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1. プロポーザル概要 

 

1.1 委託業務内容 

（１）委託業務名 

佐賀市申請管理システム等構築業務（以下、本業務という。） 

 

（２）委託業務内容 

【別紙】「佐賀市申請管理システム等構築業務プロポーザル要件定義書」（以下「要件定義

書」という。）に記載のとおり。 

 

（３）委託期間 

契約締結日から令和 5年 3月 31 日まで 

 

（４）本番稼働予定日 

令和 5年 2月 1日 

 

（５）提案上限額 

機器導入・構築費用 17,505,895 円（消費税及び地方消費税を含む）。 

      ※機器導入・構築費用の上限額を超える額で提案したものは失格とする。 

※機器保守費用は本提案額から除く。 

 

（６）委託業者選定方式 

本業務にかかる委託業者は、公募型プロポーザル方式により選定するものとする。 

 

（６）委託費用の支払い 

構築業務に係る費用の請求は、契約完了後に佐賀市において行う完了検査終了後に行うこ

と。 

 

（７）その他 

  ・本要領及び要件定義書に定めるもののほか、仕様の変更があった場合は、ホームページに

掲載する。 

・本プロポーザルの終了後、最優秀提案者と佐賀市との間で契約の内容について確認を行い、

両者が合意した場合に契約の締結を行う。 

  ・本業務の受託者と選定され、契約の締結を行った場合は、佐賀市のセキュリティポリシー

を遵守すること。 

  ・契約締結後であっても、本プロポーザルにおける失格事項や不正行為が認められた場合は

契約解除することができるものとする。 
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1.2 プロポーザル対象 

本プロポーザルでは、「佐賀市申請管理システム等構築業務」について提案を行うこと。 

詳細については、要件定義書を参照すること。 

 

1.3 参加資格 

(1) 参加資格 

提案事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

     ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者でない

こと。 

     ② 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及び民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

     ③ 暴力団等（佐賀市が佐賀警察署と平成 21 年 12 月 16 日に締結した佐賀市が行う行政事

務からの暴力団排除合意書第 2 条第 8 号に規定する暴力団等をいう。）に該当しないこ

と。 

     ④ 「令和3～5年度 佐賀市物品購入等競争入札参加資格者一覧表」に掲載されていること。 

 

(2) 参加に関する費用負担 

本プロポーザルへの参加に要する費用は、参加希望者の負担とする。 

 

(3) 複数提案の禁止  

参加者ができる提案は１件のみとする。 

 

(4) 他の参加者の構成員となることの禁止 

既に参加している者または参加者の構成員となっている者は、他の参加者の構成員になれ

ないものとする。 

 

1.4 最優秀提案者の選定 

本プロポーザルにおける提案内容の評価方法は次のとおり。 

(1) 審査の方法 

① １次審査 

提出書類（企画書、見積書等）による審査 

② ２次審査 

プレゼンテーションによる審査 

 

(2) 最優秀提案者選定手続 

「1.5 (5) 提出物について」に定める提出物を提出した応募者（以下「提案者」という。）

の提案内容について審査を行い、１次審査と２次審査の合計点で最高点を得たものを最優秀

提案者とする。なお、提案者多数の場合は、１次審査の点数上位３者が２次審査へ参加でき

るものとする。 
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(3) 評価の配点 

① 1 次審査 700 点満点 

項目 評価内容 配点 

提案内容 
導入実績、システム構築体制、スケジュール、

システム拡張への対応方針等を評価 
100 

機能要件 要求機能の対応状況を評価 320 

費用 
構築費用と 5 年間の運用等に係る費用の総額

で評価 
280 

 計 700 

 

② 2 次審査 300 点満点 
  

項目 評価内容 配点 

プレゼンテーション 
これまでの審査内容を踏まえた、提案者の説

明及び質疑内容等の総合的な評価 
300 

計 300 

  

合計 1,000 点 

  

 

(4) １次審査及び２次審査結果の通知 

選定結果（審査結果）は、書面で個別に通知する。 

 

1.5 日程、手続方法及び提案書について 

(1) 基本的な流れについて 

① 提案依頼       ：令和 4年 7月 4日(月) 

② 質問期限       ：令和 4年 7月 12 日(火)午後 3時必着 

③ 質問回答       ：令和 4年 7月 15 日(金) 

④ 参加申込期限     ：令和 4年 7月 19 日(火)午後 3時必着 

⑤ 提案書提出期限    ：令和 4年 7月 22 日(金)午後 3時必着 

⑥ １次審査結果通知   ：令和 4年 7月 27 日(水)  予定 

⑦ プレゼンテーション  ：令和 4年 8月 1日(月) 予定 

⑧ 選定結果通知     ：令和 4年 8月 5日(金）予定 

 

(2) 質問回答について 

質問については、電子メールでのみ受け付ける。 

問合期間は、7月 4日(月)から 7月 12 日(火)午後 3時までとし、随時質問者に回答すると

共に、全ての回答内容を 7月 15 日(金)までにホームページに公開する。 

※件名に「佐賀市申請管理システム等構築業務に関する質問（社名）」と記載すること。 

※問合期間を過ぎた問い合せには、回答しないため留意すること。 
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※質問回答等は参加申込書記載の担当者の E-mail アドレスへ送付する 

 

(3) 参加申込み 

本プロポーザルへの参加申込みについては次のとおり。 

① 申込期間：令和 4年 7月 4日(月)～ 令和 4年 7月 19 日(火)午後 3時必着 

② 申込様式：「佐賀市申請管理システム等構築業務公募型プロポーザル」参加申込書（第 1

号様式） 

③ 申込方法：電子メール 

※件名に「佐賀市申請管理システム等構築業務に関する参加申込書（社名）」と記載する

こと。 

④ 申込先 ：「2.2 事務局」に規定する事務局 

⑤ 受信確認：参加申込書を受領した際には、参加申込書に記載された担当者の E-mail アド    

レスへ受領確認の電子メールを送る。参加申込書を送信したにもかかわらず、受領確認が

届かない場合は、7月 19 日(火)午後 5時までに事務局へ連絡すること。 

⑥ その他 ：参加申込書への押印は不要とする。 

 

(4) 提案書の提出方法について 

① 提出方法等 

・提案書は 書類 及び 電子媒体（CD-R 等）で提出すること。 

・事故などを避けるため、直接持参すること（宅配便、郵便等は不可とする）。 

・提案書提出期限を過ぎても提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

・提出物が 1つでも足りない場合は、受理しない。 

② 提出期限及び提出場所 

・提出期限：令和 4年 7月 22 日(金)午後 3時まで 

（ただし、正午から午後 1時までを除く。） 

・提出場所：デジタル推進課（佐賀市役所 本庁７階） 

(5) 提出物について 

① 提出物及び提出部数について 

（ア）提出物について 

（A）「佐賀市申請管理システム等構築業務公募型プロポーザル」提案書（第 2号様式） 

（B）会社概要（第 3号様式） 

（C）主要業務実績書（第 4号様式） 

本様式に記載する実績とは、申請管理システム、基幹システムまたは電子申請に

関するものに限る。（基幹システム及び電子申請システムについては 10,000 千円以

上のもの。）なお、本様式に記載できない場合は、企画書に記載すること。 

（D）費用見積書（第 5号様式 別途内訳書を添付のこと） 

   内訳書については、出来る限り詳細に記載すること。 

（E）参考費用見積書（第 6号様式 別途内訳書を添付のこと） 

   構築費、令和 5年 2月 1日から令和 10 年 1月 31 日まで（60か月）におけるサー

ビス利用料（運用保守費等運用に必要な経費を含む。）に要する費用を記載するこ
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と。 

（F）企画書 

「(6)企画書の内容について」にて確認すること。 

（G）機能要件対応状況表（第 7号様式） 

「(7)機能要件対応状況表（第 7号様式）について」にて確認すること。 

（イ）提出部数について 

提出部数については（F）（G）を除き、正本を各 1 部提出すること。（F）（G）につ

いては、正本 1 部、副本（カラーコピー）8 部及び電子媒体（CD-R）1 部を提出する

こと。 

（ウ）その他 

（A）提出の際には、内容に漏れがないかを確認の上、提出すること。その際、佐賀

市から受領書を受け取ること。 

（B）原則、受領後の提案書などの加除は不可とする。 

（C）企画書は A4 サイズ版（縦置き、横置きどちらでも可）の横書とする。 

  環境配慮の観点から、両面印刷とし、フラットファイル等の外装は不要とする。 

（D）電子媒体には、紙媒体で提出する文書すべてを含めること。また、電子媒体は

PDF 形式又は Microsoft Office 形式（Word、Excel、PowerPoint）とすること。 

（E）提出書類に用いる言語、通貨、単位については、それぞれ日本語、日本円、日

本の標準時及び計量法（平成 4年法律第 51号）に定める単位に限る。 

（F）「その他佐賀市に有効と思われる事項」に記載する内容や件数について、特に制

限はない。記載されたもののうち、佐賀市に有効と思われる項目を評価する。 

（G）提出された提案書は、選定を行う作業に必要な範囲において、佐賀市が複製を

作成することがある。 

（H）提出物は返却しない。 

（I）見積書に含まない別途費用を必要とする提案については、別途費用が必要なこ

とを明確に記載すること。 

（J）提案書提出後、提案内容について質問する場合がある。 

 

(6) 企画書の内容について 

企画書では、次の項目については必ず提案すること。 

※ 各項目の留意点については、別表を参照 

(A) システム構築の体制 

(B) システムの全体像 

(C) スケジュール 

(D) システム拡張への対応方針 

(E) 標準準拠システム移行への対応方針 

(F) バックアップ及びリストアに対する考え方 

(G) セキュリティに対する方針 

(H) 研修計画 

(I) その他佐賀市に有効と思われる事項 
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(7) 機能要件対応状況表（第 7号様式）について 

・機能要件に対する対応状況（「標準」「代替機能」「対応不可」）を選択し、代替機能・対応

不可については説明を記載すること。 

・「機能要件対応状況表」だけではなく、特に説明を必要とする場合は、「機能要件説明書」

（様式問わず）を作成し、画面構成や、操作性等をわかりやすく提案すること。 

・仕様書の変更提案を行う場合は、その内容を明記するとともに、イメージ図等により分か

りやすく記載すること。 

・機能要件説明書の記載は、「機能要件対応状況表」の項目順に記載することとし、システ

ム区分ごとに改ページを入れること。 

 

(8) 1 次審査結果通知について：令和 4年 7月 27 日(水) 予定 

 

(9) 提案書に関するプレゼンテーションについて 

① 日時等 

プレゼンテーションの日時、場所及び持ち時間等については、佐賀市より１次審査通

過者（担当者様宛）に電子メールで連絡する。 

日程は、令和 4年 8月 1日（月）を予定している。 

② プレゼンテーションの内容 

（ア）プレゼンテーション（30 分） 

       提案内容や佐賀市が指定した事項等に関し、提案書を利用して分かり易く説明する

こと。 

（イ）質疑応答（15 分） 

③ その他 

プレゼンテーションに必要な機器及び通信回線等は提案者で用意すること。ただし、

スクリーンについては佐賀市で準備する。 

 

（10）2 次審査結果通知について：令和 4年 8月 5日（金） 予定 

 

2. その他 

 

2.1 失 格 

次の事項に該当する場合は失格とする。 

① 参加申込書提出日から選定結果通知までの間に、「1.3 (1) 参加資格」で規定する参加資

格を失った場合 

② 「1.1(5)提案上限額」で規定する上限額を超えた提案を行った場合 

③ 「1.5 日程、手続方法及び提案書について」で規定する事項を遵守していない場合 

④ 提出物に虚偽の内容が記載されている場合 

⑤ 提案内容がシステム要件定義書の必須条件を満たしていない場合 
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2.2 事務局 

本プロポーザルに関わる事務局は次のとおり。 

事務局：佐賀市 企画調整部 デジタル推進課 

担  当：基幹情報係 中岡、岩岡 

〒840-8501 佐賀市栄町 1番１号 

電話番号：0952-40-7056 

FAX 番号：0952-26-8549 

ホームページ：https://www.city.saga.lg.jp 

E-mail：joho@city.saga.lg.jp 
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（別表）企画書の内容及び留意点 

内容 留意点 

(A) システム構築の体制 

・システム構築の体制、要員の資格、役割等について具

体的に記載すること。また作業に際しての市の役割に

ついても記載すること。 

・外部組織、協力会社等が存在する場合は、その社名、

役割、作業分担等を明記すること。 

(B) システムの全体像 

・システム構成について、イメージ図等を用いてシステ

ムの全体像を記載すること。 

・提案内容の特徴を具体的にわかりやすく説明すること。 

・システム構築に必要な機器について、その構成と役割、

オンサイト保守の別、選定理由（信頼性、性能、拡張

性、情報セキュリティ、負荷分散等）を示すこと。ま

た、そのシステム構成について、耐障害性や信頼性に

おいて佐賀市に有益と思われることは積極的に提案す

ること。 

(C) スケジュール 

・システムの導入（設計、構築、テスト等含む）に係る

スケジュールを、工程ごとに具体的に示すこと。 

・システムの導入において佐賀市の日常業務に影響を与

えないスケジュール・役割分担の考え方を記載するこ

と。 

(D) システム拡張への対応方針 

・申請管理システムで取り扱う手続追加への対応方針に

ついて記載すること。手続追加に費用が発生する場合

は概算で記載すること。 

(E) 標準準拠システム移行への対応方針 
・基幹システムを標準仕様準拠システムへ移行する際の

対応方針について記載すること。 

(F) バックアップ及びリストアに対する

考え方 

・バックアップの取得方法や頻度、世代数、保存期間等

について記載すること。 

・リストアの手続等について記載すること。 

(G) セキュリティに対する方針 

・認証の仕組みや利用権限についての考え方、不正監視

の仕組みやログの保管期間等について具体的に記載す

ること。 

※「佐賀市情報セキュリティポリシー」を遵守した体制

であること。 

・仕様書以外の実装することが望ましいセキュリティ機

能等の追加提案がある場合は、積極的な提案を行うこ

と。 

(H) 研修計画 
・導入時の研修について、実施体制や研修内容などを具

体的に記載すること。 
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・研修を実施するうえで、提案者の経験上、考慮してお

くべき事項等があれば記載すること。 

(I) その他佐賀市に有益と思われる事項 

・その他、仕様書に記載する以外で佐賀市にとって有益

な業務アプリケーション、特筆すべきアピールポイン

ト等、システム運用において有益となることを記載す

ること。ただし、別途費用が必要なものは、別途費用

が必要なことを明確に記載すること。 

 


