宇土市ホームページ環境構築業務委託
＜公募型プロポーザル実施要項＞

令和３年３月
宇土市企画部まちづくり推進課

１

目

的

この実施要項は，宇土市ホームページ環境構築業務（以下「本業務」という。）に係る
公募型プロポーザル方式において，参加事業者に提案を募り，その提案の中で信頼性が高
く，最も本市に適した事業者を選定するための手続きについて必要な事項を定めるもので
ある。
２

業務概要
(1) 業務名
宇土市ホームページ環境構築業務委託

(2) 業務内容
詳細は「宇土市ホームページ環境構築業務委託〈公募型プロポーザル仕様書〉」のとおり
とする。
(3) 実施期間
契約締結の日の翌日から令和３年９月３０日（木）まで
(4) 業務の予算額（見積限度額）
金２，２００千円（消費税及び地方消費税を含む）
３

提案参加資格
(1)参加資格
本プロポーザルに参加できる者は，次に掲げる全ての要件を満たすものとする。なお，内
要に応じて本市から確認資料の提出を求めることがある。

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般競
争入札への参加を排除されていない者であること。
② 参加申出書の提出締切日において，本市における当該業務に係る競争入札参加資格
を有し，かつ指名停止措置を受けていないこと。
③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行
われた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の
申立てが行われた者でないこと。
④ 宇土市暴力団排除条例（平成２３年条例第３６号）第２条第１号に規定する暴力団，
同条第２号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等，同条第４号に規
定する暴力団密接関係者ではないこと。
４

業務実施事業者の選定方法

(1) 選定方法
選定に関しては，「宇土市ホームページ環境構築業務委託公募型プロポーザル評価委
員会」において，「経費総括表（見積書）」，「企画提案書」及びプレゼンテーション内容
等を評価し，本業務を最も的確に遂行できると判断された事業者１者を選定する。
(2) 配点

配点については，審査項目，評価項目及び配点に記載した点を総合的に判断し，評点
方式にて選定を行う。
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審査項目，評価項目及び配点
評価項目
会社概要
本業務に対す
る取り組み

主な評価基準
経営状況は良好であり，各種実績等は十分であるか。

１０

本業務の主旨，現状と課題は理解しているか。

１０

サイト構成

本市のイメージを理解し，情報提供に適したデザインであるほ

(デザイン)

か，情報の検索性，わかりやすさへの工夫がなされているか

機能性
情報
セキュリティ
運用・保守
提案価格

配点

ページ作成及び更新の手順は容易であるか。
システムを提供するデータセンターは適切か，セキュリティの
確保は適切か。

２０

２０

２０

障害及び災害発生時の対応は適切か。

１０

初期構築費用及び運用保守費用は適切であるか。

１０

合計

１００

(3) 業務実施候補者の決定方法

事業者の選定は，評価委員会において行う。
本業務によってもたらされるサービス等について一定の質を確保するため，評価点に
は最低の基準点（最低評価点）を設定するものとする。
審査は審査表による採点方式とし，最低評価点以上の点数を獲得した提案者の中で最
も高い評価総合点を獲得した提案者を事業者として選定する。
なお，提案者が１者のみの場合であっても審査を行うものとし，この場合は，設定し
た最低評価点数以上の点数を獲得すれば事業者として選定するものとする。
(4) プレゼンテーションの留意点

ア プレゼンテーションの内容は，企画提案書に基づくものとし，資料の追加配布は認
めない。プレゼンテーションにおいては，企画提案書でイメージをつかむことが困
難な点やアピールしたい点について説明を行うこと。
イ プレゼンテーションは３人以内で行い，提案事業者からの説明２０分，質疑応答１
０分の合計３０分以内とする。
ウ プレゼンテーションは，本業務に携わる担当者が行うこととする。ただし，必要に
応じて，そのセクションに精通している者が行っても構わないものとする。
エ プレゼンテーションに必要な機器等は提案者が用意する。
オ プレゼンテーションの実施順については，参加申出書の受付順とする。
５

参加の方法及び提出書類等
令和３年３月１８日（木）から同年４月２日（金）
※全日（受付時間は，午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。
（ただし，市役所閉庁日を除く。）
(2) 提出場所
宇土市企画部まちづくり推進課情報支援係
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(3) 提出方法
上記，(2)提出場所へ持参及び郵送での提出とする。
また，郵送する場合は提出期限までに本市に到着すること。
(4) 提出物
記号

様式

部数

Ａ

参加申出書

１

１

Ｂ

会社概要書

２

１

Ｃ

経費総括表（見積書）

３

１

Ｄ

６

書類名

電子データを記録した

企画提案書

４

（正本１部，副本４部）

Ｅ

機能要件一覧

Ｆ

商業・法人登記簿謄本

備考

５

ＣＤ－Ｒを別途１枚提
出

別紙

１

１

法務局発行日から３か
月以内のもの

提出における留意事項
(1) 経費総括表（見積書）
ア 様式３「経費総括表（見積書）」を使用し作成すること。
イ 消費税及び地方消費税を除く額で算出し記載すること。
ウ 見積額がそのまま契約額になるとは限らない。
エ ホームページ公開後の運用・保守経費（月額）を参考価格として併記すること。
(2) 企画提案書
ア 様式４「企画提案書」を表紙とし，提出すること。
イ サイズはＡ４版を縦に使用し，左横書きとする。また，左側２箇所を綴じること。
※ Ａ３以上のサイズの書類，図面については，Ａ４サイズに折りたたむこと。
ウ 印刷は両面印刷とし，様式４「企画提案書」の表紙及び目次を除く２０ページ以下
とする。
エ 提案者の特定につながる文言及びマーク等は記載しないこと。
オ 提案内容は，以下の表の項目に応じた記載すべき事項について，文章，表及び図等
を用いて簡潔かつ明瞭に記述すること。また，専門用語について注釈をつける等分
かりやすいものとなるよう工夫すること。
カ 提出後の差替え等は原則これを認めない。
キ 提案書については，仕様書等を理解した上で作成すること。
ク 提案書に記述する事項は，以下に沿うものとし，項目名及び項目番号を付すこと。
※専門知識を有しない者でも理解できるよう，わかりやすい表現とするとともに，各
書類にはページ番号を付してください。
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番号

項目

１

会社情報

記載すべき事項
会社概要について，以下の点を踏まえて記述すること。
(1) 会社概要

２

本業務に対す
る取組

本業務の受託に関する基本的な考え方及び具体的な取組方針
について，以下の項目を定め，主要なポイントを記述すること。
(1) 基本的な考え方，事業への理解
(2) 提供体制
(3) 業務スケジュール

３

サイト構成
（デザイン）

ホームページの構築に対する提案を，以下の項目を定め，ポイ
ントを記述すること。
(1) サイト構成・構造
(2) トップページのデザイン及び構成並びに各ページのデ
ザイン
(3) スマートフォンへの対応について
(4) 検索性・ユーザビリティの向上

４

機能性

１

アクセシビリティへの対応
アクセシビリティの対応に当たり，必要な考え方や具体的
な手法について記述すること。

２

提案ＣＭＳ機能
ＣＭＳ導入に当たり，以下の内容について記述すること。
(1) ＣＭＳの製品コンセプト
(2) コンテンツの作成・公開方法
(3) ページの管理方法
(4) 組織改正及び人事異動に伴う各種管理機能
(5) 拡張性・バージョンアップ等への考え方

５

情報セキュリ
ティ

ホームページの稼働環境等，以下の内容について記述するこ
と。
(1) サービスを提供するデータセンター
(2) システムの安定性
(3) セキュリティの確保

６

運用・保守方法

効率的な維持管理が行えるよう，以下の内容について記述す
ること。
(1) 障害発生時の対応及び復旧方法
(2) 災害発生時の対応及び復旧方法
(3) 保守運用支援内容

７

その他

１

業務支援
以下の内容について記述すること。
(1) データ移行の方法，支援内容
(2) 職員操作研修
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２

その他
他自治体の最新動向，効果的な情報発信のあり方等，本市に
最適な独自提案を記述すること。

(3) 機能要件一覧
ア 別紙「機能要件一覧」を使用し作成すること。
イ 記載されている項目について，標準実装の場合は「〇」，代替案で対応可能な場合
は「△」，対応不可・有償カスタマイズの場合は「×」を記載する。代替案がある場
合には，備考欄に記載すること。
ウ 有償カスタマイズの場合は，見積書にも金額を含めること。
７

質疑回答

(1) 様式５「質疑・回答書」を使用し質疑を行うこと。
(2) 提出は，後述の事務局宛に電子メールにて行うものとする。
(3) 提出期間は，令和３年３月１８日（木）午前９時から同年３月２５日（木）午後５
時までとする。
(4) 質疑に対する回答は，令和３年３月３０日（火）午後５時までに宇土市ホームペー
ジへ掲載する。
(5) 指定様式以外による質疑，又は提出期間外の質疑に対しては一切応じない。
(6) 審査に支障をきたす恐れのある質疑については，一切応じない。
(7) 質疑に対する回答は，本要項及び仕様書の追加又は修正とみなす。
８ 失格条項等
(1) 提出書類の提出方法，提出先，提出期限に適合しなかった場合
(2) 提出書類に記載すべき事項の全部，又は一部が記載されておらず，適正な評価及び
審査に支障をきたす場合
(3) 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
(4) 本要項等に定められた以外の手法等により，宇土市職員に評価項目等内部情報の提
供の援助を求めた場合
９

スケジュール
摘

要

期

日

プロポーザルの公表

令和３年３月１８日(木) 午前９時

質疑提出期限

令和３年３月２５日(木) 午後５時まで

質疑回答期限

令和３年３月３０日(火) 午後５時まで

提出物の提出期限

令和３年４月２日(金) 午後５時まで

プレゼンテーション

令和３年４月上旬（予定）

選定結果通知

令和３年４月中旬（予定）

※事務上の都合により，日程を変更する場合があります。
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その他留意事項

(1) 本 業務その他手続きにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限

る。
(2) 提案者は１つの提案のみを行うこと。
(3) 本プロポーザルを辞退する場合は，様式６「辞退届」を提出すること。
(4) 企画提案書の作成及び提出に要する経費，プレゼンテーションに要する経費，及び
その他本業務の提案に要する経費については，提案者の負担とする。
(5) 提出された書類等（以下「書類等」という。）は返却しない。
(6) 書類等は提案者に無断で利用しない。ただし，本業務の手続き及びこれに係る事務
処理等の必要な範囲において，書類等の複製，保存等を行う。
(7) 書類等は，宇土市情報公開条例（平成１１年条例第１号）の規定に基づき，その内容
の全部，又は一部を公開する場合がある。
(8) 提案者は，実施要項等の内容や決定事項について，不明確又は錯誤等による異議申
立てを行うことはできない。
(9) 審査等に対して異議申立てはできないこととし，選考方法及び選考内容についての
問合せにも応じないこととする。
(10) スケジュールに変更がある場合には，その都度，提案者に通知する。
(11) ホームページ環境構築中に作成した報告書や作業の過程で得た情報等は，一切の権
利を含めて本市に帰属するものとする。
(12) 契約終了後，業務実績として本市の名前を挙げることは差し支えないが，その業務
内容は本市の許可なく開示できないものとする。
(13) 書類等の内容やシステム著作権，特許権等日本国の法令に基づいて保護される第三
者の権利の対象となっているものを使用した結果に基づいて生じた責任は，提案者が
負うものとする。
11 事務局（問合せ先）
〒869-0492 熊本県宇土市浦田町 51 番地
宇土市企画部まちづくり推進課情報支援係
TEL：0964-22-1111（内線 811）
FAX：0964-22-2928
Mail：machi03@uto.kumamoto.jp
担当：西浦，松本
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