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１ 目的                                            

うるま市（以下「市」という。）では、文書管理事務の遂行に当たり、平成２４年度から文書管理

システムを運用しているが、現行の文書管理システムは、稼働から６年以上が経過し、システムサ

ービスの保守及び操作サポートが終了となる見込みである。 

したがって、適正な文書管理、事務効率の向上、事務量の削減、執務室・文書保存書庫の整理整頓

等を図ること等を目的に、最新機能及び拡張性を備え、現在不足している機能の充足を図る文書管

理システム（以下「システム」という。）への更改を実施する。 

 

２  業務の概要                                                                         

（１） 業 務 名  平成３１年度（令和元年度）うるま市文書管理システム更改業務（以下「本業

務」という。） 

（２） 業務内容  平成３１年度(令和元年度)うるま市文書管理システム更改業務仕様書（以下

「仕様書」という。）のとおり 

（３） 履行期間 

運用準備期間  契約締結日から令和元年１１月３０日まで 

        運用期間       令和元年１２月１日から令和２年３月３１日まで 

        保守期間      令和元年１２月１日から令和２年３月３１日まで 

             ※単年度契約で最低５年間は更新を予定している。 

（４） 見積上限額     ２２,５８９,０００円（税抜） 

（５） 業者選定方法   公募型プロポーザル方式 

 

３ 事務局                                                  

〒９０４－２２９２ 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

うるま市役所（西棟３階） 総務部 総務課 担当：城間、知念 

電話：０９８－９７３－０６０６    

電子メールアドレス：soumu-ka@city.uruma.lg.jp 

 

４ 参加資格要件                                                                         

参加資格を有する者は、本業務の公告日現在で、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１） 沖縄県内に本社又は支社等があり、継続的な活動拠点として設置している法人であること。 

（２） 納付すべき国税及び地方税の滞納がないこと。 

（３） 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であるこ

と。 

（４） 地方公共団体からの指名停止を受けていないこと。 

（５） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てがなされていない

こと及びその開始が決定されていないこと（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる更正事件に係るものを含む。）。 

（６） 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

こと及びその開始が決定されていないこと。 

（７）  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）第２条第２号

に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が、代表者若しくは準ずるべき地位
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に就任し、又は、実質的経営に関与している法人等でないこと。 

（８） 過去５年以内に人口１０万人以上の地方公共団体へ今回提案するシステムを導入した実績

が３例以上あること。 

（９） 参加申請は単独に限らず、共同企業体でも可とし、この場合の要件は次のとおりとす

る。 

①  共同企業体を代表する事業者が申し込みを行うこと。 

     ②  共同企業体を構成する全ての事業者は、上記の（１）から（８）までに定める参加資

格要件の全てを満たす者であること。 

 

５  選定に係るスケジュール（予定）                                                     

令和元年５月 ９日（木）  

～５月２３日（木） 申込関係書類配布期間（市ホームページ掲載） 

令和元年５月１６日（木） 質問期限日 

令和元年５月２０日（月） 質問回答日 

令和元年５月２３日（木） 参加申請書等締切日 

令和元年５月２４日（金） 参加資格審査結果通知日 

令和元年６月 ３日（月） 企画提案書等提出締切日 

令和元年６月１１日（火）  

～６月１２日（水） プレゼンテーション等の実施日 

令和元年６月１８日（火） 選定結果の通知日 

令和元年６月下旬     契約締結 

※スケジュールは予定のため、変更になる場合がある。 

 

６ 質問及び回答                                                                    

仕様等に関する質問は次の内容で行うこと。なお、応募方法や必要書類等に関する質問は、随時

質問者に回答する。 

（１） 質問期限   令和元年５月１６日（木）午後５時まで 

（２） 質問方法   質問書（様式１号）を記入し、電子メールに添付して事務局に送信すること。

なお、件名に「うるま市文書管理システム更改業務に係る質問」と記載し、電

子メールを送信後、事務局にメール到着確認の電話連絡を行うこと。 

（３） 送 信 先  「３ 事務局」のとおり 

（４） 回答方法  質問についての回答は、市のホームページに掲載する。 

なお、質問者の事業者名等は公表しない。 

 

７ 参加申請書等の提出                                                   

7-1 提出書類 

本業務に参加申請する者は、次のとおり書類を提出すること。   

（１） 提出期限 令和元年５月２３日（木）午後５時まで（必着） 

（２） 提出場所  「３ 事務局」のとおり  

（３） 提出書類 

① 参加申請書（様式２号） 

② 会社概要書（様式３号） 
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（４）  提出部数 １部 

（５）   提出方法 上記（３）①及び②の書類を、持参又は郵送により事務局まで提出すること。

なお、郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。 

 

7-2 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果を、参加申請事業者に対しメールで通知する。 

 

7-3 留意事項 

   共同企業体で参加申請する場合は、共同企業体を構成する全ての事業者が、「7-1（３）② 会

社概要書（様式３号）」を提出すること。 

  

８  企画提案書等の提出                                                                   

8-1 提出書類 

参加資格審査の通過者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１）  提出期限  令和元年６月３日（月） 午後５時まで（必着） 

（２）  提出場所 「３ 事務局」のとおり 

（３）  提出書類 

①  企画提案書表紙（様式４号） 

②  企画提案書（任意様式） 

③  システム機能確認表 （様式５号） 

④  提案見積書（様式６号） 

⑤  提案見積内訳書 （任意様式） 

（４）  提出方法  

上記（３）①から⑤までの順番で１冊に製本又はファイリングし、業務名、事業者名を表

紙に記載の上、８部（正本１部、副本７部（コピー可））を持参又は郵送により事務局まで

提出すること。なお、郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。 

 

8-2 提出書類留意事項 

（１） 「8-1（３）②企画提案書（任意様式）」は、「９ 企画提案書の作成要領」に沿って作成す

ること。 

（２） 「8-1（３）③システム機能確認表（様式５号）」は、機能対応の可否について回答するこ

と。 

（３） 「8-1（３）④提案見積書（様式６号）」は、「１０ 提案見積書作成要領」に沿って作成す

ること。 

 

９ 企画提案書の作成要領                                   

9-1 企画提案書の規格等 

（１） 表紙は「企画提案書表紙（様式４号）」とし、裏面を目次とすること。 

（２） 企画提案書（任意様式）は、Ａ４版縦長に横書きで５０ページ以内とすること（Ａ３判は、

２ページ相当分とカウントする。）。また、印刷は両面印刷を基本とし、表紙、目次を除きペ

ージの下部にページ番号を付すこと。 

（３） 企画提案書（任意様式）の内容は、提案見積書（様式６号）の金額内で実現できるものと

すること。 
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（４） 記載内容はできるだけ平易な表現とし、難解な専門用語を使用しなければならない場合

は、必ず注釈を付すこと。 

 

9-2 企画提案書（任意様式）の構成 

    企画提案書（任意様式）の構成は、仕様書の内容を踏まえて次の表の項番順に記述すること。

また、作業があるものについては、市と事業者の役割を明確にすること。 

項番 項目 記載内容 重要度 

１ システム

概要等 

① システムの概要 中 

② システム導入方式 中 

③ システムを活用した業務改善事例 中 

④ セキュリティ対策（システムの脆弱性への対応、不正ウイル

スへの対処等） 

中 

２ 導入支援 ① 文書分類表の見直し方法 

（現行文書分類表から新たな文書分類表への移行を含む。） 

高 

② 導入実績を踏まえた効率的な運用管理方法 高 

③ 職員研修の内容、実施方法等 高 

３ 保守業務 ① ソフトウェアのバージョンアップの実績 中 

② 登録データのバックアップ及びリストアの方法等 中 

③ サポート対応（問合せ対応、障害時対応、組織改編時及び

人事異動処理時の対応等） 

高 

４ 

 

プロジェ

クト管理 

① 業務実施体制（必要十分な要員を確保しているか、進捗、

品質等のプロジェクト管理及び本業務を確実に遂行できる体

制が整っているか等。） 

 

中 

② 業務進捗管理の方法（稼働開始日までの会議の開催、各ス

ケジュール及びその期間の事業者と市の役割分担等） 

高 

５ 追加提案 本業務において、見積上限額の範囲内で実現できる市に有益

となる追加提案があれば記述すること。 

なお、当該追加提案に費用が発生する場合は、金額を記載し、

提案見積書（様式６号）には当該費用を含めないこと。 

 

高 

 

１０ 提案見積書の作成要領                                     

提案見積書（様式６号）は、次の条件を遵守の上で作成すること。 

（１） 本業務の平成３１年度(令和元年度)の費用（システム構築、導入、使用、保守等）に関

する総額(税抜)が、見積上限額２２,５８９,０００円を超えないこと。 

（２） 仕様書、企画提案書（任意様式）及びシステム機能確認表（様式５号）等の内容に基づき、

全ての経費を見積もること。 

（３） システム機能確認表（様式５号）で必須の項目に「○」があるものについて、別途費用が

発生する場合は、システム稼働時から運用するものとして経費に含めること。 

（４） 代表者印を押印すること（原本以外では写しで可とする。） 

（５） 「9-2 項番５ 追加提案」における費用は含めないこと。 
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１１ プレゼンテーション等の実施                                

参加資格審査の通過者は、企画提案書（任意様式）の記載内容及び提案システムの操作性・利便

性・機能性等の確認を目的に、プレゼンテーション等を次のとおり実施する。 

 

11-1 基本事項                               

（１） 実 施 日 令和元年６月１１日（火）又は令和元年６月１２日（水） 

（２） 実施会場 うるま市役所（東棟３階）防災会議室 

（３） 参加人数 ５名以内 

（４） 時間配分 各事業者の説明に要する持ち時間は９０分（プレゼンテーション３０分、デ

モンストレーション５０分、質疑応答１０分程度）とする。  

 

11-2 プレゼンテーション 

うるま市文書管理システム更改事業者選定委員会の各委員（以下「選定委員」という。）が、

事業者が提出した企画提案書（任意様式）の内容を正確に把握することを目的に、事業者による

プレゼンテーションを実施する。なお、提出した企画提案書（任意様式）に沿ってプレゼンテー

ションを行い、追加の資料を選定委員に配布することは認めない。 

 

11-3 デモンストレーション                              

選定委員が、提案システムの操作性、利便性、機能性等を確認することを目的に、事業者に

よるデモンストレーションを実施する。 

（１） デモンストレーションでは、次の１から５までの内容を、実機を用いて説明すること。 

項番 操作性・利便性 重要度 

１ 画面構成（デザイン、業務内容の表示方法等） 高 

２ 文書の収受から起案・決裁（電子決裁含む）・施行まで 高 

３ 
文書引継ぎ、書庫管理から廃棄まで 

（文書、ファイル及び文書保存箱の検索並びにデータ出力も含む） 

高 

４ 年次処理（人事異動、フォルダの繰り越し等） 高 

５ その他システムの機能性、利便性、操作性のアピール 高 

（２） 留意事項 

事業者は、デモンストレーションで使用する端末を準備すること。 

なお、プロジェクター、スクリーン、延長コードは市で用意する。 

 

11-4 質疑応答                                     

選定委員が、企画提案書（任意様式）、プレゼンテーション、デモンストレーション、機能

要件確認書（様式５号）及びその他の内容に関して質問し、事業者が回答を行う。 

 

11-5 その他の留意事項                                 

各事業者のプレゼンテーション等の実施の順番は、事務局でくじをひいて決定する。 

また、決定した各事業者のプレゼンテーション等の実施日時及び内容は、「7-2 参加資格審査結

果の通知」と併せて参加資格審査通過者に対しメールで通知する。 
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１２ 企画提案内容の審査及び評価                                   

次のとおり企画提案内容を審査し、評価を行う。 

 (１)  企画提案書の審査による企画提案書評価点（１００点満点） 

選定委員が、「11-2 プレゼンテーション」で受けた内容を踏まえ、公平かつ客観的に

企画提案書（任意様式）の評価を行う。 

なお、選定委員による評価点の合計点を、選定委員数で除したものを企画提案書評価点

とし、小数点以下３桁で四捨五入を行う。 

（２） デモンストレーション評価点（１００点満点） 

選定委員が、「11-3 デモンストレーション」で受けた内容を踏まえ、公平かつ客観的

にデモンストレーションの評価を行う。 

なお、選定委員による評価点の合計点を、選定委員数で除したものをデモンストレーシ

ョン評価点とし、小数点以下３桁で四捨五入を行う。 

（３） システム機能確認表の審査によるシステム機能評価点（１００点満点） 

事務局が、事業者から提出されたシステム機能確認表（様式５号）に対し、公平かつ客

観的にシステム機能評価を行い、システム機能評価点とする。 

（４） 提案見積書の審査による価格評価点（１００点満点） 

事務局が、公平かつ客観的に次のとおり評価を行い、価格評価点とする。 

価格評価点 ＝１００×（最低提案見積価格／提案見積価格） 

なお、最低提案見積価格及び提案見積価格は、平成３１年度（令和元年度）から令和６

年度までの運用経費を含めた総額とし、価格評価点は、小数点以下３桁で四捨五入を行

う。 

 

１３ 優先交渉事業者の選定、選定結果の通知及び公表                                

13-1 優先交渉事業者の選定 

「１２ 企画提案内容の審査及び評価」の総合評価点が高い者を順次、優先交渉事業者として

選定する。 

なお、総合評価点が同点の事業者がある場合は、次のとおりとする。 

（１）  当該事業者の「企画提案書評価点」が異なる場合、その評価点が高い者を高順位の優先

交渉事業者とする。 

（２）  当該事業者の「企画提案書評価点」が同じ場合、「価格評価点」が高い者を高順位の優

先交渉事業者とする。 

（３）  当該事業者の「企画提案書評価点」及び「価格評価点」が同じ場合は、「システム機能

評価点」が高いものを高順位の優先交渉事業者とする。 

（４）  当該事業者の「企画提案書評価点」、「価格評価点」及び「システム機能評価点」が同

じ場合は、くじにより高順位の優先交渉事業者を決定する。 

 

13-2 選定結果の通知及び公表 

    選定結果は、「１１ プレゼンテーション等の実施」を行った全ての事業者に、優先交渉

事業者の順位、事業者名及び総合評価点を電子メールで通知するととともに、市ホームペー

ジに掲載する。 
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１４  契約の締結                                                                                 

（１） 高順位の優先交渉事業者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調の場合は、次

順位の優先交渉事業者の順から契約締結の交渉を行う。 

（２） 契約交渉に当たっては、事業者が提案した業務内容を尊重するが、本業務の目的達成のた

め、市と事業者との協議により、契約締結段階での業務内容の追加、変更及び削除を行える

ものとする。従って、優先交渉事業者の決定をもって、企画提案書に記載された全内容を承

認するものではない。 

 

１５  企画提案への参加に際しての注意事項                                                                  

15-1 失格 

本業務の企画提案に参加した者が、次のいずれかに該当したときは、失格とする場合がある。 

（１） 「４ 参加資格要件」を満たさない場合 

（２） 「８  8-1（３）③システム機能確認表（様式５号）」の回答において、「必須」の項目に対

応不可がある場合 

（３） 「８ 8-1（３）④提案見積書（様式６号）」の平成３１年度（令和元年度）の費用（税抜）

が、「２（４）見積上限額（２２,５８９,０００円）」を超えた場合 

（４） 「１１ プレゼンテーション等の実施」において、開始時間から５分以上遅れた場合 

（５） 提出書類の作成に用いる言語を日本語以外、通貨を日本円以外とした場合 

（６） 正当な理由なく本実施要領に定めた提出書類、提出方法及び提出期限を守らなかった場合 

（７） 提出書類の内容に虚偽の内容が記載されている又は不正行為が判明した場合 

（８） 上記（１）から（７）までのほか、市が失格と判断した場合 

 

15-2  複数提案の禁止 

本業務に係る企画提案は、１事業者につき１提案とする。 

 

15-3 その他 

（１） 提出された書類は返却しない。 

（２） 提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

（３） 参加申請書（様式２号）の提出後に辞退する場合は、参加辞退届（任意様式）に代表者印

を押印の上、提出すること。 

（４） 本業務の企画提案に要する費用は、全て提案事業者の負担とする。 

（５）  本実施要領に規定されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、市が判断す

るものとする。 

（６）  当該公募に関して最低制限価格は設けない。 

 

 


