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令和３年度焼津市情報系グループウェア更新事業 プロポーザル実施要領 

 

１ 公募型プロポーザルの実施の目的 

令和３年度焼津市情報系グループウェア更新事業の事業者選定にあたり、経費だけでなく、選

定するシステムの機能、技術力及び保守体制等を総合的に評価し、最も適切な事業者を選定する

ため、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施する。 

本実施要領は、令和 3 年度焼津市情報系グループウェア更新事業プロポーザルに係る募集に関

して、提案事業者が企画提案を行う際に必要な事項を定めたものである。 

本実施要領に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合には、提案事業者への通知をもって

要件を追加することも可能とする。 

 

２ 事業概要 

(１) 事業名称 

令和 3年度焼津市情報系グループウェア更新事業 

(２) 事業内容 次の仕様書のとおり 

ア 令和 3年度焼津市情報系グループウェア更新事業要求仕様書 

イ 令和 3年度焼津市情報系グループウェア機能要件一覧表 

(３) 契約限度額 

15,458,476円（消費税及び地方消費税を含む） 

(４) 基本方針 

ア 新しい情報系グループウェア及びメールサーバー（以下「新システム」という。）は、焼

津市（以下「本市」という。）が提供するプライベートクラウド※１上の仮想サーバ上に構

築すること。 

イ 新システムの必須機能は「ポータル」「アドレス帳」「スケジュール」「施設予約管理」

「掲示板」「メッセージ」「メール」「ライブラリ」「電子会議室」とする。 

ウ 「令和３年度焼津市情報系グループウェア更新事業要求仕様書」及び「グループウェア

機能要件一覧表」（以下「仕様書」という。）で示す要件を、標準機能で満たすことのでき

るパッケージ製品を選定すること。標準機能で満たすことができない場合はカスタマイズ

による対応も可能とするが、改修箇所は最小限度に留めること。 

エ 新システムは導入後５年間（令和８年 12月 31日まで）継続して運用することを前提と

し、運用期間中は常に開発ベンダからのサポートが提供されること。 

(５) 事業の所管課 

焼津市 行政経営部 デジタル戦略課 

〒425-0041 静岡県焼津市石津 728-2 

電話：054-623-4791  FAX：054-623-4792 

E-mailアドレス：digital@city.yaizu.lg.jp  

                                                 

※１ プライベートクラウドの詳細は添付１「BroadCenter Pracla ホステッド・プライベートクラ

ウド HCIタイプサービス仕様書 第 1.05版」を参照すること。 
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３ 参加資格 

企画提案書等を提出できる事業者は、次の応募要件を満たし、様式第１号「参加表明書」等を

提出後、市から様式第４号「参加資格決定通知書」で参加資格を有するとされた事業者に限る。 

(１) 応募要件 

プロポーザルに参加する者は、本要領の目的を理解し、システム導入に関する実績と能力が

ある者で、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。参加表明書等の提出期限の日

から契約締結までの間に要件を満たせなくなった場合は、参加資格又は優先交渉権者としての

資格を喪失するものとする。 

ア 平成 30年４月１日から本件公告日までに日本国内で、都道府県又は人口 10万人以上の

市町村に対するグループウェアの導入実績が複数あること。 

イ 次に掲げる公的認証のいずれかを取得している法人であること。 

(ア) 日本工業規格 JISQ15001個人情報保護マネジメントシステムに適合して、個人情報

について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者の認証(プライバシーマー

ク)を取得している法人であること。 

(イ) 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO27001 の認証を取得

している法人であること。 

ウ 次に掲げる事項のいずれにも該当していないこと。 

(ア) 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 

(イ) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされて

いる者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く） 

(ウ) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされて

いる者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く） 

(エ) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされている

者 

(オ) 金融機関の取引停止処分がなされている者 

(カ) 解散又は廃業した法人若しくは廃業した個人 

(キ) 契約の履行に必要な法律の許可及び登録等を有していない者 

(ク) 契約の履行に必要な法律で定める資格を有する者を配置できない者 

(ケ) 焼津市競争入札参加資格停止措置要綱（平成 24 年焼津市告示第 30 号）に基づく資

格停止を受けている者 

(コ) 法人税（個人の場合は、申告所得税）並びに消費税及び地方消費税の滞納をしている

者 

(サ) 焼津市が課する税について滞納をしている者 

(シ) 次のいずれかに該当する者 

a 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下こ

の号において同じ。）が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。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下この号において「暴力団員」という。）であると認められる者。 
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b 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

c 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

d 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れる者。 

e 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れる者。 

 

４ 審査スケジュール 

項目 時期 

(１)実施要領の閲覧・公告期間 ７月５日（月）～７月 16日（金） 

(２)質問書の受付期間 ７月５日（月）～７月 14日（水）（午後５時必着） 

(３)質問書への回答 ７月 16日（金）まで 

(４)参加表明書の受付期間 ７月５日（月）～７月 16日（金）（午後５時必着） 

(５)参加資格決定通知 ７月 21日（水）まで 

(６)企画提案書等の提出期間 ７月 21日（水）～８月６日（金）（午後５時必着） 

(７)提案審査 

(プレゼンテーション及び質疑応答) 
８月 11日（水）午後 

(８)審査結果通知 ８月 11日（水） 

(９)契約交渉期間 ８月 11日（水）～８月 18日（水） 

※ 都合によりスケジュールが変更となった場合は、全ての参加業者に連絡する。 

 

５ 実施要領及び仕様書の閲覧期間及び閲覧場所 

(１) 閲覧期間 

令和３年７月５日（月）～令和３年７月 16日（金） 

※ 焼津市の休日を定める条例（平成２年焼津市条例第４号）第１条で規定する休日を除い

た日の午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時を除く。 

(２) 閲覧場所 

２－(５)に同じ 

焼津市ホームページにて閲覧可能。ただし、添付資料１及び添付資料２は市ホームページに

掲載せず、希望者にメールで送付する。 

 

６ 質問書の提出期限、提出場所及び方法 

提出期限：令和３年７月 14日（水）午後５時(必着) 

提出書類：様式第８号「質問書」 

提 出 先：２－(５)の E-mailアドレス 
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７ 質問への回答 

令和３年７月 16日（金）までに、参加表明をした全事業者に電子メールにより回答する。 

 

８ 参加表明にあたっての留意事項 

(１) 参加表明書の提出をもって、本要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

(２) 参加表明書等の提出に関する費用は、事業者の負担とする。 

(３) 参加表明書の作成に関して使用する言語は日本語とする。 

(４) 提出された書類及び媒体は、参加資格決定通知書の内容に関わらず返却しない。 

(５) 本市から得た資料・情報等は取扱いに注意するとともに、無断で参加表明に係る検討以外

の目的で使用することを禁止する。 

(６) 提出された書類は、焼津市情報公開条例（平成 18年焼津市条例第２号）に基づき、情報

公開の対象とする。 

(７) 提出後の資料の追加及び変更は認めない。ただし、市が参加資格の審査に必要と判断した

場合は、追加で書類の提出を求める場合がある。 

 

９ 参加表明書等の提出期限、提出場所及び方法 

提出期限：令和３年７月 16日（金）午後５時(必着) 

提出場所：２－(５)に同じ 

提出方法：持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着を条件とする。) 

提出書類 

(１) 様式第１号「参加表明書」 

(２) 様式第２号「会社概要」及び会社パンフレット 

(３) 様式第３号「他自治体への導入実績」 

受託者であることが証明できる文書、及び業務の内容が分かる文書の写しを添付すること。 

(４) 上記のほか、様式第１号に示された書類 

 

10 参加資格決定通知書の送付 

(１) 市は、参加表明書等を提出した事業者に対し、その内容を審査し、令和３年７月14日（水）

までに様式第４号「参加資格決定通知書」を電子メールにより通知する。 

(２) 参加資格が無いと認められた事業者は、その理由について、通知を受けた日の翌日から起

算して２日(祝日等を除く)以内に、書面により説明を求めることができる。市は、説明を求め

ることができる最終日の翌日から起算して２日以内に書面により回答する。なお、期限後の

質問は受け付けない。 

 

11 参加表明後の辞退 

(１) 参加表明書提出後に参加を取りやめる場合は、様式第９号「参加辞退届」を焼津市行政経

営部デジタル戦略課へ提出すること。 

(２) 参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。 
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【これ以降は、参加資格を有する企画提案者の手続きです。】 

 

12 企画提案にあたっての留意事項 

(１) 仕様書に記載された要件を満たすシステム構成で提案すること。 

(２) 見積書及び明細書には、提案内容に係る経費を漏れなく計上すること。提案書に明記した

内容は、特に明記が無い場合は、受注後に追加経費を伴わず実施する意向があるものとする。 

(３) 企画提案書の提出及びプレゼンテーション等に要する費用は、提案者の負担とする。 

(４) 企画提案に関して使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

(５) 提出された書類及び媒体は、審査結果に関わらず返却しない。 

(６) 本市から得た資料・情報等は取扱いに注意するとともに、無断で企画提案に係る検討以外

の目的で使用することを禁止する。 

(７) 提出された書類は、焼津市情報公開条例に基づき、情報公開の対象とする。 

(８) 提出後の資料の追加及び変更は認めない。ただし、本市が審査に必要と判断した場合は、

追加の書類の提出を求める場合がある。 

 

13 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法 

提出期限：令和３年８月６日（金）午後５時(必着) 

提出場所：２－(５)に同じ 

提出方法：持参又は郵送 

 

14 企画提案書について 

項番 提出書類 説明 

１ 企画提案書(表紙) 様式第５号を使用すること。 

２ 企画提案書(本編) 「15 企画提案書作成の要領」に従い作成すること。 

３ 機能要件対応一覧表 様式第６号を使用すること。 

４ 見積書及び明細書 見積書は様式第７号「提案価格書」を使用し作成すること。 

５ その他付属資料 「18その他付属資料」に記載のとおり作成すること。 

 

(１) 表紙に様式第５号「企画提案書」を使い、全ての書類を紙製ファイルに綴じること。 

(２) 代表者印を押印した正本を１部、正本を複写した副本を 11部提出すること。なお、副本

には「商号又は名称」を記載しないこと。 

(３) 提出する書類のデータを記録した DVD媒体を正・副各１枚を提出すること。 
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15 企画提案書作成の要領 

(１) 提案書は以下の構成とし、50 ページ以内（表紙を含む）、Ａ４版（縦・片面印刷）に横

書きで作成し、部単位で綴ること。 

第１章 提案システムの概要 
システムの機能及び特徴 

システムの構成図 

第２章 
プロジェクト体制及び 

構築スケジュール 

プロジェクト体制 

稼働までの構築スケジュール 

第３章 データ移行作業について データ移行作業の内容及び実施体制 

第４章 運用保守について 

運用保守の内容及び保守の体制 

バックアップの実施方法 

追加費用を要する場合の基準及び考え方 

毎年度末の人事異動処理への対応方法及び実施体制 

第５章 職員操作研修 職員への操作研修の内容及び実施体制 

第６章 安全対策 
安全対策手法 

情報セキュリティ対策 

 

(２) A３版の図版がある場合は、横向き・片面印刷で A４判に織り込み、A３版１枚は、A４判

２ページに換算し、ページ番号を付すこと。 

(３) 図表等を除き、文字サイズは 12ポイント以上とすること。 

(４) 稼働までの構築スケジュールは、表１の対応区分に分類して作成すること。WBSにより

分解し、作業の依存関係を整理し、A４横形式１枚若しくは２枚にまとめること。 

(５) 構築スケジュールの提示にあたっては、以下の前提条件に留意すること。 

ア 新システムを構築するプライベートクラウドは、令和３年 10月１日(金)以降使用可能と

なる（デモ環境は同日前でも使用可能）。 

イ 新システムの運用開始日は令和４年１月４日(火)を目途とする。 

 

表１「構築スケジュールの対応区分」 

対応項目 概 要 

要件定義 

業務フローを中心とした要求事項等の確認  

機能要件、非機能要件の整理 

業務運用の要件整理、必要となるデータ容量等の積算 

設計業務 システム、画面、データベース等の設計作業 

システム開発 要件定義及び設計業務で確認した内容をシステムに適用する作業 

ソフトウェアの調達 

及び設定作業 

ソフトウェア・ライセンスの調達及び設定作業 

データ移行及び確認 データ移行計画書の策定及び適用、確認作業 

操作教育 研修計画書の策定及び実施 

リハーサル リハーサル計画書の策定及び実施 
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16 機能要件対応一覧表の作成の要領 

(１) 様式第６号「機能要件対応一覧表」を使用し、項番ごと対応状況を記入し、必要に応じて

補足欄に記入すること。対応状況欄の記入方法は下表のとおり。 

回答 記入する記号 

提案システムの標準機能により対応可能 〇 

提案システムのカスタマイズにより対応可能 △ 

一部対応不可能 ▲ 

対応不可能 × 

(２) 必須の欄に「必須」と記載がある項目は必須機能となる。必須機能全てを実現できるシス

テム構成で提案を行うこと。 

(３) 種別に「ユーザー」と記載のある項目は、管理者でないユーザー（職員）も当該機能を利

用できることを条件とする。 

 

17 見積書及び明細書作成の要領 

(１) 本事業に要する経費を、導入時一時経費と経常経費に区分して記載すること。 

(２) 見積書は様式第７号「提案価格書」を使用し作成すること。 

(３) 明細書は提案者が独自の様式で作成してよいが、費用の算出区分は様式第７号の区分を

順守すること。 

(４) 金額は全て税抜表示とすること。 

(５) 明細書には見積額の根拠となる内訳を記載すること。内訳には「品名」「型番」「数量」

「標準単価」「提供単価」「提供価格」「合計金額」について記載がされていること。 

(６) オープン価格の製品については、単価と合計金額は「OPEN」と記載すること。 

 

18 その他付属資料 

企画提案書、機能要件対応一覧表、見積書及び明細書とは別に、提案システムに係る以下の項

目について別冊で資料を作成すること。 

(１) 現在のグループウェア（以下「現行システム」という。）及び他社製品と差別化できる機

能について 

(２) 必須機能である「ポータル」「アドレス帳」「スケジュール」「施設予約管理」「掲示板」

「メッセージ」「メール」「ライブラリ」「電子会議室」それぞれの特徴に関する説明 

(３) 運用期間（令和８年 12月 31日まで）中に予想される新システムの改修予定と、改修作

業に関する考え方（有償・無償の区別） 

(４) 他の自治体における導入事例について 

(５) 同一のシステムを使用する利用者の現状、課題及びニーズの調査と、調査結果を公開・共

有する体制について 
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(６) システム利用時に発生する「つい※２」「うっかり※３」「思わず※４」に起因するトラブル

を防止するための機能について 

(７) 新システムの稼働後、システム管理者が気をつけなければならない点について。 

 

19 提案審査 

企画提案書の提出後、以下のとおりプレゼンテーション及び質疑応答を行う。 

(１) 企画提案の審査は、令和３年度焼津市情報系グループウェア更新事業プロポーザル選定

委員会設置要綱にて設置された選定委員会が行う。 

(２) プレゼンテーション及び質疑応答は、令和３年８月 11日（水）に焼津市役所で開催する。 

(３) 審査の順番及び時間等は、別途通知する。 

(４) 審査は主となる説明者を含め５名以内で対応すること。 

 

20 優先交渉権者の選定 

(１) 本事業は、選定委員会において優先交渉権者を選定する。 

(２) 選定委員会は、別紙「評価基準」記載の評価項目について、提出された企画提案書、プレ

ゼンテーション及び質疑応答の内容を公平かつ客観的に評価し、提案価格と合わせてそれぞ

れ 100点満点で採点を行う。 

(３) 選定委員会において全体評価点が最も高い提案者を最優秀提案者に選定する。二番目に

全体評価点が高い提案者を次点者とする。 

(４) 最優秀提案者及び次点者が複数になった場合は、同点のものを比較して評価基準の区分

「コストの妥当性」に関する提案内容の得点の高い順に順位をつけるものとする。 

(５) 企画提案書を提出した参加事業者が１者であった場合も提案審査を行うものとし、合計

点数の６割を最低基準点と定め、当該１者が最低基準点を超える総合評価点を得た場合は優

先交渉権者に選定する。 

(６) 選定後は、速やかに最優秀提案者に対して優先交渉権者に選定された旨を通知するとと

もに、選定されなかった事業者にもその旨を通知する。また、審査結果は焼津市ホームペー

ジに掲載し公表する。なお、選定結果に対する問い合わせには応じられない。 

 

21 契約に関する条件 

(１) 優先交渉権者と契約交渉を行い、合意が得られた時点で随意契約による契約を行う。ただ

し、この交渉が不調に終わった時は、次点者と同様の交渉を行うこととし、以下同様とする。 

(２) 本事業の経費は一括してファイナンス・リース契約を締結する。リース業者は本市で選定

する。ただし、保守業務委託料などリース契約の対象にできない経費は、別途契約を締結す

る。 

  

                                                 

※２ 「つい」とは、止めるべき癖、控えるべき行動などが無意識に出てしまうこと 

※３ 「うっかり」とは、行うと不都合があること、行わないと不都合があることについて、不都

合があることを忘れて行ってしまう/行うことを忘れてしまうこと 

※４ 「思わず」とは、考えるより前にとっさに条件反射で行動すること 
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22 その他 

(１) 個人情報の保護 

本事業の受託者は、事業の実施に際し、個人情報の処理等を行う場合には、焼津市個人情報

保護条例（平成 14年焼津市条例第 35号）に基づき、個人情報の漏えい、滅失及びき損に対す

る防止措置を行うこと。 

(２) 秘密保持 

本事業の受託者は、本事業において知り得た情報（周知の情報を除く。）を本事業の目的以

外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。 

(３) 再委託の禁止 

ア 本事業の受託者は、本事業の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。 

イ 本事業の一部を委託しようとする場合は、委託する業務、委託先等を記載した書類を本

市に提出し、本市の承認を得なければならない。 

(４) 瑕疵担保責任 

本事業の引き渡し完了後１年以内に仕様書との不一致及び不備が発見された場合は、無償で

是正措置を行うこととする。 

(５) 費用弁償 

本実施要領及び仕様書にて要求する資料等の作成等に要する全ての費用は、提出者の負担と

する。 

(６) 問合せ先 

本件に関する問い合わせは、全て電子メールにて行う。電子メールに資料を添付する場合は、

必ず ZIP 形式で圧縮して送信すること。送信メールアドレスは２－(５)に記載されたアドレス

とする。 


