
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 

 

１ 趣旨 

この要領は、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事業者選定公

募型プロポーザル実施要項（以下「実施要項」という。）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。）を公平公正に実施するための審査

基準を定めるものとする。 

 

２ 審査の実施主体 

⑴ 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（以下「審査委員会」という。）が実施する。 

⑵ 公平公正な審査を担保するため、審査委員会の委員の所属、氏名等は一切公表し

ない。 

⑶ 審査に関する最終権限は、審査委員会の審査委員長が有するものとする。 

⑷ 審査の実施に必要な庶務は、矢板市国体・スポーツ局において処理する。 

 

３ 参加資格要件 

⑴ 本件プロポーザルの参加資格要件は、実施要項第６項記載のとおりとする。 

⑵ 実施要項第１０項により参加表明書を提出した事業者が参加資格要件を満たし

ていない場合は失格とする。当該事業者が参加資格要件を満たさなくなった場合も、

同様とする。 

 

４ 審査基準等 

⑴ 本件プロポーザルの審査方法は、企画提案書を基にしたプレゼンテーション審査

及び質疑応答とし、審査の評価基準及び配点は別表のとおりとする。 

⑵ 配点の合計は、２２０点とする。 

⑶ それぞれの事業者の獲得点数は、審査委員会の委員が別表の基準に従いそれぞれ

採点した点数を審査項目ごとに単純平均して小数点以下を四捨五入した点数を合

計した点数とする。 

⑷ 獲得点数が１１０点未満の事業者は、要求水準に満たないものとして失格とする。 

⑸ 事業者が１社のみの場合であっても、審査委員会は審査を実施する。 

 

５ 順位の決定 

⑴ 審査委員会は、次に掲げる方法により事業者の順位を決定する。この場合におい

て、前項第４号の規定により失格となった事業者にも順位を付与する。 



ア 前項第３号の獲得点数の順番に、事業者に順位を付与する。 

イ 獲得点数が同じ事業者が複数存在する場合は、以下の手順によりそれらの事

業者間の順位を確定する。 

(ｱ) 別表の審査項目「提案」の点数が高い事業者を上位とする。 

(ｲ) (ｱ)が同列の場合は、別表の審査項目「業務理解度」の点数が高い事業者を

上位とする。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)が同列の場合は、別表の審査項目「提案価格」の点数が高い事

業者を上位とする。 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)までの全てが同列の場合は、審査委員長のくじ引きにより上位

を決定する。 

⑵ 前号の方法により確定した第１順位の事業者を、優先交渉権者とする。 

⑶ 順位の確定後、速やかに各事業者に獲得点数及び順位を通知する。また、第１順

位の事業者名は、矢板市公式ウェブサイト上で公表する。 

 

６ 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。 

 

７ 異議申立ての禁止 

審査結果その他の審査委員会の決定事項について、事業者からの異議申立てを一切

認めない。 

 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、本件プロポーザルの審査に必要となる事項は、審査

委員会が別に定める。 

    

  附 則 

 この要領は、令和４年１１月１６日から施行する。 

  



別表 

審査項目 提案記載依頼項目 評価基準 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。 

◇総務省「自治体 DX推進計

画」の趣旨を適切に理解して

いるか。 

◇市が導入を検討している未

来技術の概要を理解している

か。 

◇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

るか。 

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。 

◇本調達の全体像・提案範囲

が示されているか。 

◇本市が求める機能を有して

いるシステムを提案している

か。 

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。 

◇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されて

いるか。 

◇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

◇システム内の操作性が統一

されており、システムに精通

5 



れているといえる画面構成上の特徴を

示すこと。 

していない職員でも操作可能

な仕組みを有しているか。 

  

(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。 

◇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

示されているか。 

◇連携先のシステムに改修が

発生しないか。 

◇データ連携の方式が具体的

に示されているか。 

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。 

◇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

示されているか。 

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。 

 

◇本システムの稼働環境につ

いて、本番環境及び検証環境

を含めたシステム全体構成が

図示等により具体的に示され

ているか。 

10 

  
(2)性能・拡張性要件について示され

ていること。 

◇性能・拡張性要件について

示さているか。（クライアン

ト端末の増設が、端末費用以

外の追加コスト無く、かつ容

易に可能であるか。） 

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。 

 

◇プロジェクト要員がセキュ

リティ関連規定を順守するた

めの主な取り組みについて示

されているか。 

◇認証、権限管理、操作ロ

グ、監視の方法及び内容が示

されているか。 

◇データ及び通信回線の暗号

10 



・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。 

化についての考え方が示され

ているか。 

3.プロジェ

クト計画能

力 

3.1 スケジュール     

  
・新システムの計画にあたってのスケ

ジュールについて示すこと。 

◇新システムの計画にあたっ

てのスケジュールについて示

されているか。 

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。 

◇効率的かつ効果的に作業を

遂行する上での工夫点等が具

体的に示されているか。 

  (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。 

◇本市が提示する移行対象デ

ータを踏まえたデータ移行の

実施方針及び、手法、手順、検

証方法等を具体的に示されて

いるか。 

◇データ移行できないものが

全て示されているか。 

◇データ移行できないものに

ついて、代替案が示されている

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。 

◇操作研修の具体的な手法が

示されているか。 



・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。 

◇受託者側の体制と役割、従事

者の経歴が示されているか。 

◇再委託先の業務範囲が示さ

れているか。 
10 

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。 

◇プロジェクト管理従事者に

ついて、プロジェクト管理の

従事経験や保有資格が示され

ているか。 

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。 

◇プロジェクト管理の方針が

示されているか。 

◇品質確保方針及び進捗管理

方法が具体的に示されている

か。 

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。 

◇新システムの計画の実作業

に関わる作業要員の資格及び

本業務での担務と同一の業務

経験について示されている

か。 

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。 

◇本市と同等規模以上の団体

で、本業務と類似業務システ

ムの導入実績を示されている

か。 



◇提案パッケージの導入実績

を示されているか。 

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。 

◇本市にとって有用な提案を

示されているか。 

◇実施要項、仕様書又はこの

評価基準に記載のない事項で

本業務の遂行に資する提案が

なされているかどうかを評価

する。自由提案があって評価

した事項は、仕様書の記載に

関わらず実施するものとす

る。 

※加点項目とし、加点後の合

計が 220 点を超えない範囲で

最大 10点加点する。 

(10) 



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。 

◇見積価格は技術提案内容を

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

のかどうかを評価する。①獲

得点数は、見積価格を次によ

り点数化した点数とする。獲

得点数＝配点*0.5*(Pmax-

Pi)/(Pmax-Pmin)+配点

*0.5*(Pmin/Pi)Pi：当該事業

者の見積価格 Pmax：見積上限

額(4,000 千円)Pmin：最低見

積価格※小数点以下四捨五入

とする。②不当な低入札価格

と認める場合(概ね他の事業者

の平均見積価格の 1/2 以下の

額)は、獲得点数を減額するこ

とがある。 

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。 

◇プレゼンテーションの内容

が分かりやすいものであり、

かつ説得力のあるものかどう

かを評価する。 

◇質疑応答に対する応答が適

切かつ真摯であるかどうかを

評価する。 

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。 
 

備考 

1 審査委員会の委員は、各審査項目の評価基準に記載された視点でそれぞれ自由に採点する。 

2 各審査項目の点数は、審査委員会の委員が採点した点数を単純平均し小数点以下を四捨五入した点

数(0点から配点まで)とする。 

3 事業者の獲得点数は、各審査項目の点数を合計した点数(自由提案により加点された結果として配

点合計の 220点を超える場合は、220点)とする。 

4 限られた時間での審査となるので、企画提案書に記載した内容はプレゼンテーションの際に説明を

省略したとしても評価の対象とする。ただし、企画提案書の記載内容とプレゼンテーションの内容

又は質疑応答による説明の内容に齟齬があると認めるときは、必要な加点、減点を行うことがある。 

 


