕様書及び入札説明書（以下

「仕様書等」という。）による。 

(5) 契約期間 

２０２１年（令和３年）４月１日から２０２２年（令和４年）３月３１日までとする。 

 

 

２ 概要 

(1) 対象 

本委託業務内容（概要）は，次のとおりである。 

委託項目 業務内容(概要) 

e-ラーニングを活用し

た授業の支援及び課題

作成 

・「総合英語Ⅰ～Ⅳ」及び「ビジネス英語Ⅰ～Ⅲ」における小テ

ストの作成，実施及び採点 

・「総合英語Ⅰ～Ⅳ」及び「ビジネス英語Ⅰ～Ⅲ」における操作

説明などの補助 

・英語学習のガイドブックの作成 

学習到達度の測定及び

分析並びに報告と学習

指導 

・学習時間累計及び終了率等の統計データの作成と教員への報 

 告 

・受講履歴による学習進捗の管理と学生への指導 

授業計画等の改善への

提言と連携 

・学習成果に基づく教育方法の改善等の提言 

・英語学習及び英語力育成に関する教員との連携 

学内の各種事業などに

おける学習支援活動 

・ＴＯＥＩＣ－ＩＰテストの実施補助 

・オープンキャンパスにおける e-ラーニング体験ブースの運営 

学習に関する相談・支援 ・英語学習に関する相談及びカウンセリング 

 

(2) 予定価格 

本業務における予定価格は，公表しない。 

 

 

３ 入札参加資格要件 

(1) 申請することができない者 



次のいずれかに該当する者は，入札参加資格の審査に係る申請を行うことができない。 
ア 令第１６７条の４の規定により入札参加制限を受けている者 
イ 本業務の公告の日から入札書の提出の日までにおいて，福山市の指名除外又は指名留保

を受けている者 
ウ 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又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っている者（更生手

続開始又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないもの 
エ 資格審査申請書を提出する時点で，福山市に納付すべき市税の滞納がある者 
オ 資格審査申請書を提出する時点で，国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がある         

 者 
 

(2) 入札参加資格 

入札参加資格は，次の要件を全て満たす者とする。 

ア ２０１３年度（平成２５年度）以後，大学，専門学校，高等学校等の教育施設において，

株式会社アルクの「ＡＬＣ Ｎｅｔ Ａｃａｄｅｍｙ２」又は「ＡＬＣ Ｎｅｔ Ａｃａ

ｄｅｍｙ ＮＥＸＴ」を利用した e-ラーニングによる学習支援業務を受託した実績がある

者 

イ 次の(3)に定める要件を満たす業務支援担当者（学習支援アドバイザー）を，授業期間中

２名以上，長期休業期間中１名以上を常駐させることができる者 

 

(3) 業務支援担当者（学習支援アドバイザー）の要件 

上記(2)イに掲げる業務支援担当者は，以下のスキル相当を有するものとする。 

ア 本学に導入している株式会社アルクの「ＡＬＣ Ｎｅｔ Ａｃａｄｅｍｙ ＮＥＸＴ」

を活用した e-ラーニングを担当できること。 

イ ＴＯＥＩＣ ９００点相当の英語能力を有すること。 

ウ 学習支援が可能なスピーキング能力を有すること。 

（国内外機関の実施する測定試験によるスピーキング力を証明できることが望ましい。） 

エ 学習支援が可能な相当の指導力を有すること。 

（国内外機関の設ける英語学習指導者認定制度等による資格を有することが望ましい

（資格取得見込みの場合を含む。）。） 

 

 

４ 入札参加資格審査 

(1) 申請の方法 

入札参加資格の審査を受けようとする者は，入札参加資格審査申請書（様式１）に，別表

に掲げる書類を添付し，原則持参により提出するものとする。 

やむを得ない場合に限り，入札参加資格審査申請書（様式１）に，別表に掲げる書類を同

封し，書留郵便での提出を認めるものとする。 

ファクシミリ等による受付は行わない｡ 

なお，入札参加資格審査申請に関する質問については，随時個別に回答をするものとする。 

 

(2) 申請書類及び入札説明書の交付 

２０２１年（令和３年）３月８日（月）から同月１５日（月）までの間，福山市立大学ホ

ームページ（ＵＲＬ: http://www.fcu.ac.jp/ ）に掲載する。 

 

(3) 申請書類の受付 

持参の場合，受付期間は，２０２１年（令和３年）３月８日（月）から同月１５日（月）

まで（ただし，市の休日を除く。）の間の午前９時から午後５時までとする。 

書留郵便の場合，受付期間は２０２１年（令和３年）３月８日（月）から同月１５日（月）

まで【必着】とし，（４）の宛先まで送付する。 

 

(4) 申請書の提出先及び申請に関する問合せ先                                                                                                                             

福山市港町二丁目１９番１号 

福山市立大学事務局学務課 



電 話：（０８４）９９９－１１１３ （直通） 

Ｅ－Ｍａｉｌ：gakumu@fcu.ac.jp 

 

(5) 入札参加資格審査結果の通知 

入札参加資格の審査結果については，２０２１年（令和３年）３月１８日（木）付けで，

書面及び電子メールにより通知する。その際に，委託契約書（案）についても通知する。 

なお，入札参加資格がないと認められた者には，その理由を記載する。 

 

(6) 認定した入札参加資格の有効範囲 

この公告で定めるところにより認定する入札参加資格は，上記１(1)に掲げる業務に限定す

る。 

なお，競争入札参加資格を有するとの認定を受けた者（以下「入札参加資格者」という。）

以外は，入札に参加することができない。 

 

(7) 入札参加資格審査申請の辞退 

入札参加資格審査申請者が，資格申請後，資格審査結果の通知までに入札を辞退するとき

は，「入札辞退届（様式９－１）」を，２０２１年（令和３年）３月１８日（木）午後５時ま

で【書留郵便の場合，必着】に上記４（４）の提出先へ持参または書留郵便により提出する

こと。 

 

 

５ 入札参加資格の喪失 

(1) 入札参加資格者が次のいずれかに該当するときは，入札に参加することができない。 

ア 上記３の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 

イ 入札参加資格申請書類について虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 

 

(2) 市長は，(1)により入札参加資格者が入札に参加できなくなったときは，当該入札参加資格

者に対して，その旨を通知するものとする。 

 

 

６ 仕様書等の交付方法等 

(1) 交付期間 

仕様書等については，２０２１年（令和３年）３月８日（月）から同月１５日（月）まで

（ただし，市の休日を除く。）の間の午前９時から午後５時までに，入札参加資格審査を申請

した者に対し，随時交付する。 

 

(2) 交付場所 

上記４(4)の場所で交付する。 

 

(3) 質問 

仕様書等の説明資料に関する質問は，２０２１年（令和３年）３月２２日（月）午後５時

までに質問書（様式８）により，電子メールで提出すること。 

提出先メールアドレス：gakumu@fcu.ac.jp  

 

(4) 回答 

 質問に対する回答については，２０２１年（令和３年）３月２４日（水）までに，入札参

加資格があると認められた者に対し，回答書を電子メールにより送付する。 

 

 

７ 入札及び開札の場所及び日時 

(1) 入札方法 

  原則，(3)で入札する。 

  やむを得ない場合に限り，書留郵便による入札を認める。 

 



(2) 日時 

２０２１年（令和３年）３月２６日（金） 午後１時３０分 

※書留郵便による場合，３月２５日（木）【必着】とする。 

 

(3) 場所 

福山市港町二丁目１９番１号  

福山市立大学 管理棟 １階 １２会議室 
 

(4) 入札及び開札に関する事項 

ア 開札は，入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 

この場合において，入札者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札事務に関係

のない市職員を立ち会わせて行う。 

イ 落札者の決定方法 

(ｱ) 規則に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは，

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお，当該入札者のうち，くじを引か

ない者（開札に立ち会っていないものを含む。）があるときは，これに代えて，当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(ｲ) 入札された最低価格が予定価格を超えている場合は，直ちにその場で再度の入札を行

う。再度の入札は２回を限度とする（合計３回）。この場合において，押印のない入札は

無効となるため，入札書の予備を準備すること。 

ウ 入札参加予定者が，入札を辞退するときは「入札辞退届（様式９－２）」を，２０２１年

（令和３年）３月２５日（木）午後５時までに上記４(4)の提出先へ持参または書留郵便に

より提出すること。 

 

 

８ その他留意事項 

(1) 入札に当たっての注意事項 

ア 本市から提供を受けた文書について，本件の入札手続以外の目的に供してはならない。 

また，本市の大学運営や情報システム等に関して知ることとなった内容は，第三者に漏

らしてはならない。本市から貸与した文書は，返却すること。 

イ 本入札に要する費用は，入札者が負担する。 

ウ 本入札に関する提出資料は，返却しない。 

 

(2) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限定する。 

 

(3) 守秘義務要件 

本提案募集に関して知り得た情報は，第三者に漏えいすることを防止し，かつ，秘密漏え

いの可能性を事前に排除するものとする。また，関係資料の滅失又は毀損を防止し，秘密を

保持するため，必要かつ十分な措置を講じるものとする。 

 

(4) 入札保証金及び契約保証金 

免除 

 

(5) 入札違約金 

落札者が契約を締結しないときは，落札金額の１００分の５に相当する金額を，入札違約

金として納入しなければならない。 

 

（6）無効入札に関する事項 

  次の各号のいずれかに該当する場合は，その入札は無効とする。 

  ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

  イ 入札が，取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

  ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 



  エ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

  オ 他人の代理を兼ね，又は２以上を代理して入札をしたとき。 

  カ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。 

  キ 規則第２５条第１項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。 

  ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

  ケ 再度の入札をした場合においてその入札が１であるとき。 

  コ 前各号に掲げるもののほか，この規則又は特に指定した事項に違反したとき。 

 

(7) その他 

入札参加資格確認の結果通知以降の日程については，予定である。変更がある場合には，

入札参加資格認定を受けた者に対して連絡する。 

この入札に際しては,本市が定めた「入札条件･入札心得」に従うので,その内容をよく確認

すること。 

福山市立大学は，２０２１年（令和３年）４月１日に設立予定の公立大学法人福山市立大

学に移行するため，本契約の締結は，同日付で同法人が発注者として行う。 

本契約に係る２０２１年度（令和３年度）歳入歳出予算が成立しなかった場合には，入札

は取り消すものとする。この場合において，福山市及び公立大学法人福山市立大学は何らの

責めも負わないものとする。 
 

 

９ 問合せ先 

福山市総務局福山市立大学事務局学務課 

〒７２１－０９６４ 福山市港町二丁目１９番１号 

電 話：（０８４）９９９－１１１３ （直通） 

ＦＡＸ：（０８４）９２８－１２４８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：gakumu@fcu.ac.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（資格審査申請書の添付書類） 

１ 入札参加資格審査申請書（様式１） 

２ 受付票（様式２） 

３ 委任状（様式３） 

代表者から支店長等に対する委任事項を証したもの 

入札に関する手続等を委任する場合のみ提出すること。 

４ 使用印鑑届（様式４） 

代表者印と異なる印鑑を入札及び契約時に使用する場合のみ提出すること。 

５ 担当者届（様式５） 

本入札に担当者として１名を選任し，質疑等の窓口を一本化すること。 

６ 誓約書（様式６） 

７ 実績報告書（様式７） 

   記載した実績（日付・概要を含む。）が確認できる資料（契約書の写し等）を添付すること。

ただし，守秘義務の関係上，どうしても相手先名を出せない場合は，該当の部分は削除又は

消去しても構わない。 

８ 学習支援アドバイザーのＴＯＥＩＣスコア，英語スピーキング力，英語指導力等を証明するも 

の（任意様式） 

９ 印鑑証明書（写しを可とする。） 

１０ 市税の完納証明書（写しを可とする。） 

福山市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの 

福山市に納税義務のない者を除く。 

１１ 納税証明書（写しを可とする。） 

国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したもの（免税事業者は

除く。） 
１２ 登記簿謄本又は現在事項証明書（写しを可とする。） 

１３ 資格確認結果通知書等の送付用封筒 

長形３号封筒に宛先を記入の上，切手３７４円を貼付し，『速達』と朱書きすること。 

※ 別表９，１０，１１及び１２に掲げる書類については，入札参加資格申請書類提出の日から

３か月前の日以後に発行されたものとする。 


