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周防大島町下水道台帳管理システム構築業務委託に係る

公募型プロポーザル実施要領

１ 趣 旨

公共下水道台帳の調製及び保管は下水道法第２３条等において義務付けされている。現在の

周防大島町下水道台帳は一部データで残っているものの、ほとんどが紙ベースによる管理をし

ており、既存資料の破損が進んでいる。また当時に現システムを構築した業者が倒産してお

り、同じシステムでの復旧は不可能であるため、早急に下水道台帳管理システムを構築し、適

切な管理・更新ができるようデータを整理・保全する必要がある。

このことから、令和元年度に周防大島町下水道台帳管理システムを構築する。

本業務を遂行するにあたっては、下水道施設管理における専門的な知識や豊富な経験のほ

か、技術的な視点等に基づいた積極的かつ独創的なアイデアが求められるため、プロポーザル

方式により優先交渉権者を選定する。

この要領は、「周防大島町下水道台帳管理システム構築業務」の委託業者を公募型プロポー

ザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。

２ 業務概要

(1) 業務名

周防大島町下水道台帳管理システム構築業務

(2) 契約期間

契約締結日の翌日から令和２年３月３０日まで

ただし、履行期間内に提出を求める成果物等の納期限は協議により定める。

(3) 業務内容

別紙「周防大島町下水道台帳策定業務仕様書」のとおり

３ 構築業務委託料上限額及び年間保守上限額

(1) 構築業務委託料上限額

4,400,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

(2) 年間保守上限額（構築業務の翌年度より５年。）

330,000 円 （消費税及び地方消費税を含む。）

ただし、提案見積書の金額が、委託料上限額を超過した場合は失格とする。

（注）消費税及び地方消費税の額は 10 パーセントとする。

４ 審査体制

周防大島町の職員５名で構成する周防大島町下水道台帳作成業務委託事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）が審査を行う。

５ 選定方式

選定方式は、本実施要領に記載する企画提案書等の提出を求め、提案者の経験及び実施の能
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力、提案価格及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な委託事業者を公募型プロポーザルで

選定する。

(1) 一次審査

参加申請書及び添付書類により参加資格を確認し、選定委員会において、別紙１基準表に

より評価し、多数の場合は３事業者程度を１次審査通過者として選定する。

(2) 二次審査

一次審査を通過した事業者に対し、選定委員会において、企画提案内容についての評価、

プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、別紙２基準表による審査基準に基づいて評価

し、その結果最も適した１事業者（以下「優先交渉権者」という。）の提案を特定する。な

お、二次審査においては、一次審査における各事業者の「評価」は持ち越さない。

項 目 注意事項

実 施 予 定 日 ・ 会 場 プレゼンテーション開催通知書にて指定する。

持 ち 時 間 60 分以内（準備・片付け時間含む）

出 席 者 4 人以内

ヒ ア リ ン グ 内 容

・準備（5 分）

・提出した企画提案書の内容説明（20 分）

・システムデモンストレーション（20 分）

・企画書の内容に関する質疑応答（10 分）

・片付け（5 分）

そ の 他 提出した企画提案書以外の追加資料の配布は認めない。

同一の点数が２者以上となった場合は、提案価格額の低い方を上位とし、次点者について

も同様とする。また、評価基準点の合計の６割を最低基準点とし、各選定委員の採点合計の

平均が最低基準点を下回る場合は、選定の対象としない。

６ 参加資格

参加できる者は、次の(1)から(10)までを全て満たす者とする。

(1) 法人格を有し、令和元年度、本町の入札参加資格の認定を受けていること。

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づ

く、裁判所からの更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

(5) 公募開始の日から審査選定の日までの間のいずれの日においても、本町若しくは他の地方

団体又は国から競争入札に係る指名停止措置を受けている者でないこと。

(6) 国税及び地方税を滞納している者でないこと。

(7) 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地
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方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）、消費税法（昭和 63年法律第 108 号）及び下水道法

（昭和 33年法律第 79号）を含む関係法令に精通していること。

(8) ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメント）、ＪＩＳＱ２７００１（情報セキュ

リティマネジメント）、ＪＩＳＱ１５００１（個人情報マネジメントシステム）のいずれか

ひとつ以上の認証を取得していること。

(9) 平成 25 年度以降に下水道事業に関する台帳管理システムの構築に関する業務を受注した実

績があること。

(10) 中国地方に、本社又は営業所などの拠点を有すること。

(11) 別紙「周防大島町下水道台帳管理システム構築業務仕様書」をすべて満たすことができ

る者。

７ 選定スケジュール

内 容 日 程

公 募 開 始 令和元年 ９月 ６日（金）

質 問 の 受 付 期 限 令和元年 ９月 13 日（金）正午まで

質問に対する回答期限 令和元年 ９月 20 日（金）申請者全員にメール返信

参加申請書受付期限 令和元年 ９月 25 日（水）午後５時まで

一次審査結果の通知 令和元年 10 月 ４日（金）正午までに電子メールで

企画提案書の提出期限 令和元年 10 月 25 日（金）午後５時まで

二 次 審 査

（プレゼンテーション・ヒアリング）
令和元年 11 月上旬【予定】

選定委員会の結果通知 令和元年 11 月中旬【予定】

契 約 締 結 令和元年 11 月下旬【予定】

８ 質問及び回答

この実施要領の内容等に関する質問の受付は次のとおりとする。ただし、本プロポーザルに

関する質問は、参加申請書及び企画提案書等の作成に係る質問に限るものとし、審査及び評価

に係る質問は一切受け付けない。

(1) 質問方法

質問（回答）書（様式４）に質問事項を記載のうえ、電子メールで担当課（15 問合せ

先）に送信すること。

(2) 提出期限

令和元年 9 月 13 日（金）正午まで。

(3） 回答方法

令和元年９月 20日（金）までに、申請者全員に電子メールで回答する。

９ 参加申請手続

(1) 提出書類

ア 参加申請書（様式１）※代表者印を押印すること。

イ 法人概要書（様式２）

ウ 業務実施方針の概要（様式３）
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エ 類似業務実績確認書（様式４）

※平成 25年度以降に履行した又は現在履行中の本委託契約に類する業務について記載し、

履行実績を確認できる資料(契約書、仕様書、業務の完了が確認できる資料等の写し等)

を添付すること。

オ 資格確認書類

① 法人登記履歴事項全部証明書・法人登記簿謄本（発行後３か月以内のもの）

② 国税（法人税及び消費税）、県税（法人事業税）、市町村税に未納の税額がないこと

の証明書（発行後３か月以内のもの）。

＊いずれも特定年度の納税証明ではなく、指定した税金について書類提出時に滞納がな

いことを証するもの。

③ 財務諸表 賃貸借表及び損益計算書（直前決算のものに限る。）

④ 本社・営業所等一覧表

カ 業務実施スケジュール（任意様式）

キ ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）、ＪＩＳＱ２７００１

（情報セキュリティ）、ＪＩＳＱ１５００１（プライバシーマーク）の登録証の写し

（いずれかひとつあれば可。）

(2) 提出部数

正本１部、副本６部

（※提出する書類は、原則としてＡ４判で作成すること。）

(3) 提出期限、方法及び場所

提出期限：令和元年９月 25 日（水）午後５時必着

提 出 先：周防大島町役場久賀東庁舎２F 周防大島町環境生活部 下水道課

提出方法：持参又は郵送

（※郵送の場合は送付記録が残る方法にて提出期限までに必着のこと。）

(4) 一次審査結果の通知

担当課において申請書等により参加資格条件を確認し、選定委員会により評定後選定され

た業者に、令和元年 10月 4 日（金）までに結果通知書をメールで通知する。

10 企画提案書類の提出

一次審査結果の通知により、本プロポーザルへの参加資格が認められた事業者は、次の各号

に掲げるところにより審査等に必要な提出書類を作成し、期限までに提出すること。

(1) 提出書類

ア 企画提案書（様式任意）

※仕様書（7.1 企画提案書内容）を参考とした企画提案書を作成すること。

イ 見積書１（本案件・構築業務）：様式自由、Ａ４版

仕様書に沿って貴社の提案（企画）を実施する場合の見積金額及び内訳額を記載するこ

と。（消費税及び地方消費税含む。）

※見積書１は本案件にかかる契約金額の見積とし、構築業務委託料上限額を超えた場合
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は無効とする。

ウ 見積書２（保守契約）：様式自由、Ａ４版

システム導入後、そのシステムに対して仕様書に記載している保守・点検内容で保守を

行う場合の保守契約の見積金額及び内訳額を記載すること。（消費税及び地方消費税含

む。）

なお、見積書２の内訳については、以下の「基本保守」と「その他保守」の項目に分け

て記載すること。

【基本保守】

① 電話等によるシステム操作に関する受付

② 定期バックアップ（年１回）

【その他保守】

① 担当技術者の現地訪問作業（障害対応、システムインストール作業等）

※１回の訪問に係る費用を記載すること。

オ 見積書３（次年度以降更新）：様式自由、Ａ４版

システム導入後、そのシステムに対して仕様書に記載している令和２年度以降管路施設

の更新作業を行う場合の各年度の見積金額及び内訳額を記載すること。（消費税及び地方

消費税含む。）

なお、令和２年度から令和６年度の管路施設の更新作業は以下を予定し、その後の更新

作業については、発注者受注者の協議によるものとする。

年 度 管路延長（予定）

令和２年度 10km

令和３年度 3km

令和４年度 2km

令和５年度 4km

令和６年度 1km

参考：今後の整備について（H28 全体計画より）※変更する場合あり

〇久賀大島処理区

整備予定面積 287ha、整備予定管路延長 46,661ｍ、整備予定年（H27～H47）

〇東和片添処理区（三ヶ浦地区（船越、外入除く。））

整備予定面積 38.2ha、整備予定管路延長 11,059ｍ、整備予定年（H31～H40）

(2) 提出部数

企画提案書：正本１部、副本６部

その他提出書類：各１部

※提出する書類は、原則としてＡ４判とし、企画提案書のページ数は概ね 20 ページ以内と

する。（資料、イメージ図等を見やすくするためＡ３判を使用する場合は、Ａ４判の大き

さで３つ折りにすること。この場合において、当該Ａ３判資料もページ数としてカウント
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する。）

(3) 提出期限、方法及び場所

提出期限：令和元年 10月 25 日（金）午後５時必着

提 出 先：周防大島町役場久賀東庁舎２F 周防大島町環境生活部 下水道課

提出方法：持参又は郵送

（※郵送の場合は送付記録が残る方法にて提出期限までに必着のこと。）

(4) その他

企画提案書は、１者１提案とし、２以上の企画提案書を提出した場合は、失格とする。

また、提出時の表紙を除き、提案者を判別できるようなロゴマーク等は使用しないこと。

11 プレゼンテーション・ヒアリング

(1) 日 時 11 月上旬を予定

(2) 場 所 周防大島町役場久賀庁舎 3F 会議室（予定）

(3) その他 詳細は、プレゼンテーション開催通知書にて別途通知する。

12 選定結果の通知

選定結果は、11月中旬までに、全ての参加者に対し電子メールで通知するとともに、書面に

より発送する。

(1) 契約の締結

優先交渉権者に特定された者と仕様書及び企画提案書類を基に協議を行い、随意契約の手

続により契約を締結する。ただし、優先交渉権者との協議が調わない場合、その他優先交渉

権者と契約締結ができない場合、次点者と協議を行う。以下同様とする。

(2) 契約保証金の納付

周防大島町財務規則第 94 条第１項の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証

金を納付しなければならない。ただし、国債及び地方債、銀行が振り出し又は支払保証をし

た小切手及び金融機関又は保証事業会社の保証をもってこれに代えることができる。また、

同規則第 95 条の規定により履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除す

る。

(3) 契約書作成の要否

否

(4) 支払条件

前払金なし

13 情報公開

町は提案者から提出された企画提案書等について、周防大島町情報公開条例（平成 16 年 10

月１日条例第 11号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。

ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められ

る情報は非開示となる場合がある。

なお、本プロポーザルの優先交渉権者特定前において、決定に影響がでる恐れがある情報に
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ついては決定後の開示とする。

14 その他留意事項

(1) 本業務の企画提案に要する経費はすべて参加者の負担とする。

(2) 書類の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は円とする。

(3) 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。

(4) 提出された書類は返却しないものとする。また、必要に応じて追加書類の提出を求める場

合がある。

(5) 参加表明後に辞退する場合は、企画提案書の提出期限までに辞退書（様式５）を提出する

こと。

(6) 業務内容の詳細は、仕様書を参照すること。

(7) 審査の経過に関する質問及び結果に対する異議の申し立ては、できないものとする。

15 問合せ先

郵便番号 742-2301

住 所 山口県大島郡周防大島町大字久賀 4799 番地 1

担 当 課 周防大島町環境生活部 下水道課

電 話 0820-79-1014（直通） Ｆ Ａ Ｘ 0820-79-1013

電子ﾒｰﾙ gesuidou@town.suo-oshima.lg.jp



別紙１

１．参加者の状況

評価項目 評価内容

２．参加者の実績

評価項目 評価内容

３．業務実施方針（概要）の妥当性

評価項目 評価内容

４．実施スケジュールの妥当性

評価項目 評価内容 配点

10

評価基準

配点

30

評価基準

評価基準 配点

30

①類似業務の完了及び完了予定実績が５件以上

②類似業務の完了及び完了予定実績が３～４件以上

③類似業務の完了及び完了予定実績が１～２件以上

④類似業務の完了及び完了予定実績がない

配点

30

企画提案書の提出者を選定する評価基準書（一次審査）

評価基準

参加者の状況
参加者について、法人概
要書等を参考に評価す
る。

類似業務実績

平成25年度以降に終了又
は将来終了予定の類似業
務について、元請として
完了又は完了予定の実績
により評価する。

実施方針
の妥当性

実施方針の妥当性につい
て評価する。

実施工程
の妥当性

実施スケジュールの妥当
性について評価する。



別紙２

１．業務遂行力・技術力に関する評価

評価項目 評価内容

２．システムに関する評価

評価項目 評価内容

３．プレゼンテーション・ヒアリングに関する評価

評価項目 評価内容

４．提案価格に関する評価

評価項目 評価内容

10

10点

×参加者中最低提案価格

÷当該参加者の提案価格

（小数点第１位止め、第２位四捨五入）

10

評価基準 配点

10

×参加者中最低提案価格

÷当該参加者の提案価格

（小数点第１位止め、第２位四捨五入）

評価基準 配点

10

10点

×参加者中最低提案価格

÷当該参加者の提案価格

（小数点第１位止め、第２位四捨五入）

10

10点

企画提案書等評価基準書（二次審査）

評価基準 配点

10

事業所全体の実施体制、
業務を遂行するにあたり
必要な知識、経験を有す
る技術者数、類似業務の
実績数等を評価する。

事業所評価

5

10

10

評価基準 配点

プレゼンテーションの内
容について評価する。

10

5

本案件の
提案価格評価
（構築業務）

提案価格について妥当性
を評価する。

提案価格について妥当性
を評価する。

提案価格について妥当性
を評価する。

次年度以降
の更新提案
価格評価

（更新業務）

保守契約の
提案価格評価
（保守契約）

システム評価

ヒアリングに対する受け
答えの姿勢についての評
価。

プレゼンテー
ション評価

将来性・拡張機能を評価
する。

保守対応を評価する。

セキュリティ対策を評価
する。

システムの操作性を評価
する。
（地図情報・情報管理・
出力・検索・計測・登
録・検索・作図等）

システムの情報を評価す
る。


