行橋市公式ホームページリニューアル業務

－募集要項－
行橋市役所 市長公室 秘書課
2021/10/20

本要項は、行橋市が業務を所管する行橋市公式ホームページリニューアル業務（以下「本業務」
という。）について、その要件及び留意点等を示すものである。

行橋市公式ホームページリニューアル業務（募集要項）

１

業務名

行橋市公式ホームページリニューアル業務

２

業務目的及び内容

情報発信の拠点となる公式ホームページを抜本的にリニューアル（フルモデルチェンジ）し、市民の
利便性向上と職員の業務効率化を図る。
内容は、別紙仕様書のとおりとする。

３

委託期間

契約締結日から令和５年３月３１日まで

４

委託限度額

\ 29,086,000 円以内（消費税及び地方消費税含む）

５

選定方法

本業務に最適な事業者の選定を行うため、価格のみの競争によらず、企画力、技術力、実績等の点か
ら選定を行う公募型プロポーザル方式によって随意契約を行う。
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６

全体スケジュール（予定）

令和３年１０月２０日(水)

募集要項告示及び質問受付開始

令和３年１０月２９日(金)

質問受付締切り

令和３年１１月 ５日(金)

質問及び回答の公開

令和３年１１月１９日(金)

一次審査関係書類の提出期限（応募締切）

令和３年１１月２２日(月)～２６日(金)

一次審査（書面審査）

令和３年１１月２９日(月)～３０日(火)

一次審査（書面審査）結果通知・公開

令和３年１２月１４日(火)

二次審査関係書類の提出期限

令和３年１２月２０日(月)

二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）

令和３年１２月２２日(水)

最終結果通知・公開

令和４年 １月１１日(火)～１４日(金)

特定業者との協議・契約締結

※

７

上記日程は審査委員会の判断等により、適宜調整をすることがある。

応募資格

(1) プロポーザル参加の応募にあたり、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４、
第 167 条の５第１項及び第 167 条の５の２を準用する。
(2) 「行橋市物品等供給契約の競争入札参加の資格、審査等に関する規則」（昭和 61 年行橋市規則
第 12 号）に定める資格を得ている者
(3) 上記⑵に該当しない者で、参加申込書の提出を行う場合は、法人税、事業税、消費税、地方税の
滞納がない証明書の原本を参加申込書と同時に提出することとする。なお、本プロポーザルにお
いて最適候補者となった場合は、契約締結時までに、入札参加資格者名簿に登録を完了させるよ
うに、手続きを行うこと。
(4) 行橋市物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 19 年告示第 77 号）に基づく指
名停止（以下「指名停止」という。
）期間中でないこと。
(5) 入札期日以前３ヵ月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若
しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第１項若しくは第 19 条の規定に基づく破産 手続開始
の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく 更生手続開始の申立
て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定 に基づく再生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。
（会社更生法の規定 に基づく更生手続開始の決定後又は民事再生法
の規定に基づく再生手続開始の 決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項
審査に基づく入札 参加資格者名簿の登載者を除く。
）
(7) 日本国内に営業所等を有し、緊急時、平時を問わず、迅速に対応できる法人であること。
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８

提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(1) 提出方法：市公式ホームページに公開する電子フォームにて提出
※下記(2)④～⑨について、１部は社名等の記載を行い、もう 1 部は審査の際に提出者が特定で
きない状態（黒塗り等）で提出するものとする。なお、いずれも PDF 形式とする。
(2) 提出書類：下記の表のとおりとする。留意事項については、１０を参照すること。
(3) 一次審査に必要な書面の提出期限：令和３年１１月１９日（金曜）１７時（必着）
二次審査に必要な書面の提出期限：令和３年１２月１４日（火曜）１７時（必着）

提出書類

サイズ等

制限等

①参加申込書（電子フォームに入力）

一
次
審
査

②会社概要

特段の様式は設けないが、②

③滞納がないことを証する書面（証明書）

④は１枚（縦向き）以内、⑤

④業務実施体制に関する書面

A4

は３枚（縦向き）以内、⑦は

⑤類似業務の実績に関する書面

５枚（縦横いずれも可）以内

⑥CMS 機能要望一覧表

とする。

⑦基本方針に対する提案（概要）
特段の様式及び枚数に制限

二
次
審
査

⑧仕様書に対する提案書
⑨参考見積書（本業務と委託期間以降の保守費用）

A4

は設けないが、⑧については
プレゼンテーション当日に
データを持参すること。

９

提案に伴う質問の受付及び回答

(1) 質問の提出：電子メール（メール本文に記載）により行うものとする。
(2) 質問の受付担当課：下記１４を参照すること。
(3) 質問の受付期間：令和３年１０月２９日（金曜）１７時まで
(4) 質問に対する回答：令和３年１１月５日（金曜）１７時までに市公式ホームページにて社名を除
き公表する。回答は、本要項及び仕様書の追加又は修正とみなす。
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10

提案書等に係る留意事項

(1) 提出書類の内容は、当該業務の１１の審査基準に照らし、極力簡潔なものとする。
(2) 提出された提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。
(3) 提案書に虚偽の記載をした場合は、当該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「行橋市物品購入等に係る物品業者の指名停止措置要綱」に基づく指名停止を行うことがあ
るものとする。
(4) 特定された提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に明記するものとする。
(5) プロポーザルは、調査、検討、及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求め
るものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要項及び仕様書において記載された
事項以外の内容を含む提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
(6) 一次審査における「業務実施体制に関する書面」については、担当者名（実務年数や実績の概要
等を含む）を、担当部署、責任者等を詳細に記載するとともに、図解により担当部署等と社内に
おける組織関係を明確にすること。なお、参加申込みを行う事業者が、他の事業者やコンサルタ
ントの協力を得て業務を実施する場合には、図解により併せてこれを明確にすること。ただし、
再委託（全部）は禁ずる。
(7) 一次審査における「類似業務の実績に関する書面」については、事業名、受託期間、受託先及び
その内容を記載するとともに、仕様書の基準を満たすことを明確にすること。
(8) 提案書等の様式は自由とするが、審査項目と提案書に記載する表題等が極力乖離しないよう留意
すること。
(9) 書類の作成に用いる言語は日本語（10 ポイント以上）
、通貨は円、単位は日本の標準時及び計量
法によるものとする。
(10) 提案書等について、軽微な不備があった場合には、事務局が訂正、加筆及び修正を行う場合があ
る。
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提案書を特定するための審査基準

（1）一次審査（配点 20 点）
審査の着目点
審査項目

審査基準（概要）

評価得点

人員配置・役割分担・連絡体制が適
業務実施

本業務の

切に記載され、図解により明確にされ

体制

実施・支援体制等

ており、かつ、本業務の目的が円滑に

４

達せられる体制かどうかを評価する。
当該業務と類似する業務の実績があ
類似業務
の経験

実績内容

り、かつ、その内容が明確にされ、本
業務における仕様等に耐えうるものと

４

期待できるか評価する。
CMS の実装機能や要望への代替案
基本方針

提案の概要

を含め、基本方針に対する提案の概要

１２

の期待値を評価する。

（2）二次審査（配点 80 点）
審査の着目点
審査項目

審査基準（概要）

評価得点

プレゼンテーションを通じ、表現の

プレゼンテー
ション

業務への意欲等

・

応答性

ヒアリング

論理性、説得力、業務への意欲が強く
感じられるか評価する。

１０

また、質問に対する応答が明快、か
つ迅速かどうか評価する。

目的到達
プロモーション
基本方針
作業効率

提案が、仕様書等を踏まえたものと
なっており、かつ、その論理性、アプ

１０

ローチ方法等について総合評価する。
職員が日々使用するにあたって、作

サイト統合

業の効率化や内容の洗練化に資するこ

拡張・柔軟性

とが期待できるかどうか総合評価す

１５
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る。
なお、評価は運用サポート（保守）
も含める。
本市の課題を的確に理解し、導入機
災害等への対応
広報戦略

能の提案や運用の工夫について、論理
的に成立し、具体的なモデルとしての

３０

実現が期待できるアプローチであるか
を評価する。

追加（独自）提案

提案が、市にとって有益なものであ
るかどうか評価する。
提示した業務規模と大きくかけ離れ

参考見積

業務コストの妥当性

ているか、又は提案内容に対して見積
が不適切な場合は特定しない。※

※
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１５

数値化
しない

年間保守費用の参考見積の考え方については、仕様書の「その他留意事項」を参照すること。

審査及び契約について

(1) 一次審査は、上記１１(1)の審査基準に基づき、行橋市公式ホームページリニューアル業務プロ
ポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。
）による書面審査を行う。
(2) 一次審査における提出書類について、制限を超える枚数の書面提出があった場合は、その超える
枚数に該当する書面は審査対象としない。
(3) 二次審査は、上記１１(2)の審査基準に基づき、審査委員会によるプレゼンテーション及びヒア
リング審査を行う。
(4) 上記(1)(2)の審査の結果、合計点数が最も高い提案者を優先交渉権者として特定とする。なお、
同点が２者以上となった場合は、参考見積額の低い方を優先交渉権者として特定する。次点者に
ついても同様とする。
(5) ５者以上から参加申し込みがあった場合には、一次審査において、得点が最も高い者から順次、
概ね４者以内に達するまでの者についてのみ、二次審査を行う。
(6) 上記(5)による選定を行った場合又は参加申し込みが４者以内であった場合においても、一次審
査における得点が 1２点以下（委員１人あたり）であった者については、二次審査を行わない。
(7) 以下のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合には、次点者と契約交渉を行
う。
① 審査後に提案書提出者の要件を満たすことができなくなったとき
② 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき
③ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき
④ その他の理由により優先交渉権者と契約の締結が不可能になったとき
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その他の留意事項について

(1) 提出物の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
(2) 提案書等の提出を辞退した者は、これを理由として以後の選定等について不利益な取扱いを受け
ない。
(3) 提出された提案書は、提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された提案書
を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(4) 提案書等の提出後において、原則として当該提案書等に記載された内容の変更を認めない。また、
「業務実施体制に関する書面」に記載した担当者（部署）等は、原則として変更できない。但し、
病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の従事者であると
の発注者の了解を得なければならない。
(5) 提案の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のため、業務の具体的な実施方法
について提案を求めることがある。
(6) 以下の場合は、失格とする。
① 提出された書面に虚偽の記載があった場合
② 不正又は公平さを欠く行為等があったと認められた場合
③ 参加申込みの要件を満たすことができなくなった場合
④ 見積額が 29,086,000 円（消費税及び地方消費税含む）を超える場合
⑤ その他審査委員会が不適格と認めた場合
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問い合わせ先（事務局）

行橋市役所市長公室秘書課（担当：友松・虎谷）
〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目１番１号
TEL：0930－25－1111（内線 1441・1442）
Email：hishoka@city.yukuhashi.lg.jp
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