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１．事業目的 

宇陀市では、新型コロナウイルス感染拡大の社会情勢を踏まえ、感染防止及び業務

継続性の観点から、職員は自宅からテレワーク用の貸し出しパソコンを使って、職場

の自席パソコンにリモート接続することで、職場に限りなく近い状態で業務を行える

よう、在宅勤務に対応した環境整備を行う。 

 ついては、民間事業者の有する技術等を活用し、本業務を円滑に遂行することを目

的として各事業者が提出した提案書等を採点し、最も適した事業者を契約候補者とす

るので、希望があれば下記の要領により本プロポーザルに参加されたい。 

 

２．事業概要 

（１）名称    宇陀市テレワーク環境構築業務委託 

（２）発注者   宇陀市 

（３）委託期間  契約締結日から令和３年３月２２日（月）まで 

（４）業務仕様  別紙仕様書のとおり 

（５）実施方法  公募型プロポーザル方式 

（６）提案上限額 

①初期経費        ２６，４００，０００円（税抜き） 

②運用経費（回線費用等） 月額 １４０，０００円（税抜き） 

   ※１ この金額は、契約予定金額を示すものではない。 

   ※２ 発生する経費は可能な限り令和２年度の初期経費に含めること。 

   ※３ 回線費用は、月額を見積もり、回線接続のための初期費用は、①に含める 

こと。 

   

３．スケジュール 

№ 項目 日程等 

１ 公募期間 令和 2年 11月 11日～令和 2年 11月 20日まで 

２ 質疑書の受付期限 令和 2年 11月 19日 午後 5時 00分まで 

３ 質疑の回答日 令和 2年 11月 24日 

４ 参加申込書等の提出期限 令和 2年 11月 26日 午後 5時 00分まで 

５ 提案書等の提出期限 令和 2年 11月 30日 午後 5時 00分まで 

６ 一次審査（書類審査） 令和 2年 12月 3 日 

７ 二次審査 

（プレゼンテーション） 

令和 2年 12月 7 日（予備日 12月 8日）予定 

※時間は、一次審査通過者に別途通知 

８ 審査結果の公表 令和 2年 12月 10日予定 
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４．参加に関する事項 

（１）参加資格 

次に掲げる条件を全て満たすこと。 

   ①宇陀市令和２・３年度物品の買入れ等競争入札（見積り）参加資格登録業者名 

簿又は競争入札参加資格（建設工事、測量・建設コンサルタント等）審査を受 

け、登録がなされている者であること。 

②当該告示の告示日から契約締結日までの期間に、国又は国内の地方公共団体か 

ら、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。 

③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 

ない者であること。 

④租税を滞納していない者であること。  

⑤暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する 

者でないこと。  

⑥過去５年間（平成 27年 4月 1日から本公告日の前日まで）において、本市と同 

規模以上の地方公共団体のテレワーク環境構築、またはイントラ環境構築（元 

請）を２件以上実施していること。 

   ⑦国内規格（JIS Q 9001）又は国際規格（ISO/IEC9001）を認証基準とする品質マ 

    ネジメントシステムの認証を取得、または同等の管理を実施していること。 

⑧国内規格（JIS Q 27001）又は国際規格（ISO/IEC27001）を認証基準とする情報 

 セキュリティマネジメントシステムの認証を取得している者であること。 

⑨個人情報の取り扱いに関して、JIS Q 15001規格に基づくプライバシーマーク 

を取得している者であること。 

⑩会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立がなされて 

いない者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申 

立がなされている者（会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法 

にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営 

状態が著しく不健全である者でないこと。 

⑪事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。  

（２）参加資格の喪失 

参加表明書を提出した者が、次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を 

喪失するものとする。 

①提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な行為をしたとき。 

②本手続きの期間及び契約締結日までに、「４．（１）参加資格」にあげる要件に 

該当しなくなったとき。 
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（３）参加申込 

参加者は、次のとおり参加申込書等を提出すること。 

なお、一旦提出された書類の変更は原則として認めないので、間違いのないよう 

注意すること。 

①提出期限：令和２年１１月２６日（木） 午後５時まで  

②提出方法：持参または郵送すること。（①提出期限までに必着のこと。） 

   ③提出先 ：「１３．連絡先」に提出すること。 

   ④提出書類 

提出書類 提出部数 

①参加申込書（様式１） １部 

②業務実績表（様式２） １部 

③業務体制表（様式３） １部 

④「４．（１）参加資格」 

⑦、⑧、⑨に係る各種認定認証取得を

確認できる書類の写し 

 

各１部 

 

５．提案に関する事項 

（１）企画提案書の作成 

企画提案書を作成する際は、下記条件を遵守の上作成すること。 

①様式は特に定めないが、Ａ４用紙サイズ、文字サイズは１０．５ポイント以上 

とする。 

②スケジュールや図表等で一部Ａ３用紙を使用しても良い。 

③表紙、目次等を含め概ね２０ページ以内とする。 

④記述内容はできる限り平易な用語とし、専門用語のみの記載を避けること。 

⑤電子データは、Microsoft Office 2016以上（Word・Excel・PowerPoint） 

の形式とする。 

⑥企画提案書の構成は、「企画提案書 提案要件（別紙１）」の各項目に基づき 

記載することとし、記載順序についてもこの通りとする。 

⑦企画提案書に記載する内容は、別途提出の「見積書（任意）」の内容と一致し 

ているものとする。見積に含まれないものを企画提案書に記載する場合は、そ 

の内容が明確になるように分かりやすく記載し、導入した場合の費用まで記載 

すること。見積についても、提案範囲内と範囲外を明確にすること。 

（２）見積書の作成 

見積書の作成をする際は、下記の条件を遵守の上作成すること。 

①任意の様式で導入機器等の明細を記載すること。 

②通貨単位は円とすること。 
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③必要なハードウェア、ソフトウェアおよび作業費用等、すべて記載すること。 

④本仕様書に記載されている要求事項をすべて満たす内容とすること。 

（３）提出要領 

参加者は、次のとおり提案書等を提出すること。なお、一旦提出された書類の変 

更は、原則として認めないので、間違いのないよう注意すること。  

①提出期限：令和２年１１月３０日（月） 午後５時まで  

②提出方法：持参または郵送すること。（①提出期限までに必着のこと。） 

③提出先 ：「１３．連絡先」に記載の提出先に提出すること。 

（４）提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．質疑に関する事項 

（１）質疑書の提出 

①仕様、業務内容、提案方法等に質疑がある場合は、質疑書（様式４）を 

「１３．連絡先」にメールにて送信すること。（着信を必ず確認すること） 

②メール送信の際の件名は「宇陀市テレワーク環境構築業務に係る質問」とし、 

質疑書をExcelデータにて、添付ファイルとして送信すること。 

③質問は、対象の引用文（文書名およびページ番号）および質問内容を具体的に 

記載すること。 

④質疑受付期間：令和２年１１月１９日（木） 午後５時まで  

（２）回答方法 

   ①参加申込書を提出している全事業者に、電子メールにより回答する。 

№ 提出書類 提出部数 

１ 企画提案書（任意様式） 

・企画提案書 提案要件（別紙１）

の記載順序を遵守すること。 

正本１部 

副本８部（副本は写し可） 

電子媒体１部 

 

※１ 

副本については、提案者

を特定または類推できる

内容を記載しないこと。 

 

※２ 

見積書の正本は、必ず使

用印を押印した原本であ

ること。 

 

 

 

 

２ 

見積書（任意様式） 

・見積は「２．事業概要（６）」の

①初期経費と②運用経費に分けて

積算内訳を記載すること。 

・運用経費は引き渡し後５年間の費

用とし、年度毎に内訳が分かるよ

うに記載すること。 

・見積金額及び内訳金額は、消費税

に相当する金額を除くもの（税

別）とする。 

３ 見積総括表（様式５） 
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②回答には質問した事業者名は記載しない。 

③質問事項が重複しているもの（思われるもの）は、本市が整理して回答する。 

   ④質疑の回答日：令和２年１１月２４日（火） 

 

７．選定方法 

提案書等を「宇陀市無線ＬＡＮシステム及びテレワークシステム選定委員会」（以下

「選定委員会」という。）において総合的に評価する。 

（１）一次審査（書類審査） 

参加申込者については、選定委員会において提出書類を審査し、審査点の合計点 

の上位３者（基準点以上）を選定する。 

審査（選定）結果は、令和２年１２月３日（木）までに、すべての参加者にＦＡ 

Ｘまたは電子メールにて通知する。なお、審査結果等についての異議申立ては、 

一切受け付けない。 

（２）二次審査（プレゼンテーション）  

一次審査により選定された者により、提出された提案書に基づき、選定委員会に 

おいて審査基準に基づき、令和２年１２月７日（月）及び予備日として１２月８ 

日（火）に二次審査としてプレゼンテーションを行う。なお、プレゼンテーショ 

ンは非公開とする。 

（３）辞退等 

辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出しなければならない。 

なお、辞退を理由に貴社への不利益な扱いを行うことはない。また、参加する者 

が１人のみとなった場合は、提案書及びプレゼンテーションの内容を評価する。 

 

８．提案内容の説明（プレゼンテーション） 

参加者は、次のとおり提案内容の説明（プレゼンテーション）を行うこと。  

（１）日時：令和２年１２月７日（月） （予備日：１２月８日（火）） 

   ※日時及び順番については、市において決定し、一次審査通過者全員に別途通知 

する。 

（２）場所：宇陀市役所 本庁舎 ４階 第２委員会室 

（３）機材等の準備に５分、説明は３０分以内とし、その後、必要に応じて、選定委員 

会から質疑を１５分程度行う。機器等の撤去作業は５分程度とする。  

（４）説明時には、提案者を特定又は類推することができる内容の発言をしないこと。 

（５）説明は原則として、本業務に係るプロジェクトマネージャー予定者が中心に行う 

こと。出席者は、プロジェクトマネージャーを含み４名以内とすること。 

（６）説明は、事前に提出した企画提案書に基づき、提案内容全体について、口頭によ 

り実施するものとする。追加の資料配布等は認めない。  

（７）説明補助具として、プロジェクター及びスクリーンは事前に希望すれば、利用す 
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ることができる。 

（８）他の機材等の持ち込みも可能とする。  

（９）プレゼンテーションは、非公開とする。 

 

９．審査の手順、結果の通知及び公表 

（１）審査の手順  

①審査基準に基づき、選定委員会において選考する。 

二次審査における合計得点が基準点以上で、二次審査の最高得点者から第１位 

及び第２位となる参加者を契約候補者として選定する。 

なお、最高得点者が２者以上になった場合は、一次審査と二次審査の得点を合 

算とし得点の高い者を選定し、更に同点の場合は、委員会の委員長が決定する 

こととする。  

②第１位の者とは、契約内容等について協議を行うこととする。 

なお、第１位の者との協議の結果、合意に至らなかった場合等は、第２位の者 

と交渉を行うこととする。  

③二次審査における合計得点が基準点以上の参加者がない場合は候補者の選定を 

行わない。 

（２）選定結果 

選定結果については、各提案参加事業者に個別通知を行う。  

また契約候補者決定後に市のホームページにおいて、契約候補者第１位の者につ 

いては商号等を公表する。 

なお、審査（選定）結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。 

（３）失格事項 

次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

①「４．（１）参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

②提出期限までに書類が提出されなかった場合 

③提出書類等に虚偽の記載があった場合 

④提案価格が提案上限額を超えている場合 

⑤その他、実施要領に定める手続きを遵守しない場合 

 

１０．契約に関する事項 

（１）契約方法 

①選定された最優秀者と本件業務における契約の締結交渉を行う。 

②①の結果、契約締結の合意に至らなかった場合又は最優秀者の提案において虚 

偽の記載、不正および違反が認められる場合は、本選考結果は無効とする。 

（２）契約書 

宇陀市契約規則による。 
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１１．遵守事項 

参加者は、下記の遵守事項を遵守しなければならない。 

参加者が遵守事項のいずれかに違反したとき、又は選定委員会が不適正な行為をした 

と認めたときは失格とする。 

（１）プロポーザル実施において、公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、 

若しくは不正の利益を得るために連合しないこと。  

（２）契約の履行にあたり、故意に粗雑にし、又は品質若しくは数量について不正の行 

為をしないこと。  

（３）他の事業者に対し、直接又は間接に妨害しないこと。 

（４）宇陀市会計規則及び関係法令等に違反しないこと。 

（５）暴力団関係者を担当又は代理人として使用し、又は暴力団関係者に金銭、物品そ 

の他の財産上の利益を不当に与えないこと。  

（６）その他、宇陀市職員の指示に従うこと。 

 

１２．留意事項 

（１）プロポーザルへの参加に関して要した一切の費用は、参加者の負担とする。 

また提出書類については返却しない。  

（２）提出書類の著作権は、作成者（参加者）に帰属する。 

ただし、宇陀市が本プロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、 

作成者の承諾を得ずにその内容を無償で使用できるものとする。また本プロポー 

ザルにより決定した契約業者の提案書等は、宇陀市と事業者の共通の仕様書とし 

て、その必要の範囲内において無償で使用できるものとする。 

（３）見積書、提案書その他プロポーザルにおいて使用する言語は日本語に限る。 

また見積金額等は、日本国通貨による表示に限る。 

（４）本実施要領及び仕様書等で作成された書類及び本契約に関連するものについては 

宇陀市情報公開条例の規定に基づき、情報公開の対象となる。 

（５）問い合わせ等の対応については、令和２年１１月１１日（水）から令和２年１１ 

   月１９日（木）までの、開庁日及び開庁時間内とする。ただし、参加申込、提案 

   書の提出及び質疑については前述のとおりの期限とする。 

 

１３．連絡先 

〒633-0292 奈良県宇陀市榛原下井足１７番地の３ 

宇陀市役所 総務部 秘書広報情報課（担当：佐々岡・北川） 

電話：0745-82-3912（直通） 

         FAX ：0745-82-3900 

         ﾒｰﾙ ：hishokouhou@city.uda.lg.jp 

mailto:hishokouhou@city.uda.lg.jp

