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未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務委託事業

者選定公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 業務名 

未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 目的 

本市は、矢板市文化会館、矢板市体育館等を複合化した矢板市文化スポーツ複合施

設（以下、「本複合施設」という。）をとちぎフットボールセンター内に整備するにあ

たり、Society5.0 を体現する未来技術の利活用を推進する方針である。また地域再

生計画においては、Society5.0 を体現した本複合施設の建設を通じ、スポーツツー

リズムによる来訪者のさらなる増加とデータヘルスの推進による地域住民の幸福度

の向上等を図ることにより持続可能な地域を創ることとしている。 

本業務は、民間事業者の豊富で優れた経験、技術力、創造力及びコスト意識を導入

し、企画設計および導入・運用を確実かつ円滑に実施することを目的として実施する

ものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日（水）まで（予定） 

 

４ 見積上限額 

￥４，０００，０００.-（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 発注者 

矢板市 

 

６ 参加資格要件 

この要項に基づき実施する公募型プロポーザル（以下「本件プロポーザル」という。）

の参加資格要件は、次の要件をすべて満たす法人その他の団体であって、本事業を的

確に遂行することができる能力を有する者とする。 

⑴ 告示日時点で矢板市の令和３・４年度入札参加資格申請者名簿（物品（情報処理

-コンピュータ関連サービス））に登録されている者であること。 

⑵ 告示日時点で栃木県内に本店の事業拠点があること。 

⑶ 本業務を遂行するために必要な資格、業務経験を有する者を従事させることがで

きること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当していないこと、及び同条第２項の規定に基づく矢板市の入札参加の制限を受け

ていないこと。 

⑸ 矢板市建設工事等請負業者指名停止等措置要領（平成２１年６月８日制定）に基

づく指名停止期間中でないこと、及び相当の規定に基づく栃木県又は栃木県内の他

の地方公共団体からの指名停止期間中でないこと。 
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⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項若しくは第２項の規定

による再生手続開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項の規定による再

生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第１７条第１項若しくは第２項の規定による更生手続開始の申立てがされてい

る者（同法第４１条第１項の規定による更生手続開始の決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

⑺ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は特定の公職者（候補者を含む。）

や政党を推薦、支持若しくは反対する目的の団体ではないこと。 

⑻ 矢板市暴力団排除条例（平成２４年矢板市条例第２６号）に規定する暴力団又は

役職員が暴力団員等ではないこと。 

⑼ 国税及び地方税の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に

より国税通則法（昭和３７年法律第６６号）第４６条その他の法令の規定により納

税の猶予が認められている場合は、滞納とはみなさない。 

⑽ その他法令等に違反していないこと又は違反する恐れのないこと。 

 

７ スケジュール 

 項 目 日 程（いずれも令和４年） 

本件プロポーザルの実施公告 １１月１０日（木） 

実施要項・仕様書・様式の公表 １１月１０日（木） 

質問書の受付期間 １１月１６日（水）１７時まで 

質問への回答 １１月２１日（月）までに回答 

参加表明書の提出期限 １１月２５日（金）１７時まで 

企画提案書の提出期間 １１月２８日（月）から１２月５日（月）１７

時まで 

プレゼンテーション審査等 １２月１２日（月） 

結果通知 １２月１６日（金）までに通知 

  やむを得ない理由により、日程を変更することがある。 

 

８ 実施要項・仕様書・様式の公表 

本件プロポーザルの実施公告ののち、矢板市公式ウェブサイト上に実施要項及び仕

様書を掲載する。併せて各様式を掲載するのでダウンロードして使用すること。 

⑴ 掲載場所 

矢板市公式ウェブサイト（https://www.city.yaita.tochigi.jp/） 

⑵ 掲載日 

令和４年１１月１０日（木） 

 

⑶ 掲載書類 

ア 実施要項・仕様書 
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① 未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務委託事業者選定公募型

プロポーザル実施要項 

② 矢板市文化スポーツ複合施設への未来技術導入事業 基本仕様 

③ 矢板市文化スポーツ複合施設への未来技術導入事業 基本仕様 別紙アプ

リケーション概要 

④ 連携基盤インターフェイスシステムの構築仕様書 

⑤ 連携基盤システム機能要件シート 

イ 様式 

① 様式１ 質問書 

② 様式２ 参加表明書 

③ 様式３ 参加辞退届 

④ 様式４ 企画提案書表紙 

⑤ 様式５ 見積書 

 

９ 質問の受付及び回答 

本件プロポーザルに関する企画提案書その他の提出資料の作成に関する事項につ

いて質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

⑴ 質問の提出方法 

第１８項記載の問合せ先メールアドレス宛に質問書（様式１）を提出すること。な

お、電子メール以外の方法による質問は一切受け付けない。 

件名は「【質問：矢板市インターフェイスシステム】事業者名」とすること。 

⑵ 質問の受付期間 

令和４年１１月１６日（水）１７時まで（必着） 

⑶ 質問の回答方法 

事業者間の公平を期すため、質問に対する回答は全て矢板市公式ウェブサイト上に

掲載し、公表する。この場合において、質問内容を要約、分割又は統合し回答するこ

とがある。 

⑷ 質問の回答期限 

令和４年１１月２１日（月）までに回答する。 

⑸ 留意事項 

審査その他の意思決定に関わる事項の質問は受け付けない。なお、質問の有無は、

本件プロポーザルの審査に一切影響を与えない。 

 

１０ 参加表明 

本件プロポーザルへ参加を希望する事業者は、この要項に記載された事項を全て了

知のうえ、次のとおり参加表明すること。 

⑴ 提出書類 

ア 参加表明書（様式２） 

イ 会社概要、直近の決算概要、業務実績が記載された資料（任意様式、会社案内

パンフレット等でも可） 

⑵ 提出方法 
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ア 第１８項記載の問合せ先に持参又は郵送（簡易書留とする。）で提出すること。 

イ 持参の場合は、平日９時から１２時まで及び１３時から１７時までとする。 

⑶ 提出期限 

令和４年１１月２５日（月）１７時まで（必着） 

いかなる理由があっても、提出期限の経過後は書類を受け付けない。 

 

１１ 事業者からの参加辞退 

⑴ 参加辞退の方法 

参加表明書を提出した日以後に事業者から本件プロポーザルへの参加を辞退する

場合は、速やかに第１８項記載の問合せ先に辞退の旨を電子メールで通知するととも

に、参加辞退届（様式３）を提出すること。 

⑵ 留意事項 

ア 参加辞退届提出後の撤回は認めない。 

イ 参加を辞退した場合であっても、既に提出した書類等は返却しない。また、参

加辞退に起因して生じる損害は全て事業者の負担とする。 

 

１２ 企画提案書の提出 

⑴ 企画提案書の構成 

構成資料 記載上の注意 様式 

企画提案書

表紙 

◇正本には事業者の代表者印を押印すること。（受任

者の場合は、受任者印とする。） 

◇副本には代表者印を省略又は正本の写しの添付で

よい。 

様式４ 

見積書 ◇正本には事業者の代表者印を押印すること。（受任

者の場合は、受任者印とする。） 

◇副本には代表者印を省略又は正本の写しの添付で

よい。 

◇記載見積価格は総額表示とし、見積上限額は第４項

記載のとおりとする。 

◇見積価格の積算根拠を明らかにした内訳書（任意様

式）を添付すること。 

◇本件プロポーザルにより選定された優先交渉権者

とはこの見積書を基に契約交渉を行う。いかなる理由

があっても見積書の記載価格を上回る額での契約は

締結しないので、精査のうえ提出すること。 

様式５ 

事業者の 

概要 

◇事業者の企業概要について記載すること。 任意様式 

企画提案書 ◇本業務の遂行に関する具体的な手法を記載するこ

と。 

任意様式 
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◇提案する内容について、わかりやすい説明を希望す

る。 

◇実際に導入する未来技術は、別に矢板市が設置する

未来技術導入推進委員会で決定する。この企画提案書

に記載された内容を全て実施すること、又は記載され

ていない内容を一切実施しないことを約束するもの

ではないことに留意すること。 

業務実施 

体制 

◇本業務の実施体制、役割分担等を明記すること。 

◇本業務を受託したと仮定した場合の組織体制、人員

配置体制が決まっている場合は、その組織及び配置す

る人員の概要、保有資格、過去実績等を記載すること。 

任意様式 

業務工程表 ◇仕様書に基づく本業務の実施スケジュール案を

記載すること。 

任意様式 

その他自由

提案 

◇省略してもよい。 

◇事業者からの自由提案その他の有益な提案につい

て自由に記載すること。 

任意様式 

◇構成資料は、記載順に綴ること。A4 縦型紙製フラットファイル(綴じ具は樹脂製

で構わない)に 2穴綴じとし、１冊にまとめること。 

◇わかりやすい用語の使用など、審査する側に配慮すること。 

◇資料は原則として A4縦とし、必要な場合のみ A3とすることができる。A3の場合

は片袖折りで短辺を綴るものとする。環境に配慮し全て紙資料とすること。 

◇ページ番号の付番、インデックスの貼付など、見やすさに配慮すること。 

◇提出された書類は、いかなる理由があっても返還しない。 

◇提出後の書類の差し替えは認めないので、精査のうえ提出すること。 

⑵ 提出部数 

提出部数は、正本１部及び副本７部とする。 

⑶ 提出方法 

ア 第１８項記載の問合せ先に持参又は郵送（簡易書留とする。）で提出すること。 

イ 持参の場合は、平日９時から１２時まで及び１３時から１７時までとする。 

⑷ 提出期間 

令和４年１１月２８日（月）から１２月５日（月）１７時まで 

（最終日１２月５日（月）は１７時必着とする。） 

いかなる理由があっても、提出期限の経過後は書類を受け付けない。 

持参の場合は、事前の本件担当者の在席確認を推奨する。 

⑸ 留意事項 

ア 企画提案書の作成経費、提出経費その他必要な費用は全て事業者の負担とす

る。 

イ 企画提案書の著作権は事業者に帰属するが、矢板市が必要な範囲で自由に使

用し、又は必要かつ適正な範囲で改変して使用できるものとする。企画提案書を

提出したときに事業者が使用の許諾をしたものとみなす。 



６ 

 

 

１３ 審査の実施 

⑴ 審査の実施主体 

ア 本件プロポーザルの審査は、未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築

業務委託公募型プロポーザル審査委員会が実施する。 

イ 審査を公平公正に実施するため、委員の所属、氏名その他の情報は公表しない。 

⑵ 審査の基準 

ア 審査は別に定める未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務委託公

募型プロポーザル審査要領に従い実施するものとし、その基準の概要は別表記

載のとおりとする。 

イ 本件プロポーザルの配点は２２０点とし、獲得点数が１１０点未満の事業者

は失格とする。 

⑶ 事業者が１社の場合 

企画提案書を提出した事業者が１社のみの場合であっても、審査委員会で審査を実

施する。 

⑷ 審査方法及び結果の決定 

ア 審査は、プレゼンテーション及び質疑応答により実施する。詳細は、次項に記

載のとおりとする。 

イ 獲得点数の順に順位を決定し、第１順位の事業者を優先交渉権者とする。 

ウ 獲得点数が同点の場合は見積書記載の価格が低い事業者を上位とし、見積書

記載の価格も同じ場合は審査委員長の採点結果が高い事業者を上位とし、審査

委員長の採点結果も同じ場合はくじ引きにより上位を決定する。 

⑸ 結果の通知 

各事業者に獲得点数及び順位を通知する。なお、第１順位の優先交渉権者となった

事業者名は、矢板市公式ウェブサイト上で公表する。 

⑹ 審査過程等の不開示 

審査委員会による審査過程及び審査結果の詳細については、矢板市情報公開条例

（平成１４年矢板市条例第６号）第８条第４号により、不開示とする。 

 

１４ プレゼンテーション及び質疑応答の実施 

⑴ 開催日時及び場所 

令和４年１２月１２日（月） 矢板市保健福祉センター２階中会議室（予定） 

開始時間等の詳細は、事業者に別途通知する。 

⑵ タイムスケジュール（予定） 

① 入室   開始時間の５分前 

② 準備   ５分以内 

③ 実施時間 ２５分以内（プレゼンテーションの途中でも打ち切る。） 

④ 質疑等  １０分以内 

⑤ 撤収   質疑等の終了から５分以内 

⑶ 参加人数上限 

感染症拡大防止の観点から、事業者の参加人数は５名を上限とする。体調不良の者、
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直近１４日間における新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者は参加できな

い。なお、質疑応答に正確かつ明確に回答できる担当者を参加させること。 

⑷ その他 

ア プレゼンテーションに必要な機材等は、事業者が準備するものとする。なお、

スクリーン及び延長コードは矢板市で用意する。 

イ 当日の追加資料の配布は認めない。 

ウ プレゼンテーションの準備経費、参加経費その他必要な費用は全て事業者の

負担とする。 

⑸ 新型コロナウイルス感染症に対する特別な対応 

矢板市での新型コロナウイルス感染者の発生、栃木県内での新型コロナウイルス感

染者の急増、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令に伴う移動の制限等、今後

の状況により審査委員会の判断で次の対応を行うことがある。 

ア 実施内容の変更 

開催日時及び場所を変更することがある。また、実施時間を短縮することがある。 

イ 事業者側の参加不能 

事業者側の状況により審査に参加できない場合は、当該事業者のプレゼンテー

ション及び質疑応答に代えて審査委員会による企画提案書の書面審査を行うこと

がある。この場合において、当該事業者は審査を実施したものとみなし第１６項第

５号の失格事項は適用しない。特定の事業者に有利又は不利な状況が生じないよ

うに配慮し審査を実施する。 

ウ プレゼンテーション及び質疑応答の中止 

全ての事業者のプレゼンテーション及び質疑応答を中止し、審査委員会による

企画提案書の書面審査とすることがある。 

 

１５ 契約の締結 

⑴ 本業務の委託先の決定 

審査結果の通知後速やかに、優先交渉権者と契約締結に向けて契約内容の協議を行

う。優先交渉権者との協議が不調となった場合は交渉を打ち切り、第二順位の事業者

と交渉を行う。 

⑵ 契約の方法 

随意契約とする。 

⑶ 留意事項 

ア 企画提案書等に記載され審査の過程で評価した項目は、原則として契約の際

の仕様に反映する。 

イ 本業務の遂行に必要と認める内容について、事業者との協議により見積書記

載の額を超えない範囲で項目を追加、変更又は削除することがある。 

 

１６ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は失格とする。失格になったことに起因して生じる損

害について、矢板市は一切責任を負わない。 

⑴ 参加表明書の提出日以後に第６項の参加資格要件を満たさなくなった場合 
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⑵ 見積書記載の額が見積上限額を超過している場合又は見積書の提出後に金額を

訂正した場合 

⑶ 提出した書類の記載内容に虚偽の内容が含まれる場合（単なる誤字脱字は含まな

い。また、事業者の責によらない理由による軽微な錯誤があった場合は、審査委員

会の判断により失格としないことができる。） 

⑷ 企画提案書等の内容が実現不可能又は実現困難であると審査委員会が判断した

場合 

⑸ プレゼンテーション及び質疑応答に出席しなかった場合又は指定した時間にプ

レゼンテーションを開始できなかった場合 

⑹ 採点結果が第１３項第２号イの最低基準に満たない場合 

⑺ 本件プロポーザルの選考結果に影響を及ぼすような不誠実な行為を行ったと判

明した場合 

  

１７ その他 

⑴ 本件プロポーザルに参加しようとする事業者は、この要項その他本件プロポーザ

ルに関し公表されている事項を全て了知し、承諾したうえで参加表明書を提出する

こと。 

⑵ １事業者につき、参加表明及び提案数は１とする。 

⑶ 本業務の内容は、別に定める未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務

委託②連携基盤インターフェイスシステムの構築仕様書のとおりとする。 

⑷ 本業務の全部の再委託は認めない。 

 

１８ 問合せ先 

〒329-2165 

矢板市矢板 106-2 矢板市生涯学習館内 

矢板市国体スポーツ局 

担 当   大澤、川上 

電 話   0287-43-6218（生涯学習課取次扱） 

ファックス 0287-43-4436 

メール   sports@city.yaita.tochigi.jp 
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別表（第１３項関係） 

審査項目 提案記載依頼項目 配点 

1.本業務及びシステム

に対する理解度 

1.1 本調達への理解   

  

・調達の背景や目的、基本方針等調達仕様書の内容を踏まえ

て、新システムに対する理解と提案の方針を示されていること。 10 

1.2 新システムの全体像   

  

・新システムの全体像を示されていること。 

・今回の提案におけるシステムのアピールポイントを簡潔かつ明

確に示していること。 

10 

2.要件定義の理解度 

2.1 機能要件に対する特徴   

  

(1)機能要件への対応状況 

・機能要件の対応状況について示しているか。 

・提案するシステムについて、今回新たな開発や拡張性、カスタ

マイズ等についての基本的な考え方を示すこと。 

・機能要件一覧に記載されている内容以外で、本市にとって有用

と想定される機能を示されているか。 

10 

  

(2)画面構成 

・ユーザビリティ・アクセシビリティ要件を踏まえ、操作性及び視認

性に優れているといえる画面構成上の特徴を示すこと。 

5 

  

(3)情報・データ要件 

・利用者の利便性や将来の拡張性を考慮したデータ設計を示す

こと。 

・想定の連携方法および業務要件から必要となる連携情報の種

類を詳細に示すこと。 

10 

  

(4)インターフェイス要件 

・各未来技術の拡張にあわせて受け渡し範囲も拡張できるような

柔軟性をもった特徴を示すこと。 

10 

2.2 非機能要件に対する特徴   

  

(1)システム全体構成 

・新システムのシステム構成及び稼働環境を示すこと。 

・システムの動作に必要なクライアント端末のスペックを示すこと。

また、クライアント端末にソフトウェア等の配布が必要な場合は、

配布方法等を具体的に示すこと。 

10 
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  (2)性能・拡張性要件について示されていること。 10 

  

(3)情報セキュリティ対策 

・本市セキュリティポリシー、セキュリティ対策基準等の関連規定

等を遵守するための施策について示すこと。 

・ID とパスワード、権限管理、操作ログ等の実装、監視の方法及

び内容を示すこと。また、より効果的な提案がある場合は、その内

容を詳細に記述すること。 

・個人情報を保護するためのデータの暗号化、通信回線の暗号

化などの考え方について示すこと。 

10 

3.プロジェクト計画能力 

3.1 スケジュール   

  ・新システムの企画にあたってのスケジュールについて示すこと。 10 

3.2 計画・開発に係る作業内容   

  (1)システム計画全般 

10 
  

・要件定義に対する考え方や具体的な手法、進め方を示すこと。 

・本市の作業軽減となる有益な提案があれば示すこと。 

  (2)移行 

10 
  

・基準書に示された移行に係る要件に基づき、効率的かつ確実

な移行を実現するための移行方針、移行方法が具体的に示され

ているか。 

・移行作業にあたり、本市、本業務の受託者、他事業者の役割分

担、責任範囲、作業内容等が明確に示されているか。 

・移行に際し、想定されるリスク内容、リスクの低減策及びリスクが

顕在化した場合の対応策が具体的に示されている か。 

  (3)教育及び研修 

10 
  

・円滑なシステム操作を行うことができる操作研修の実施方針を

示すこと。 

・研修方法や研修時期、実施回数、講師数及び対象者などを具

体的に示すこと。 

・システム稼働後のサポート機能について示すこと。 

4.プロジェクト管理能力 

4.1 プロジェクト体制   

  

・受託者側の体制及び役割を示すこと。 

・本業務の一部を調達仕様書の要件を踏まえた上で第三者に再

委託する場合、再委託先の事業者名、再委託する業務の範囲を

明示すること。 

10 
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4.2 プロジェクト管理従事者の管理・遂行能力   

  ・プロジェクト管理従事者の業務実績、保有資格を示すこと。 10 

4.3 プロジェクト管理手法   

  

・本業務で実施するプロジェクト管理の方針について示すこと。 

・品質を確保する方針や方策、進捗管理及び進捗報告の方法、

その他有効な活動について示すこと。 

・円滑なプロジェクト運営を実現するための、工夫等あれば示す

こと。 

10 

5.設計・開発等に関す

る技術能力 
  作業要員の資格や専門知識、業務経験について示すこと。 10 

6.設計・開発等の実績 

  導入実績 

10 
  類似業務システム、類似規模での開発実績について、示すこと。 

7.組織的対応力 

7.1 会社概要   

  
・社名、本社所在地、代表者名（職名・氏名）、社員数について示

すこと。 
- 

7.2 組織における品質管理体制   

  

・開発期間、保守期間において、システムの品質をどのように確

保し向上を図るのか、取組みについて、考え方及び取組体制を

示すこと。 

・システムの品質管理に係る公的認証・認定の取得状況等を示

すこと。 

5 

7.3 組織における情報セキュリティ対策の管理体制   

  

・情報漏えい防止、守秘義務、情報セキュリティにかかわる組織と

しての取組みを示すこと。 

・情報セキュリティ対策に係る公的認証・認定の取得状況等を示

すこと。 

10 

8.自由提案   

仕様書に記載されている事項以外で、業務全般を向上させるた

めの有効な施策があれば提案すること。 

（今回実装しないものでもよい。その場合は明確化すること） 

※加点項目とし、配点合計を上限として最大で 10点加点する。 

(10) 
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9.提案価格  【見積

書】 
  

・見積価格は提案内容を勘案して、その品質確保の観点で妥当

かつ競争力のあるものか。 
20  

10.姿勢・意欲   

・プレゼンテーションの内容が分かりやすいものであり、かつ説得

力があるものか。 

・質疑に対する応答が適切かつ真摯であるか。 

10  

合   計 220  

  
※１人 220点満点で全評価委員が採点後、事務局が平均

点を算出し、提案書の評価点とします。 
 

 

詳細は未来技術に係る連携基盤インターフェイス構築業務委託公募型プロポー

ザル審査要領に定めるとおりとする。 


