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佐野市公式ホームページリニューアル業務委託 

に係る公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 委託業務の概要 

(１)業務名  佐野市公式ホームページリニューアル業務委託 

(２)業務の目的 

平成１９年に現在のホームページにリニューアル後、１０年が経過する。その

間、市民をはじめとするホームページ利用者の増加や閲覧環境の変化により、求

められるニーズに対応しきれない部分が発生している。具体的にはユーザビリテ

ィ・アクセシビリティへの対応、災害発生時における迅速かつ的確な情報発信、

またスマートフォンやタブレット端末等への対応を行う必要があるため、本業務

を実施する。 

(３)業務内容 

別紙 佐野市公式ホームページリニューアル業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）を参照してください。 

(４)履行期間 

契約締結日から平成３１(２０１９)年１２月１日(日)までとします。 

(５)提案限度額 

① リニューアル業務委託費用  

２０，０００，０００円（ 消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

② 平成３２(２０２０)年度以降に発生する年間システム運用・保守経費 

４，２００，０００円／年（ 消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

提案書提出者は次の要件を満たす者とします。                            

(１)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（同令第１  

６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者でないこ 

と。  

(２)平成２９・３０年度佐野市物品等競争入札参加資格者名簿で「大分類Ｑ（情報処

理）」のうち「小分類１（システム設計・開発）」に登録されている者であること。 

(３)佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱（平成１７年告示第１５４号）による指

名停止を受けていないこと。 

 (４)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立がな

されていないこと又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生
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手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画

又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除

く。 

 (５)過去３年の間（平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日）に、地方公共団 

体においてクラウド式のＣＭＳでの「ホームページ構築業務」の実績を、３件以上

有している者。 

(６)ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰ方式のＣＭＳの提案が可能なこと 

 (７)情報セキュリティ保持の観点から、ＩＳＯ２７００１を保持する者 

 

３ 選定スケジュール 

実施内容 実施時期（平成３０年度） 

実施手続開始の公告 ８月２７日（月） 

配布資料等の交付 ８月２７日（月）～９月１０日（月） 

参加表明書の受付期間 ８月２７日（月）～９月１０日（月） 

提案書提出要請 ９月１１日（火） 

質問受付 ９月１１日（火）～９月２０日（木） 

質問回答期限 ９月２５日（火） 

提案書提出期限 １０月１日（月） 

プレゼンテーション及びデモンストレーション １０月９日（火） 

特定・非特定通知書の通知 １０月中旬 

 
４ 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

(１)参加表明書の作成様式 

①参加表明書（別記様式第１号） 

②参加資格要件確認表（別記様式第２号） 

③企業概要調書（別記様式第３号） 

④登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書） 

(２)問合せ先（担当課） 

〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

佐野市総合政策部広報・地域連携課広報広聴係（担当：阿部）  

電話 0283－20－3037 FAX 0283－21－5120 E-mail koho@city.sano.lg.jp 
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５ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

(１)提出期限 

平成３０年９月１０日（月）午後５時まで（必着） 

(２)提出場所 ４(２)と同じ。 

(３)提出方法 

①持参または郵送とし、その他の方法による提出は一切認めません。郵送による場 

合は、配達の記録が残る方法に限ります。 

②持参による場合は、佐野市の休日を定める条例（平成１７年佐野市条例第２号） 

に規定する休日（以下「休日」という。）を除く、午前８時３０分から午後５時まで

に提出してください。 

(４)提出部数  

参加表明書の提出部数は、正１部、副１０部とします。 

 

６ 提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たすものであるかを

確認し、その結果を次のとおり通知します。 

(１)確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案書の提

出者に選定された旨とプロポーザル参加要請を書面により通知します。 

(２)提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書

面により通知します。 

(３)上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含

まない。）以内に、書面により、非選定理由について説明を求めることができる。

なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

①受付場所 ４(２)と同じ。 

②受付時間 午前８時３０分から午後５時まで（休日を除く） 

(４)上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休

日を含まない。）以内に書面により行います。 

 
７ 提案書の作成様式、記載上の留意事項 

(１)提案書（別記様式第４号） 

表紙、目次及びページ番号を付すほか、次に掲げる事項に対して作成してくださ

い。 

(ア)企画提案書    

(イ)ＣＭＳ機能要件一覧（別記「ＣＭＳ機能要件一覧」）   

(ウ)見積書    
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(２)提案書の内容 

(ア)企画提案書 

企画提案書は、下記の項目番号に従い、記載すべき事項内容に基づいて作成する

こと。なお、要件を満たさない内容又はより良い提案がある場合は、その差異を

明記すること。企画提案書の枚数に制限は設けない。企画提案書のサイズは、日

本工業規格Ａ４横型（一部Ａ３版資料折込使用可）とし、任意書式にて作成する

こと。 

番号 項目 記載すべき事項 

1 業務実績 地方公共団体実績について、以下の点を踏まえて記述する

こと。 

①提案内容と同様又は類似の過去３年間(平成２７年４月１

日～平成３０年３月３１日)の業務実績 

2 業務執行能

力 

本業務の受託に関する基本的な考え方及び具体的な取り組

み方針について、以下の項目を定め主要なポイントを記述

すること。 

①基本的な考え方、事業への理解 

②提供体制(業務従事者の資格や実績も記載すること) 

③業務スケジュール 

3 デザイン・

サイト構成 

リニューアルホームページの構築に対する提案を、現状の

課題を元にして記述すること。 

①サイト構成・構造 

②トップページのデザインや構成、各ページのデザイン、   

他デバイスへの対応 

③検索性・ユーザビリティの向上 

4 アクセシビ

リティへの

対応 

アクセシビリティの対応にあたり、本市職員の負荷がなく

構築し、保持することができるかについて記述すること。 

①対応実現方法 

5 提案CMSの機

能 

以下の内容について記述すること。 

①コンテンツの作成・公開方法 

②ページの管理方法・組織改正等に伴う各種管理機能 

6 セキュリテ

ィ 

以下の内容について記述すること。 

③セキュリティの確保 

7 緊急時の対

応 

以下の内容について記述すること。 

①障害発生時の対応方法 

②災害発生時の対応方法 

8 独自提案 自治体の最新動向や、効果的な情報発信のあり方など、本

市に最適な独自提案を記述すること。 

 

(イ)ＣＭＳ機能要件一覧 

別記「ＣＭＳ機能要件一覧」を用いて作成すること。記載されている項目につい

て、提案のＣＭＳが標準機能として対応可能の場合は「○」、オプション・カス

タマイズで対応可能な場合は「△」、代替案で対応可能な場合は「□」、対応不

可の場合は「×」を記載する。なお、重要度が「必須」「希望」ともに有償オプ

ション・カスタマイズ等の場合は見積書に金額を含めるものとし、備考欄に金額

を記載すること。 
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(ウ)見積書  

本業務の一式についての見積り（内訳含む）を作成し提出すること。 

①リニューアル業務委託費用  

②平成３２年度以降に発生する年間システム運用・保守経費 

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、

見積金額には消費税額を加算すること。ただし、提案限度額を超えることはでき

ません。 

(３)問合せ先 ４(２)と同じ。 

 

８ 提案書の提出期限、提出場所及び提出方法及び問合せ先等 

(１)提出期限 

平成３０年１０月１日（月）午後５時（必着） 

(２)提出場所 ４(２)と同じ。 

(３)提出方法 

持参とし、その他の方法による提出は一切認めません。なお、提出後の差し替え、追

加はできません。 

(４)提出部数 

提案書の提出部数は、７(１)の(ア)から(ウ)までを正１部、副１０部とします。 

(５)留意事項 

提出された提案書等は、提案者に無断で使用しません。ただし、候補者の選定を

行う作業に必要な範囲においては、複製します。 

(６)問合せ先 ４(２)と同じ。 

 

９ 説明書に対する質問書の提出期間、提出方法、提出場所及びその回答方法 

(１)質問の内容 

質問の内容は、本説明書及び提案書の作成に係るもの等とし、評価及び審査に係

る質問は一切受け付けません。 

(２)提出期間 

平成３０年９月１１日（火）午前８時３０分から 

平成３０年９月２０日（木）午後５時まで 

(３)提出方法 

①持参、郵送、または電子メールに添付して提出してください。ただし、いずれの

方法を用いても受付期間内必着でお願いします。 

②質問は、別記様式第５号の様式を用いてください。 

③持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時までに提出してくだ

さい。 
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④電話による問合せは受け付けません。 

(４)提出場所 ４(２)と同じ。 

メールアドレス koho@city.sano.lg.jp 

(５)回答方法 

平成３０年９月２５日（火）午後５時までに、佐野市ホームページに受け付けた質

問に対する回答を掲載します。なお、質問に対しては個別回答は行わず、電話等の

対応も一切行いません。 

 
10 プレゼンテーション及びデモンストレーション審査 

(１)日時 平成３０年 １０月９日（火） 

※詳細な日時等については、「提案書の提出者の選定等通知」により連絡します。 

(２)場所 佐野市役所６階大会議室Ｂ 

(３)実施方法 

①プレゼンテーション及びデモンストレーションは４０分、質疑応答は１０分、合計

５０分を目安とします。 

②プレゼンテーション及びデモンストレーションは非公開とします。 

③プレゼンテーション及びデモンストレーションはの実施方法は、自由形式とし、

電子機器を利用して行うことは可とします。（必要機材のうち、スクリーン及びプ

ロジェクターは本市が用意します。その他パソコン等は各自持参してください。） 

④プレゼンテーション及びデモンストレーションは実施の際に、提案書提出時に提

出していない新たな資料を提出することはできないものとします。 

⑤プレゼンテーション及びデモンストレーションの参加者は、配置予定技術者（業

務主任者）及び機器操作者を含む５名までとし、プレゼンテーション及びデモンス

トレーション審査説明員一覧（別記様式第６号）により参加者の役職及び氏名を

提案書提出時に届け出るものとします。 

⑥プレゼンテーション及びデモンストレーション当日に、指定された場所、時刻に

来ない場合は、辞退したものとみなします。 

(４)プレゼンテーション課題 

 ①本市の魅力が伝わるデザインやサイト設計について 

 ②サイト利用者が容易に必要な情報を取得できる工夫について 

 ③サイト利用者にとってホームページがより魅力的になる独自提案について 

(５)デモンストレーション課題 

 ①専門知識がなくても統一性があるページ作成を可能にする機能について 
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11 企画提案書を特定するための評価基準 

企画提案書の特定は、佐野市プロポーザル方式実施要綱に基づき設置した佐野市

公式ホームページリニューアル業務委託事業審査委員会（以下「委員会」という。） 

において、提出された提案書に対する審査、プレゼンテーションに対する審査及びデ

モンストレーションに対する審査により実施します。 

(１)評価基準 

評価項目、評価の視点及び配点は次のとおりとし、２５０点を満点とします。 

評価項目 配点 審査基準 

提案書 

企業評価 ３０点 

別表１ 

技術力 １２５点 

機能 ２５点 

プレゼンテーション ４５点 

デモンストレーション ２５点 

合計 ２５０点 

 

(２)順位の確定方法 

提案書の特定は、評価項目による評価の結果、評価点数の高い者を最優秀者とし

ます。各者の評価点数は、各委員の点数を合算し、平均した点数とします。最も高

い評価点数を獲得した提案者が複数の場合（同点の場合）は、次のアからウの選考

過程により最終順位を確定し、最優秀者とします。なお、提案者が１社のみの場合に

ついては、基準点を満たした場合に最優秀者とします。 

ア (１)「評価基準」の「技術力」の合計点が最も高い者 

イ アに該当する者が複数ある場合は、経費見積額が最も低い者

ウ 上記によりがたい場合は、委員会の協議により決定した者 

(３)基準点 

評価点数の６０％以上の得点である１５０点以上とします。 

 

12 提案書の特定及び非特定に関する事項 

(１)提出した提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を書面により

通知します。 

(２)提出した提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書面に

より通知します。 

(３)上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含

まない。）以内に、書面により、審査委員会に対して非特定理由について説明を求

めることができます。なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

①受付場所 ４(２)と同じ。 

②受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 
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(４)上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休

日を含まない。）以内に書面により行います。 

 
13 契約に関する事項 

(１)見積徴取の相手方としての特定 

本事業は、委員会の審査により提出した提案書が最優秀となった者を、本業務委

託契約に係る随意契約の見積書徴取の相手方として特定するとともに、業務の仕様内

容を協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規則に定める手続きにより契約を

締結します。 

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積徴取及び業務委託契約が締結

できない場合には、次点者を見積徴取の相手方として再特定するものとします。なお、

参加申込者が１者の場合であっても評価を実施し、その提案が評価基準を満たすと

認められる場合は、その事業者を受託候補者とします。 

①最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に該当することとなったとき 

②最優秀者が、本市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき 

③最優秀者が、特定後に本説明書掲げる失格事項に該当して失格となったとき 

④最優秀者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき 

⑤最優秀者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき 

⑥その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき 

(２)委託契約金額 

リニューアル業務委託契約金額は、本事業が定める本業務委託に係る予算の範囲内と

します。また、支払いは契約金額の２分の１を平成３０年度末の業務一部完了検査後に

支払い、残りの２分の１を業務完了後支払うものとし、契約保証金は免除とします。 

なお、リニューアル後の運用・保守業務委託については別途とする。 

(３)失格による契約の解除 

本業務委託の契約後に、契約者が本説明書に定める失格事項に該当していたこと

が明らかになった場合には、契約を解除することがあります。 

 
14 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び提

案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととします。 

①提案書等が提出期限までに提出されない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③本説明書２に定める参加要件を満たしていない、もしくは満たすことができな

くなった場合 
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④その他本説明書の定めに反した場合 

⑤本件に関して不正あるいは公平を欠く行為等があった場合 

 

15 その他の留意事項 

(１)提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができない

ものとします。 

(２)参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。 

(３)参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を無効

とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行うこともありま

す。 

(４)提出された参加表明書及び提案書は返却しないものとする。なお、提出された参

加表明書及び提案書の著作権は提出者に帰属するものとし、提出者に無断で使用す

ることはありません。 

ただし、事務局は、本プロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲に

おいて、提案書等の複製、記録及び保存等を行います。 

(５)本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとします。公表する内容は、プ

ロポーザル参加者名並びに特定された者の名称、住所及び評価点数となります。 

(６)本説明書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めます。 
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（別表１） 

 

提案書等の評価割合及び評価基準 

評価

項目 
評価の内容 評価の着眼点 配点 

企
業
評
価 

業務実績 業務実績 地方公共団体への導入実績はあるか １０ 

本業務に対す

る取り組み 

基本的な考え方、事業へ

の理解 

本業務の趣旨、現状と課題は理解でき

ているか 

１０ 

提供体制 業務を実施する人員配置や実施体制は

適切であるか 

５ 

業務スケジュール 円滑に業務を進めることができるか。

役割分担が明確であるか 

５ 

小計 ３０ 

技
術
力 

デザイン・サ

イト構成 

サイト構成・構造 必要な情報を見つけやすいメニュー・

カテゴリ構成になっているか 

１５ 

デザイン性 事業イメージと一致し、情報提供に適

したデザインであるか 

１５ 

検索性・ユーザビリティ 利用者にとって分かりやすいホームペ

ージを実現する工夫がなされているか 

１５ 

アクセシビリ

ティ 

アクセシビリティへの対

応 

JIS X8341-3:2016に準拠したサイトを

構築し、保持することができるか 

１０ 

ＣＭＳの機能 コンテンツ作成・公開に

おける操作性 

専門知識がなくてもコンテンツの作成、

承認などが容易にできるか 

１５ 

ページの管理・組織改正

等に伴う各種管理機能 

組織改正や人事異動などが発生した際、

適切な機能で管理ができるか 

１０ 

セキュリティ セキュリティの確保 セキュリティの確保への対策は適切か １０ 

緊急時の対応 障害発生時の対応 障害発生時の対応方法は適切か １０ 

災害発生時の対応 災害発生時の対応方法は適切か １０ 

独自提案 独自提案 ホームページとして魅力を感じさせる、

工夫のある独自提案はあるか 

１５ 

小計 １２５ 

機
能 

ＣＭＳ機能 ＣＭＳの機能が充実しているか １５ 

データセンター機能 データセンターの機能が充実している

か 

１０ 

小計 ２５ 

プ
レ
ゼ
ン 

テ
ー
シ
ョ
ン 

課題への対応能力 デザイン性、検索性・ユーザビリティ

への工夫、魅力的な独自提案はあるか 

４５ 

小計 ４５ 

デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン 

課題への対応能力 専門知識を持たない職員でもページ作

成ができるCMSであるか 

２５ 

小計 ２５ 

合計 ２５０ 
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