東員町住民情報系システム整備事業
提案実施要領

平成２７年１０月
東員町

１ 一般事項
⑴ 概要・目的
本町の住民記録、税、国保年金等の住民情報系システムは、平成２３年度にパッ
ケージシステムを導入し、必要最小限のカスタマイズで運用し、コスト削減や事務
の効率化を行ってきた。
今後、マイナンバー制度への対応などにより、運用経費は肥大化することが予想
され、更に情報漏えいやサイバー攻撃のなどに対するセキュリティ対策の強化を図
る必要がある。
また、東海・東南海・南海地震などの大規模災害の発生も懸念されることから、
災害対策も急務の課題である。
これらの課題を踏まえ、本町では災害時における業務継続性の確保と地域住民に
対する適切かつ迅速な情報提供を実現する「災害に強いシステム」であることを前
提に、国の法制度改正に対して「スムーズな制度改正への対応」を行うとともに、
「業務の効率化」と「経費の削減」を図るものとする。
今回の構築においては、現行における必要なデータを確実に移行し、また、現在
外部業者へ委託している大量処理計算、帳票作成、パンチ業務についても同じ範囲
を業務委託し、業務処理の円滑な移行・運用を必須条件とする。ただし、依然厳し
い財政状況が続いており、経費の削減を図ることが必要となっているため、極力パ
ッケージの標準機能を採用する方針とした上で、現行の運用管理やシステム保守の
あり方、カスタマイズの内容、関連機器の導入数量等についても精査し、経費削減
に努めるものとする。
⑵ 主催者
東員町
⑶ 提案の方法
「東員町住民情報系システム整備事業提案実施要領」、「東員町住民情報系システ
ム整備事業仕様書」、
「東員町住民情報系システム整備事業仕様書（個別業務編）
」及
び「東員町住民情報系システム整備事業提案書記載要領」に基づき、提案及び価格
を提案事業者に求め、提案されたシステム・業務内容に対する理解度・技術水準・
組織体制・費用等を総合的に評価した上で請負事業者を選定する。
⑷ 提案の性格
本提案は、提案事業者の基本的な考え方や設計に関する能力を評価し、適正価格
か否かを判断することにより、請負事業者を決定する。ただし、協議の上、請負事
業者の提案内容を変更する場合がある。
⑸ 履行期間
契約日から平成３３年１０月３１日まで（本稼働予定日 平成２８年１１月１日）
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⑹ 予算額及び運用額
ア 予算総額（平成２８年１１月１日から平成３３年１０月３１日までの５年間総
費用） ￥379,680,000 円（消費税等含まない｡）
イ 留意点
（ア）予算額は導入作業における契約時の予定価格を示すものではなく、価格点
を積算するにあたり基準として設定する数値であることに留意すること。
（イ）下記の予算額を超えた提案は認められない。
（ウ）予算額及び運用額の内訳
内容

予算額

備考欄

導入費用及び運用費用

￥379,680,000

平成 28 年度￥31,640,000
平成 29 年度￥75,936,000
平成 30 年度￥75,936,000
平成 31 年度￥75,936,000
平成 32 年度￥75,936,000
平成 33 年度￥44,296,000

⑺ 費用項目
費用項目については以下のとおりとする。
内
訳

費用項目

契約形態

導 ・導入に係る費用
入 ・個別カスタマイズ費用
費 ・ハードウェア費用
用 ・ソフトウェア費用

債務負担行為に
よる複数年契約

運 ・ハードウェア保守費用
用 ・ソフトウェア保守費用
費 ・ＳＥ支援作業費用
用 ・アウトソーシング費用

単年度委託契約

備考

上記予算額に含む

上記予算額に含まない

⑻ 問い合わせ先
東員町 総務部 財政課
住 所 〒５１１―０２９５ 三重県員弁郡東員町大字山田１６００番地
ＴＥＬ ０５９４－８６－２８００
e-Mail zaisei@town.toin.lg.jp
２ 提案の概要
⑴ 業務名
東員町住民情報系システム整備事業
-2-

⑵ 業務内容
「東員町住民情報系システム整備事業仕様書」
、
「東員町住民情報系システム整備
事業仕様書（個別業務編）
」のとおりとする。
⑶ スケジュール
スケジュールについては以下のとおりとする。
事業者選定
ア 平成２７年１０月１５日 提案公示
イ 平成２７年１０月２１日 質疑提出締切
ウ 平成２７年１０月２８日 質疑回答
工 平成２７年１１月１２日 提案書類等提出締切
オ 平成２７年１１月１８日 二次審査資格者通知
オ 平成２７年１１月２４日～２５日
デモンストレーション・プレゼンテーション開催
キ 平成２７年１１月３０日 最優秀提案者決定通知
※ 上記スケジュールは予定であり変更する場合もある。その場合については事前
に連絡を行う。デモンストレーション・プレゼンテーションの詳細日程について、
別途連絡を行う。
３ 提出書類
(1) 参加意思確認書
ア 参加意思確認書（様式１）に代表者印を押印して提出すること。
エ 提出部数は１部とする。
(2) 機密保持確認書
ア 機密保持確認書（様式２）に代表者印を押印して提出すること。
イ 提出部数は１部とする。
(3) 提案書
ア 提出部数等
（ア）代表者印押印の紙原本を１部提出すること。
（イ）紙原本のコピーを２３部提出すること。
提出に際しては、バインダー等に綴じて提案事業者名及び提出書類名を
記載して提出すること。
本町が提示したファイル形式及びその内容を PDF 形式で保存した CD－
ROM１枚を提出すること。
イ 作成要領
（ア）提案書は Word 又は PowerPoint で作成すること。
（イ）提案書はＡ４縦横書きとして目次を添えること。
（ウ）提案書は表紙、目次、裏表紙を除きページ番号を付与し、１００頁を超え
てはならない。なお、表紙、目次、裏表紙については制限を設けない。
（エ）提案書の記述にあたっては文字サイズを１０．５ポイント以上とし、説明
を要せずとも提案書を読んで理解できる内容とすること。
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（オ）提案書は「東員町住民情報系システム整備事業提案書記載要領」に記載さ
れている項目ごとに提案を行うこと。また、記載内容は当該項目内で完結
すること。
（カ）提案書に記載する内容は、オプション提案を除き、本事業における案施義
務事項として、提案事業者が提示し契約するものであることに留意するこ
と。
（キ）実施義務事項ではなく、参考として記載する楊合については、
「オプション」
「見積対象外」など明確に記載すること。
(4) 個別業務回答書
ア 様式
「東員町住民情報系システム整備事業仕様書（個別業務編）
」の Excel データ
に入力すること。
イ 提出部数等
（ア）代表者印押印の紙原本を１部提出すること。
（イ）紙原本のコピーを２部提出すること。提出に際しては、バインダー等に
綴じて提案事業者名及び提出書類名を記載して提出すること。
（ウ）上記 Excel データ及びその内容を PDF 形式で保存した CD－ROM１枚
を提出すること。
ウ 作成要領
（ア）パッケージで機能を有している項目は「◎」を記載すること。
（イ）パッケージで機能を有していないが、運用にて対応可能な項目は「○」
を記載し、備考欄に代替案を記載すること。
（ウ）パッケージで機能を有していないが、カスタマイズにて対応が行える項
目は「△」を記載し、カスタマイズ費用欄に「カスタマイズ費用」を記
載すること。
（エ）パッケージに機能がなく、代替案やカスタマイズで対応が行えない項目
は「×」を記載すること。また、備考欄については、理由を明確に記載
し、同時に同等の業務が実現できる手法（提案）を記載すること。
(5) 見積書、提案見積書、提案見積内訳書
ア 様式
見積書（様式３－１、３－２）
、アウトソーシング費用見積内訳書（様式３－
３）の紙原本とすること。
イ 提出部数
（ア）代表者印押印の紙原本を１部提出すること。
（イ）本町が提示したファイル形式及びその内容を PDF 形式で保存した CD－
ROM１枚を提出すること。
ウ 作成要領
（ア）見積書（様式３－１、３－２）
、アウトソーシング費用見積内訳書（様式
３－３）は割印を押印して提出すること。
（イ）提出書類様式は変更せずに提出すること。
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４ 提出期限
提出期限は平成２７年１１月１２日（木）午後５時までとする。
５ 提出先
提出先は、
「１一般事項 ⑻ 問い合わせ先」とする。
６ 審査
⑴ 評価委員会の組織
請負事業者選定審査は、東員町の職員により組織された「東員町住民情報系シス
テム整備事業に係る評価委員会」により実施する。なお、審査委員については公表
しない。
⑵ 審査方法
提案された内容の適合性、システム･業務内容に対する理解度、業務実績･能力、
技術水準、組織体制、費用等を総合的に評価する。
提出書類一式及びデモンストレーション･プレゼンテーション内容について、別添
「東員町住民情報系システム整備事業提案内容審査評価基準」に基づき公平かつ客
観的に評価を行い、最も優れた提案事業者を最優秀提案者として選定する。また、
併せて次点優秀提案者も選定する。
なお、提案事業者が１社の場合においても、事業実施の適格性を審査することと
する。
⑶ 最優秀提案者
選定された最優秀提案者は、本町と仕様書及び契約内容等を協議のうえ、本町の
決定を受けることにより受託事業者となる。ただし、最優秀提案者との協議が調わ
ない場合は、本町は次点優秀提案者と協議を行う。
⑷ 審査結果
審査結果については、全提案事業者に通知する。なお、審査結果等に対する異議
の申し立てはできないものとする。
７ 契約
⑴ 留意事項
提案書及び個別業務回答書に記載され、選定で評価した項目については、原則と
して契約時の仕様書に反映するものとする。ただし、本業務の目的達成のため、必
要な範囲において、最優秀提案者との協議により契約締結段階において項目を追加、
変更及び削除を行うことがある。したがって、最優秀提案者の決定をもって提案書
等に記載された全内容を承認するものではない。
⑵ システム機能の再確認
評価結果に基づき、最優秀提案者とすべてのシステム機能と業務の流れの再確認
を行い、標準機能を採用するものと追加開発もしくはカスタマイズする機能とを明
確にする。このとき、提案書に虚偽の記載が判明した場合は、契約の締結は行わな
い。その場合、次点優秀提案者と機能の再確認を行う。
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⑶ 契約の締結
システム機能確認後、契約の締結を行う。なお、契約は最優秀提案者の提出した
見積書（様式３）を超える金額では締結しない。提出された｢個別業務回答書｣に記
載してある個別カスタマイズ費用は、デモンストレーションや原課協議等により、
不用と判断された場合については、削減する場合があるので留意すること。
また、最優秀提案者が契約を辞退した場合、次点優秀提案者と機能の再確認と契
約を実施する。
⑷ 契約の方法
今回の住民情報系システムの構築に必要となる導入費用及び運用費用、個別カス
タマイズ費用、ハードウェア・ソフトウェア、保守サービス、回線費用、ＳＥ支援
作業費用について全てを含めて債務負担行為による複数年契約を締結し、支払いの
発生するシステム利用期間（H28.11.1～H33.10.31）における月額費用が全て均等
になることが前提である。
なお、アウトソーシング費用については、各年度において委託契約を締結するこ
ととする。
また、具体的な契約内容については、本町と提案事業者が協議の上決定する。
８ 質疑
⑴ 提出書類
質問書（様式４）とする。
⑵ 提出期限
平成２７年１０月２１日（水）正午までとする。
⑶ 提出方法
質問については、必ず「１ 一般事項（8）問い合わせ先」に電子メールで提出し、
電話連絡等で担当者に到着確認を行うこと。
また、電子メールを送信する際の題名には提案事業者名を必ず記載して送信をす
ること。
⑷ 質問回答
提案事業者からの質問の回答については、平成２７年１０月２８日（水）までに
回答を行う。なお、提案事業者からのすべての質問に対する回答は、提案事業者
すべてに回答する。
９ 適用
本事業の業務範囲は関連図書に明示する内容とする。本仕様書に規定する事項は別
の定めがある場合を除き、提案事業者の責任において履行すべきものとする。
すべての関連図書は相互に補完するものとする。ただし、関連図書間に相違がある
場合の優先順位は次に示す順番とし、これにより難い場合には疑義に対する協議等に
よる。
⑴ 質問書及び追加事項
⑵ 東員町住民情報系システム整備事業仕様書
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⑶ 東員町住民情報系システム整備事業仕様書（個別業務編）
１０ 著作権
本事業の業務範囲で、本町個別カスタマイズ項目により新たに生じたプログラム等
の著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む｡）及び二次的著作権は本町に
帰属するものとする。
１１ 欠格事由
以下の条件に該当する場合は、
「欠格」とする。この場合、当該提案事業者の技術点
は計算せず、最優秀提案者としない。
⑴ 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
⑵ 提案書記載要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条
件に適合しないもの。
⑶ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
⑷ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
⑸ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
⑹ 虚偽の内容が記載されているもの。
⑺ 本総合評価型プロポーザルの通知を行った日から最優秀提案者決定の日までの間
に、本総合評価型プロポーザルに関して選定手続に定められている事項以外で評価
委員及び関係職員並びに本件手続に係る学識経験者との接触があったもの。
１２ その他
⑴ 提案一式の作成・提出、デモンストレーション・プレゼンテーションの参加等一
切の経費は、提案事業者の負担とする。また提出書類は返却しない。
⑵ 提案一式に記載した担当予定者を変更する場合には、事前に本町に届け出るもの
とする。
⑶ 提出書類の著作権等の取り扱いについては、提出書類に含まれる著作物の著作権
は提案事業者に帰属する。なお、提出書類は、提案選定を行う作業に必要な範囲に
おいて、複製を作成することがある。
⑷ 提案事業者は、原則１つの提案しか行うことができない。
⑸ 提案に関する提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、本町が
認めた場合はこの限りではない。
⑹ 参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に
定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
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