
 
地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

１ 事業名  
 
地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業  

 

２ 本要領の目的  

本要領は、うるま市が実施する「地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業」の委託の相手方を選定するた

めの公募型プロポーザルに関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

３ 業務概要  

（１）目的 

  うるま市内において、誰もが無料で利用できるＷｉ－Ｆｉ環境を整備することで、国内外か

らの観光客をはじめとした来訪者に対して情報通信手段の利便性の向上やうるま市の観光・イ

ベント情報等の発信を可能とし、さらなるうるま市への集客力の向上を図ることを目的とする。 

（２）業務内容 

  ア 地域Ｗｉ－Ｆｉの整備 

   整備対象地域・施設 

① 津堅島 

② ロードパーク・あやはし館 

③ 石川多目的ドーム 

④ うるマルシェ 

⑤ うるま市地域交流センター 

⑥ 浜比嘉ビーチ 

イ 動向分析 

（３）業務期間 

  契約締結日から平成３１年３月１５日（金）まで 

（４）業務上限額 

７５，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

ただし、上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模を示すも

のである。 

 

４ 参加資格  

次に掲げる要件をすべて満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（２）平成29・30 年度うるま市入札参加資格者登録名簿に登録されている者であること。  

（３）うるま市暴力団排除条例（平成 23 年うるま市条例第 23 号）第 2 条第 2 号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（４）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がなされていないこと。  

（５）本公募の参加申請時にうるま市より指名停止期間中でないこと。  

（６）沖縄県内の地方自治体又は教育機関において、公衆無線ＬＡＮサービスを導入した実績を

有していること。 

（７）沖縄県内に本社又は支社（支店を含む。）を有する事業者、若しくは複数の事業者で構成

される形態（本公募においては、「コンソーシアム」という。）であること。コンソーシア

ムについては、構成員のうち 1 者は、沖縄県内に本社又は支社（支店を含む。）を有する者

であること。  



（８）コンソーシアムで参加する場合は、以下の要件を満たしている必要がある。  

ア 全ての構成員が上記の（１）から（５）の要件を満たしていること。  

イ 構成員の１者以上が上記の（６）及び（７）の要件を同時に満たしていること。 

 

５ 参加表明書の提出  

（１）参加表明書の提出  

応募者は、別に定める参加表明書（様式①）に、次に掲げる書類を添付のうえ提出すること。  

ア 企業概要書（様式②）※コンソーシアムの場合は企業ごとに提出 

イ 導入実績書（様式③）※コンソーシアムの場合は実績のある企業ごとに提出 

ウ コンソーシアムの場合は、コンソーシアム協定書の写し 

（２）参加表明書の提出期限及び提出方法 

ア 提出期限 平成 30年 10月 16日（火）17 時まで 

イ 提出方法 持参 

（３）辞退  

参加表明書を提出した後に辞退する場合は、辞退届（様式⑤）を平成 30 年 10 月 26日（金）

までに持参すること。  

 

６ 質問書の手続き等  

（１）質問書の提出  

地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業仕様書等に関し質問がある者は、質問書（様式④）により提出

すること。  

ア 受付期間 平成 30年 10月 16日（火）17 時まで  

イ 提出方法 電子メール E-mail:jyoho-ka@city.uruma.lg.jp 

（２）質問に対する回答  

ア 回答日 平成 30年 10月 19日（金）  

イ 回答方法 質問書（様式④）に記載したメールアドレス宛てに電子メールで全参加表明

者に対して回答する。  

 

７ 企画提案書の作成及び提出  

（１）企画提案書の作成  

応募者は別に定める地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業仕様書及び企画提案書作成要領に基づき、

企画提案書を作成すること。  

（２）提出期限及び提出方法  

ア 提出期限 平成 30年 10月 26日（金）17 時まで  

イ 提出方法 持参（提出は、上記５（２）アの期限までに参加表明書の提出があった事業者

に限る）。  

（３）提出部数  

ア 正本（袋綴じ）                 １部 

イ 副本（加除可能なバインダー等により綴じる）  １２部 

ウ 正本と同一内容の電子データ（CD-R 等による）   １枚 

（４）提出後の取扱い  

ア 提出された企画提案書について、提出期限後の追加、差替及び修正は認めない。 

イ 提出された企画提案書について、選考以外の用途で無断使用しないこととする。  

ウ 提出された企画提案書について、選考作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 

エ 提出された企画提案書について、返却しないものとする。 

 

８ 選定方法 

（１）一次審査（書類審査） 



  ア 企画提案書について書類審査を行う。 

  イ 二次審査を行う者として３者程度を選定する。 

  ウ 結果はメールにて通知する（結果通知日：平成 30年 11月 12日予定）。 

 （２）二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

  ア 実施日時及び場所は、別途通知する（平成 30年 11月 19日実施予定）。 

イ プレゼンテーションに際しての時間配分は、次のとおりとする。 

① 説明時間 ３０分以内  

② 質疑応答 １５分以内 

ウ プレゼンテーションの参加人数は 5 名までとする。  

エ プレゼンテーションは提出された企画提案書を基に行い、企画提案書に記載のない新た

な提案を行わないこと。  

オ プレゼンテーションに必要な書類、スライド等がある場合は、提案者の判断により作成、

配付、表示を認めることとし、様式は自由とする。当日配付する資料の必要部数は企画提

案書副本の部数とする。  

カ プロジェクター（映像入力端子：HDMI）及びスクリーンについては、本市が用意する。  

 

９ 審査  

（１） 応募者の企画提案に基づき、「地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業者選定委員会」において総合

的に審査し、最優秀事業者と次点事業者を決定する。最も順位の高い事業者を最優秀事業

者とし協議を行い、合意に至った場合は、委託事業者として契約を締結する。  

（２） 最優秀事業者と協議が不調の場合は、次点事業者と協議を行う。 

（３） 選定結果については、二次審査を行ったすべての者に書面により通知する。 

  

10 失格事項 

 次のいずれかに該当した者は失格とする。 

（１） 事実に反する申請や、申請に関する不正行為があった場合 

（２） 提案書提出期限に遅れた場合 

（３） 提案内容に虚偽が認められる、又は不正な行為があったと認められる場合 

（４） 記載すべき重要事項の全部、または一部が記載されていない場合 

（５） その他、指示した事項に違反した場合 

 

11 その他  

（１）書類作成にあたり使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。  

（２）応募は１事業者（コンソーシアムを含む）につき１応募とする。  

（３）応募等に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（４）審査方法、審査内容に関する問い合わせには一切回答しない。  

 

12 スケジュール  

（１）本公募に係るスケジュールについては以下のとおりとする。  

項 目 日 程 

 募集の開始  

 

平成 30年 10月 4日   

 参加表明書及び質問の受付期限  

 

平成 30年 10月 16日まで   

 質問に対する回答  

 

平成 30年 10月 19日   

 企画提案書の提出期限  

 

平成 30年 10月 26日まで  

 一次審査結果通知 平成 30年 11月 12日（予定）  

プレゼンテーションの実施  

 

平成 30年 11月 19日（予定）   

 最優秀事業者決定の通知  

 

平成 30年 11月下旬（予定）   

  

13 配布資料 



（１）地域Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業仕様書 

（２）企画提案書作成要領 

（３）コンソーシアム協定書（参考） 

（４）参加表明書（様式①） 

（５）企業概要書（様式②）※コンソーシアムの場合は企業ごとに提出 

（６）導入実績書（様式③）※コンソーシアムの場合は実績のある企業ごとに提出 

（７）質問書（様式④） 

（８）辞退届（様式⑤） 

 

14 提出先及び問い合わせ先  

うるま市役所 企画部 情報課 情報推進係（山城、久高）  

〒902－2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 東棟３階        

ＴＥＬ： 098-973-5204   ＦＡＸ： 098-973-6752 


