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1． 目的

本要領は村山市内部情報系システムサービスを利用するにあたり、公募型のプロポーザル方

式による企画提案を募集し、最優秀提案者を決定するために必要な事項を定める。 

2． 提案を募集するサービスの概要 

（１） 業務の名称

村山市内部情報系システムサービス（以下「本業務」という。）

（２） 業務の内容

別紙「村山市内部情報系システムサービス調達仕様書」のとおり。

（３） 業務の履行期間

契約締結日から令和１２年３月３１日まで（８４カ月）まで

（４） 契約の方法

本業務に係るプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）で決定した候補者（最

優秀提案とされた内容について村山市（以下「本市」という。）と合意に至った場合に限

る。）と本市との随意契約とする。 

（５） 提案上限額

１４０，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含まない）

この金額は、企画内容の規模を示すための額であること。又、契約時の予定価格は異な

る場合があることに留意すること。ただし、本業務に係る見積書の提出の際は、この金額

を超えてはならない。 

（６） 支払方法

構築に係る一切の費用は契約額に含め、サービス利用料は月払い（令和５年４月から８

４回払い）とする。 

3． スケジュール 

項目 日程・期限等 備考 

公告（公募開始） 令和４年１月 ５日（水） 

参加申込書の提出期限 令和４年１月１４日（金） 

質問締切日 令和４年１月１９日（水） 

企画提案書の提出期限 令和４年１月３１日（月） 

一次審査結果通知 令和４年２月１４日（月） 予定 

デモンストレーション実施日 
令和４年２月２２日（火） 

～令和４年２月２５日（金） 
予定 

プレゼンテーション実施日 令和４年２月２８日（月） 予定 

最終審査結果通知 令和４年３月上旬 予定 
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4． 事務局 

村山市 総務課 情報危機管理係 

住所：〒９９５－８６６６ 村山市中央一丁目３番６号 

電話：０２３７－５５－２１１１（代表） 

Ｅメールアドレス：soumu@city.murayama.lg.jp 

5． 参加資格要件 

（１） 参加資格

本プロポーザルに参加する者は本業務に参画する意欲があり、業務の内容についての十

分な知識、導入実績等を備え、提案書提出時において次の要件を全て満たすこと。 

ア．令和３年度村山市競争入札等参加資格審査の申請をしており、受理されているこ

と。 

イ．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 

ウ．本市から入札に係る指名停止を受けていない者

エ．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。 

オ．会社法（平成１７年法律第８６号）の清算開始又は破産法（平成１６年法律第７５

号）の破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

カ．暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有するものでないこと。

キ．ＩＳＭＳ適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証を取得しており、情報

セキュリティ管理を的確に行う体制が整備されていること。

ク．直近５年以内（平成２９年度～令和３年度）に、本市と同規模以上の地方公共団体

において、内部情報系システムの構築、運用業務等類似の業務を受託した実績を有

すること。 

ケ．相互に資本関係又は人的関係のある者が、本プロポーザルに同時に参加していない

こと。 

（２） 再委託して参加する者

本プロポーザルに参加する事業者は、単独の事業者で参加することとし、複数の事業者

から構成される共同企業体等は認めない（再委託は可）。再委託により参加する事業者

（以下「再委託事業者」という。）は、上記（５）参加資格イ.からカ.の要件を全て満た

し、単独で本プロポーザルに参加していないこと。 

（３） 参加資格の喪失

本プロポーザルに参加表明した者が次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を

喪失するものとする。 

ア．本手続において提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な行為をしたとき。

イ．本手続の期間中に（１）に掲げる要件に該当しなくなったとき。
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6． 参加申込要領 

（１） 参加申込方法

本プロポーザルに参加を希望する場合は、公告日から本市公式ホームページ上で公開又

は事務局で配布する書類を記載の上、受付場所まで持参又は郵送（特定記録郵便等）によ

り提出すること。 

（２） 参加申込受付期間

令和４年１月５日（水）から令和４年１月１４日（金）まで

（３） 受付場所及び受付時間

ア．参加申込の受付は事務局で行う。

イ．参加申込書を直接持参の場合は、開庁日（土日、祝日等の休日を除く。）の午前９

時００分から午後４時００分までの受付時間とし、郵送の場合は、提出期限までに

到着したものに限る。 

（４） 提出書類

提出書類等 様式 部数 備考 

参加申込兼資格確認申請書 第１号 

正本１部 

再委託構成表 第３号 任意：再委託事業者がいる場合必要 

業務実績等確認書 第４号 

誓約書 第５号 

秘密保持誓約書 第６号 

（５） 参加資格の確認

本プロポーザルの参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は審査後速やか

に文書で通知する。 

（６） 資料配布

資格要件を満たす場合、要件定義書等の別紙「募集資料一覧」に記載の追加資料を提供

する。 

（７） 参加の辞退

参加申込後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第７号）により、その理由を記

して速やかに提出すること。 

提出書類等 様式 部数 

参加辞退届 第７号 １部 ※参加を辞退する場合のみ 

7． 質問要領 

（１） 質問方法

本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問書（様式第２号）を添付のうえ、電子

メールにて「４ 事務局」記載のＥメールアドレス宛に提出すること。



4 

提出書類等 様式 部数 

質問書 第２号 別紙詳細での提出は不可。 

編集可能な形式（Excel形式）で

提出すること。 

（２） 質問受付期間

令和４年１月５日（水）から令和４年１月１９日（水）午後５時まで

（３） 質問に対する回答

質問を受領し次第、順次回答する。なお、質問及び回答は参加者全体に共有する。

8． 企画提案等要領 

（１）提出方法

下記書類を記載の上、受付場所まで持参又は郵送（簡易書留）により提出すること。

（２）企画提案提出期間

令和４年１月３１日（月）まで

（３）受付場所及び受付時間

企画提案書の受付は事務局で行う。

また、企画提案書を直接持参の場合は、開庁日（土・日曜日、祝日を除く。）の午前９時

から午後４時までの受付時間とし、郵送の場合は、提出期限までに到着を確認できるものに

限る。なお、提出後（事務局受付後）の内容変更、差替え又は再提出は認めない。 

（４）提出書類

提出書類等 様式 部数 備考 

提案パッケージ

システム一覧・

実績調書

第８号 １部 

業務実施体制図 第９号 １部 

見積書（総額） 第１０号 １部 提案額（見積額）が、提案上限額

を超えた場合は、失格 

見積書（詳細） 第１１号 １部 

参考見積書

（データ出力） 

第１２号 １部 

委任状 第１３号 １部 提出を委任する場合必要 

企画提案書 第１４号 

任意様式 

正本１部 

副本１０部 

別紙「企画提案書作成要領」に

従って記載すること 

機能要件書 第１５号 １部 全ての項目が入力されていること

（入力無い項目は不可とみなす） 

※いずれの提出書類も、電子データ（原則Office形式）で作成、CD-R等で提出すること。

※提出後（事務局受付後）の内容変更、差し替え又は再提出は認めない。
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9． デモンストレーション実施要領 

（１）デモンストレーション概要

提案システムの基本機能（視認性や操作性、処理の分かりやすさなど）及び業務担当シ

ステムエンジニアの業務理解度や説明力、コミュニケーション能力等を確認する目的で実

施する。 

（２）デモンストレーション実施要領

別紙「デモンストレーション実施要領」による。

（３）デモンストレーション実施日

令和４年２月２２日（火）から令和４年２月２５日（金）までのうち、提案者１者につき

１日

10． プレゼンテーション実施要領 

（１）プレゼンテーションの概要

企画提案内容をプロジェクトマネージャーが説明することにより、プロジェクト全体の

内容、プロジェクトマネージャーのマネジメント能力、コミュニケーション能力、質疑に

対する課題解決能力等を評価する目的で実施する。

（２）プレゼンテーション実施要領

別紙「プレゼンテーション実施要領」による。

（３）プレゼンテーション実施日

令和４年２月２８日（月）午後１時３０分から午後４時３０分までのうち、提案者１者

につき４５分程度（説明３０分以内、質疑応答１５分以内）とする。

提出書類等 様式 部数 備考 

企画提案書（概要版） 任意様式 １０部 
任意資料（必要な場合、提案者判断で

作成・配付すること） 

11． 審査・評価要領 

（１） 審査及び評価の方法

本プロポーザルの評価は本市職員で構成する「村山市内部情報系システムサービス事業

者選定審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において、別紙１「企画提案書評価

基準表」の項目について審査及び総合的に評価を行う。なお、合計点の最も高い者が２者

以上いるときは、下記、優先順位に従い評価点が高い提案者を上位とする。 

なお、本プロポーザルでは、提案者が４者以上いる場合は、一次審査をおこなうこと

とし、評価基準表おける一次審査対象となる項目のみを対象とした企画提案評価点の合

計点において、上位３者のみデモンストレーション及びプレゼンテーションに参加でき

ることとする。 



6 

項目 優先順位 一次評価 最終評価 

技術点 

企画提案評価点 １ ４５０点 ４５０点※ 

機能要件評価点 ２ ２００点 ２００点 

デモンストレーション評価点 ３ - ２００点 

価格点 価格評価点 ４ - １５０点 

最終評価合計点 満点６５０点 満点１０００点 

※企画提案評価点は、最終評価時にプレゼンテーションの内容を受けて見直し(修正)する。

（２） 受託候補者の選定

（１）の評価の結果、合計点が最も高い提案を最優秀提案とし、この提案をした者を受

託候補者として選定するものとする。ただし、最優秀提案及び受託候補者の選定後に不測

の事態等が生じた場合は、次点の審査・評価を得た提案を最優秀提案及び受託候補者に繰

り上げる。 

（３） 失格事項等

次に掲げる失格事項等に該当するものがある提案及び提案者は評価の対象外とし、評価

を行わない。 

ア．提出された書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合

イ．参加資格要件を欠く場合

ウ．見積価格が提案上限額を超える提案を行った場合

エ．提案書等の部数が不足する場合

オ．提案書等に虚偽の内容が記載されている場合

カ．公告、実施要領及び提案書提出要件等に記載のある必要事項を満たしていない場合

キ．その他実施要領の規定に違反した場合

（４） 結果の公表

一次審査結果については決定し次第速やかに、最終結果については最優秀提案の選定か

ら１週間以内に、文書等で通知する。 

12． 本契約 

受託候補者は最優秀提案を基本に全ての内容を再確認の上、仕様を明確化し、本市の承認を

得るものとする。したがって、受託候補者の選定をもって提案書に記載された全内容を承認す

るものではない。 

受託候補者は、明確にした仕様の内容に合意が得られなかった場合は、受託候補者としての

資格を失う。その場合は、次点の提案者を受託候補者として繰り上げ、交渉する。 

本市と受託候補者は、本プロポーザルで示した業務内容、業務の範囲及び本市が承認した提

案内容に基づいて契約を締結し、この締結をもって本契約とする。 

13． その他 

その他、留意事項は以下のとおり。 

ア．提案書類提出等にかかる経費（交通費等を含む。）や、プレゼンテーションへの参

加にかかる経費など、本プロポーザルへの参加に要する経費は全て提案者の負担と
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する。 

イ．提出書類は返却しない。

ウ．本市は企画提案書の審査・評価の際に提出書類の複製を作成する場合がある。

エ．本業務の契約は別途調製する契約をもって行う。

オ．本市から本プロポーザル及び本業務において知り得た情報について、第三者に漏ら

し、若しくは本プロポーザル・本業務手続き以外の目的に供し、又は無断で使用す

ることは禁止する。 

カ．評価結果に対する異議は一切認めない。

キ．電子メール等の通信事故、及び書類等の郵送・配送の途中の事故（郵送・配送の遅

延を含む。）については、本市はいかなる責任を負わない。 

ク．契約対象事業者は参加申込兼資格確認申請書（様式第１号）に記載した事業者とす

る。 

ケ．契約締結後であっても、本件事業において契約締結事業者が談合その他の不正行為

に関わった事実が発覚した場合、または契約締結事業者の役員等が贈賄等で逮捕さ

れ社会的影響が大きいと本市が判断した場合は、契約を解除する場合がある。 

以  上 



別紙１

企画提案書評価基準表

項
番

分類 企画提案書記載項目
評価上
の重み

備考

（１） 本調達の背景、目的に係る
理解

○本事業の目的に対する提案者の認識と実現内容（提案方針）を示すこと。
○提案全体の総括を示すとともに、提案の概要を示すこと。 中

（２） 提案者の実績 ○提案者の本事業と同規模同様の業務（人口２．５万人以上の地方公共団体における内部情報系
システムの構築・運用保守業務）に関する業務実績（自治体名、受託業務内容、業務範囲、契約
期間、システム稼働期間等）を示すこと。

中

（１） 実施体制 ○提案者全体（再委託事業者含む）の人員配置体制を示すこと。人員はその詳細な情報（氏名、
所属、本業務における役割等）を記載すること。また、プロジェクトマネージャ、プロジェクト
リーダーにあたる者は、その保有資格及び実務経験(参加プロジェクト名及びその役割、従事年
数)を記載すること。
・体制は工程（構築・運用等）ごとに記載すること。

低

（２） 管理手法 ○課題管理、リスク管理、進捗管理、品質管理等、プロジェクトマネジメントに関する具体的な
手法について、用いるツールやドキュメントのテンプレート、実例を示すこと。
○村山市と円滑なコミュニケーションを図り、認識の齟齬を予防及び是正するための手法につい
て、具体的に提案すること。

中

（３） 全体スケジュール ○本業務全体の各工程（スケジュール）、その特徴を記載すること。
○本業務終了（令和１２年３月）までの計画を示すこと。 低

（１） ハードウェア・ソフトウェア
・ネットワーク

○ハードウェアやソフトウェア、ネットワークの構成を図とともに説明し、内部情報系システム
の全体像を記載すること。
○構成及び物品選定の考え方、工夫のポイントを記載すること。

低

（２） セキュリティ対策 ○本システム全体におけるセキュリティ対策（マルウェア、不正アクセス、利用者による悪意の
ある操作などに対する予防・検知・対処策）を記載すること。
○セキュリティインシデントが発生した場合の対応（対応、連絡体制、報告手順、予防措置等）
を記載すること。

低

（３） データセンター ○データセンターに関する情報（データセンターの所在、管理事業者、セキュリティ要件など）
及びネットワーク回線（ネットワーク種別、通信帯域、保証など）を記載すること。 低

（４） パッケージソフトウェア
の提供

○パッケージソフトウェアを用いて本システムを構築する場合、調達仕様書に示された要件を踏
まえて、パッケージソフトウェアの数量、導入バージョン及び保守条件等を示すこと。 中

（１） 設計・構築手法 ○調達仕様書に示された設計・開発における各工程の作業要件を踏まえて、各工程の作業内容及
び作業方法を示すこと。
○村山市、本業務の受託者の役割分担及び責任範囲等を明確に示すこと。

中

（２） 職員教育・研修 ○構築フェーズにおける利用者への研修・教育手法について、記載すること。
○各研修の具体的内容（開催時期、回数、対象等）を記載すること。 低

（３） データ移行 ○データ移行にかかる提案者の作業内容を明確に記載すること。提案者、村山市、現行事業者の
役割分担を記載すること。
○現行内部情報系システムからのデータ移行における提案者、村山市、現行事業者の作業内容及
び想定回数等を記載すること。
○現行内部情報系システムからのデータ移行費削減に向けた提案を記載すること。

高

（１） 運用・保守 ○調達仕様書に示された設計・開発における各工程の作業要件を踏まえて、各工程の作業内容及
び作業方法を示すこと。
○村山市、本業務の受託者の役割分担及び責任範囲等が明確に示すこと。

中

（２） 業務支援 ○ノンカスタマイズでの運用における、提案者による事務処理の運用支援方法について、記載す
ること。
○従来の利用者（現行システムの利用者）や新たな利用者（異動職員や新規採用職員、会計年度
任用職員　など）が円滑に業務を進めることための支援内容や特徴を記載すること。
○新たにシステム化する業務（庶務、文書、備品管理等）が円滑に業務を進めるための支援内容
や特徴を記載すること。

高

（３） 障害対応・業務継続
（ＩＣＴ－ＢＣＰ）

○障害対応に対する考え方を記載すること。
○障害の種類（データセンター（建物、ハードウェア等）の異常、業務システムの異常、庁外
ネットワーク異常、庁内ネットワーク異常等）ごとに、業務継続方針（構成、実施可能処理、切
替方法など）及び復旧方針（体制、報告（状況連絡）、バックアップ・リカバリ方法など）を記
載すること。
○これまでの他市事例を基に、考えられる災害（地震・風水害など）に際して、村山市役所庁舎
が被災する場合等の業務継続の方針（仕組み等）を記載すること（クラウド環境を活用した仕組
みであれば、それを明記すること）。

中

（４） 法改正・バージョンアップ ○法改正等に伴うシステム改修について、対応方針を記載すること。
○法改正等によらない県市独自の改修について、考え方を記載すること。
○軽微な改修（帳票レイアウトの修正など）に関する考え方（保守対応可能な範囲や想定年間対
応件数、１案件あたりの平均単価など）を記載すること。

高

（５） 職員教育・研修 ○運用保守フェーズにおける利用者への研修・教育手法について、記載すること。
○各研修の具体的内容（開催時期、回数、対象等）を記載すること。 低

（６） マニュアル管理 ○村山市に提供されるシステムの緊急対応用マニュアル、操作マニュアル等の内容（種類や概要
など）を記載すること。
○マニュアル類の管理方法、村山市への展開方法などを記載すること。

中

6 ＳＬＡ （１） ＳＬＡ方針・運用 ○本プロジェクトのＳＬＡを提案し、その内容を記載すること。
○ＳＬＡの遵守・評価方法（遵守方法、報告方法、遵守できない場合の改善方法、見直し方法な
ど）を記載すること。

低

（１） 村山市が求める提案 ○【別紙】課題一覧に示す村山市の課題への対応について示すこと。
課題への対応に見積書とは別に追加費用がかかる場合は、費用について記載すること。 中

（２） 経費削減 ○本システムでの経費削減効果（法改正等に伴うシステム改修や帳票等の軽微な修正対応などの
保守対応等）での経費削減効果を記載すること。 高

（３） 職員負担の軽減 ○職員負担軽減（人事異動対応やサポート立会等）について、貴社の対応方針を記載すること。
○稼働後１０年先の運用を見据え、業務手順の見直し・内部事務の電算化・新たなサービス導入
等により、職員負担を軽減できる提案を記載すること。

高

（４） 参考見積 ○本業務の契約期間終了に伴い、他社システムへ移行する場合のデータ移行、引き継ぎにかかる
費用の考え方を記載すること。
【前提条件】
・原則、中間標準レイアウトにより全データを出力すること。
・中間標準レイアウト出力できないデータについては、データベース等の説明を付与したうえ
で、出力すること。

・出力回数は３回として、問い合わせ対応も含むこと。

中

（５） 追加提案 ○その他、村山市内部情報系システムに関わる村山市に有益な提案があれば示すこと。
追加提案が見積書とは別に追加費用がかかる場合は、費用ついて記載すること。 中

村山市内部情報系システムサービス　企画提案書評価項目採点

評価項目

1 事業者等の概要

2 プロジェクト管理

7 その他

3 全体構成

4 設計・開発に係る
作業内容

5 運用・保守に係る
作業内容
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