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１．目的 

この実施要領は、うるま市基幹系業務システム再構築業務（以下「本業務」という。）

について、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により参加事

業者に提案を求め、技術やシステムの機能だけでなく、実績や能力、保守・運用・サポ

ート体制等を総合的に判断し、信頼性が高く、操作性の良いシステムを適切な価格で提

供する事業者（以下「最優秀事業者」という。）を選定するための手続きについて、必

要な事項を定めたものである。 

 

２．業務概要 

2.1 業務名称 

うるま市基幹系業務システム再構築業務 

2.2 業務内容 

本業務においては、「市民サービスの向上」、「行政事務の効率化」、「災害対策」、

「運用管理の軽減」等、システム最適化を推進するため、データセンターを活用した

クラウド方式により下記の構築業務及びサービス内容を提供する。 

なお、詳細については、うるま市基幹系業務システム再構築業務公募型プロポーザ

ル調達仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（１）構築業務 

・システムの一括調達（対象システムの環境整備、稼働準備、稼働確認テスト、運

用テスト、現在本市で運用している対象システム以外のシステムとの連携対応、試

行運用等） 

・業務等システム機能要件定義 

※原則として、パッケージ機能を利用する。ただし、パッケージ機能でシステム

の運用が難しい場合は、協議の上カスタマイズを行う。 

・現行システムから抽出されたデータの変換及び次期システムへの取り込み 

 ※本市の現行基幹系業務システムベンダーとの調整を含む 

・システム管理者・操作者への操作説明及び研修の実施 

・その他、導入及び機器調達に必要な業務 

（２）サービス内容 

・サービスの安定的提供 

・定期的な法制度改正に対するシステム対応 

・ユーザー運用支援 

2.3 履行期間 

（１）構築業務 

契約の締結日から本番稼働日まで 

※サービス運用開始日については下記期限までに遂行すること。 
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仕様書 表１「調達対象システム一覧」 

一次本番稼働（Ｎｏ． １～２８） 令和２年１１月 

二次本番稼働（Ｎｏ．２９～３３） 令和３年 ３月 

（２）運用業務 

一次本番稼働のサービス運用開始月から、６０ヶ月間 

2.4 提案上限額 

  本事業に関する上限提案額は、消費税及び地方消費税（１０％）を含む下記のとおり。 

 

構 築 委 託 料：２３８，０００千円 

サービス利用料（６０ヶ月）：５６７，０００千円 

    合 計：８０５，０００千円 

 

    ※この金額は契約金額を示すものではない。 

 

2.5 スケジュール 

項目 日程 

プロポーザルの公表 令和元年５月１４日（火） 

実施要領等の配布期間 令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

参加表明書等提出期限 令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

質問書提出期限 令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

参加資格確認結果通知書の送付 令和元年５月２９日（水） 

質問書回答 令和元年５月３１日（金）午後５時まで 

提案書・見積書・業務等システム機能要件書

提出期限 

令和元年６月１２日（水）午後５時まで 

一次審査結果通知 令和元年６月下旬予定 

デモンストレーション（二次審査） 令和元年７月上旬予定 

プレゼンテーション（二次審査） 令和元年７月中旬予定 

選定結果通知 令和元年７月末予定 

一次本番稼働 令和２年１１月 

二次本番稼働 令和３年３月 

 

３．事務担当係 

うるま市企画部情報課情報管理係 

〒904-2292 

うるま市みどり町一丁目１番１号 東棟３階 

電話：098-973-5204（直通） 
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E-mail：jyoho-ka@city.uruma.lg.jp 

ホームページURL：https://www.city.uruma.lg.jp 

担当：佐久田、仲本、宮野、上江洲 

 

４．参加に関する事項 

4.1 提案者参加資格要件 

本業務のプロポーザルに参加する提案事業者の資格は、以下の要件をすべて満たす

こと。 

（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）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（３）うるま市暴力団排除条例（平成２３年条例第２３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員でないこと。 

（４）うるま市における本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。 

（５）一般財団法人日本情報経済社会推進協会指定のプライバシーマーク又は情報セキ

ュリティマネジメントシステム（ISMS）と同等の認証を受けていること。 

（６）本業務と類似の業務実績があること。 

（７）沖縄県内に営業拠点があること。 

4.2 協力連携事業者要件 

   提案事業者は、本業務を円滑かつ安全・安定的に遂行するために必要で、一体的な

事業組織を確保するため、他の事業者（以下「協力連携事業者」という。）と協力・連

携して業務を実施することができる。協力連携事業者は「4.1 提案者参加資格要件」

（４～７を除く）の各要件を満たす必要がある。なお、協力連携事業者を提案に係る

業務に参加させるにあたり、提案者から協力連携事業者への一括再委託は認めないも

のとする。 

4.3 参加表明 

本プロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書（様式１号）に別に定める書類

を添えて提出すること。なお、期限までに参加表明書の提出がない者からの提案は受

け付けないものとする。 

▪ 参加表明書等提出物一覧 

№ 書類 様式 備考 

１ 参加表明書 １号  

２ 会社概要 ２号  

https://www.city.uruma.lg.jp/
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３ 導入実績一覧表 ３号  

４ 協力連携事業者概要書 ４号 協力連携事業者がいる場合のみ 

５ 商業登記簿謄本（履歴全部証明

書） 

 謄本は３ヶ月以内に発行したものと

する 

６ プライバシーマークの登録書又

はISMSの認証を証する書類の写

し 

  

 

4.4 参加表明書の提出方法 

（１）提出場所：「３ 事務担当係」に同じ。 

（２）受付期間：令和元年５月１４日（火）から令和元年５月２４日（金）まで（市役

所閉庁日を除く午前９時から午後５時まで。） 

（３）提出部数：１部 

（４）提出方法：持参 

4.5 参加資格確認結果通知 

 4.1～4.3の事項に基づき、審査した結果を通知する。 

５．質問書の提出 

（１）仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内に電子メールにより質問書

（様式７号）を提出すること。 

質問期間：令和元年５月１４日（火）から令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

電子メールの送信先：「３ 事務担当係」に同じ。 

メールの件名：「うるま市基幹系業務システム再構築に関する質問（提案事業者名）」 

（２）質問に対する回答は、令和元年５月３１日（金）午後５時までに全参加表明事業

者あてに電子メールで返信する。 

（３）その他について 

・締め切り後の質問及び質問書の様式によらない質問は受け付けない。 

・審査事項に該当する質問や他の事業者若しくはその提案内容に関する質問等、審

査に支障をきたす恐れのある質問については、一切応じない。 

・質問書に対する回答に本要領及び仕様書の内容と相違がある場合は、本要領及び

仕様書の追加または修正とみなす。 

  ・メールを送信した場合は、事務担当係まで連絡すること。 

 

６．提案に関する事項 

 6.1 提案書等の提出について 

本事業に対し参加表明書を提出し、参加資格を有する者は、提案書等を下記のとお

り提出すること。 
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（１） 提出書類 

①（様式５号）提案書 

②（様式６号）見積書 

③（資料１）業務等システム機能要件書 

（２）提出期限 

令和元年６月１２日（水）午後５時まで（必着） 

（３）提出書類の様式等 

・①～③の順番に様式５号の「提案書」を表紙にして提出すること。 

・様式はＡ４サイズを使用し、左綴じとすること。 

・記載内容は、仕様書内容を理解した上で、仕様書の別添１～３に基づいて記載する

こと。 

（４）提出部数：正本１部、副本２２部、別途ＣＤ－Ｒ１枚 

（５）提出場所：「３ 事務担当係」に同じ。 

（６）提出方法：持参 

 6.2 提案の辞退 

   参加表明後に提案を辞退する場合は、事前に「３ 事務担当係」記載の担当に電話 

  又はメールにて連絡の上、指定の（様式８号）辞退届を提出すること。 

 

７．事業者選定基準について 

7.1 選定方法 

提案に対する審査及び評価は、本市に設置する「うるま市基幹系業務システム再構

築業務委託者選定委員会」（以下、「委員会」という。）において行う。審査及び評

価は以下の項目で行い、全体を通して本業務を最も的確に遂行できると判断される事

業者を選定する。 

【一次審査】書類審査「提案書、業務等システム機能要件書、見積書」 

【二次審査】実地審査「デモンストレーション、プレゼンテーション」 

№ 審査項目 評価項目 内訳 配点 

１ 
一次審査 

（書類審査） 

技術点 
提案書 250 

２ 業務等システム機能要件書 300 

３ 価格点 見積書 150 

４ 二次審査 

（実地審査） 
実地点 

デモンストレーション 250 

５ プレゼンテーション 50 

合計 1,000 
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7.2 審査方法 

（１）一次審査 

提案書、見積書、業務等システム機能要件書の合計点を算出し、上位３者を選定

する。ただし、一次審査通過者は、以下の要件を満たしていることを条件とする。 

①見積書の価格が、提案上限額の範囲内であること。 

②技術点（提案書、業務等システム機能要件書）の合計点が６割以上あること。 

③業務等システム機能要件書の要件レベル「Ａ」の要件について全て対応可能であ

ること。 

※審査結果は、参加した全ての提案事業者に通知する。ただし、二次審査の案内は、

選定された事業者にのみ通知する。 

 

（２）二次審査 

①デモンストレーション、プレゼンテーションの順番は抽選で決定し、開始時刻及 

  び実施場所の詳細については担当者あてに通知する。なお、参加者数等により実施

日やそれ以降のスケジュール等が変更となる場合は、改めて通知する。 

②プレゼンテーション、デモンストレーションに必要な機材（パソコン及びプロジ

ェクター、スクリーン等）については、提案事業者で用意すること。 

③デモンストレーションは各業務に精通した者が行うこと。 

④プレゼンテーションは、６人以内で行い、各提案業者説明４５分、質疑応答１５

分の合計６０分以内とする。 

⑤プレゼンテーションの内容は提案書に基づくものとする。ただし、提案書に記載

はないが本市にとって有益な提案がある場合は、追加提案とみなし時間内での説明

は可能とする。 

 

８．失格条項等 

提案事業者が次の事項のいずれかに該当した場合には、委員会において審査の上、当

該参加者の提案を無効とする。 

（１）提案書等の提出書類の所定の期日、提出方法、提出先に適合しない場合。 

（２）提案書等の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いない場合。 

（３）提案書等の提出書類に重大な虚偽の内容が記載されている場合。 

（４）本要領に定められた以外の手法により、本市職員に評価項目等、内部情報提供の

援助を求めたとき。 

（５）提案書等の提出期限以降において、うるま市競争入札参加資格者指名停止の措置

を受けた場合。 

（６）本要領に違反又は逸脱した場合。 

（７）プレゼンテーション及びデモンストレーションに正当な理由なしに参加しなかっ
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た場合。 

 

９．契約に関する特記事項 

9.1 提案書等の取扱い 

提案書等に記載された事項は、仕様書及び業務等システム機能要件書と併せて、契

約時の仕様として取り扱う。また、仕様書及び業務等システム機能要件書に規定され

た要件に係る追加提案等については、受託後に協議して決定する。 

ただし、事業の目的達成のために修正すべき事項があると本市で判断した場合は、

本市と最優秀事業者との協議を経て、項目の追加、変更若しくは削除又は見積金額等

の変更を行うことがある。 

したがって、最優秀事業者の決定をもって、提案書等に記載された全内容を承認す

るものではなく、最優秀事業者は、全てのシステム機能と事業の流れを再確認し、標

準機能を採用するもの、追加開発又はカスタマイズが必要な機能を明確にした上で、

本市の承認を得るものとする。 

9.2 その他 

契約についての詳細な手続きは、別途指示する。 

 

１０．実施要領等の配布 

（１）本プロポーザルにおける配布資料 

  ①うるま市基幹系業務システム再構築業務 公募型プロポーザル実施要領 

  ②うるま市基幹系業務システム再構築業務 公募型プロポーザル調達仕様書 

  ③（様式１号）参加表明書 

  ④（様式２号）会社概要 

  ⑤（様式３号）導入実績一覧表 

  ⑥（様式４号）協力連携事業者概要書 

  ⑦（様式５号）提案書 

  ⑧（様式６号）見積書 

  ➈（様式７号）質問書 

  ⑩（様式８号）辞退届 

  ⑪（資料１）業務等システム機能要件書 

  ⑫（資料２）基幹系業務システム再構築業務全体スケジュール（案） 

（２） 配布期間 

  令和元年５月１４日（火）から令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

（３） 配布場所 

  「３ 事務担当係」での配布及びホームページ上でのダウンロード 
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１１．その他 

（１）提案事業者は１つの提案のみを行うこと。 

（２）提案書等の作成及び提出に要する経費、プレゼンテーション及びデモンストレーシ

ョンに要する経費、その他本業務の提案に要する経費は、提案事業者の負担とする。 

（３）提案書類等（以下「書類等」という。）は返却しない。 

（４）書類等は、提案事業者に無断で利用しない。ただし、本プロポーザルの手続き及び

これに係る事務処理に必要な範囲において、書類等の複製、保存等を行う。 

（５）書類等は、うるま市情報公開条例（平成１７年条例第８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。 

（６）提案事業者は、実施要領等の内容や決定事項について、不明確、錯誤等による異議

申立てを行うことはできない。 

（７）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、選考内容についての

問合せにも応じないこととする。 

（８）スケジュールに変更がある場合には、その都度、提案事業者に通知する。 

（９）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。 

（10）提案内容に基づき選考するが、本サービス提供内容は本稼働までの協議によって変

更を求める場合がある。また、契約金額については、採用された事業者との協議を経

て決定する。 

（11）書類等の内容やシステムの著作権、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生じた責任は、提案事業者が負

うものとする。 

 

 


