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１ 趣旨 

この要領は、本市が発注する例規管理システム構築及び維持管理業務に係る契約の

相手方となる事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項

を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務（以下「本業務」という。） 

(2) 業務内容 

野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務仕様書（別紙１）のとおり 

(3) 業務期間 

令和５年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 

(4) 提案上限額（合計）（契約期間５年分） 

17,000,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

※提案上限額（合計）（契約期間５年分）の内訳（①及び②） 

  ①例規システムのデータベースの構築及び維持管理業務等に係る提案上限額（契約

期間５年分）（※当初データの作成（移行）に係る一切の経費を含む。） 

11,500,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 ②例規システムの使用（LGWAN 回線の使用を含む。）に係る提案上限額（契約期間

５年分） 

5,500,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

  ※提案額（合計）（契約期間５年分）は、提案上限額（合計）（契約期間５年分）以下

の額であって、かつ、その内訳ごとの提案額は、その内訳ごとに定められた提案上

限額（契約期間５年分）以下の額でなければならない。 

  ※提案上限額（合計）（契約期間５年分）は、見積合わせ時の予定価格となるもので

はない。 

  

３ 業者選定方式 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

本業務に関する公募型プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）

は、野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務仕様書（別紙１）及び次に掲げる

要件の全てを満たすものとする。 

(1) 地方公共団体からの受託により、過去５年以内（平成 29 年 10 月１日以降）に本

件と同様の業務（※２の(1)に掲げる例規管理システム構築及び維持管理業務のこと

をいう。）を実施し、かつ、その実績を 10 件以上（※例規管理システム構築及び維
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持管理業務を受託している件数が 10 件以上）有すること。なお、実績については、

現在業務実施中のものも含むものとし、また、本社、支店、営業所等を問わず、事

業者全体としての実績とする。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項及び第２項の

いずれにも該当しないこと。 

(3) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清

算の開始、破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 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た者でないこと。 

(4) 法人及びその役員が、野洲市暴力団排除条例（平成 23 年野洲市条例第 22 号）に

規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(5) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(6) 野洲市建設工事等入札参加停止基準（平成 20 年野洲市告示第 138 号）に基づ

く入札参加停止又は野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準（平成 16 年野

洲市訓令第 33 号）に基づく指名停止を現に受けていないこと。 

(7) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）の

規定による措置を受けていないこと。 

 

５ スケジュール（予定） 

期   日 項   目 備   考 

令和４年 10 月 31 日（月） プロポーザル実施要領の公告  

令和４年 11 月 10 日（木） 
企画提案書提出意思確認書提

出期限≪※注≫ 
持参又は郵送 

令和４年 11 月 17 日（木） 質問書提出期限 電子メールで受付 

令和４年 11 月 22 日（火） 質問書回答期限 電子メールで送信 

令和４年 12 月２日（金） 企画提案書等提出期限 持参又は郵送 

令和４年 12 月８日（木） 審査日時等案内発送 郵送 

令和４年 12 月 16 日（金） 
審査（プレゼンテーション及

びヒアリング） 
野洲市役所 

令和４年 12 月下旬 審査結果通知 郵送 

※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある。 

 ≪※注≫  

令和４年度野洲市物品・役務提供業者一覧表に登録されていない者は、企画提案

書提出意思確認書の提出時に別紙２の提出書類等一覧に記載されている登記簿謄本、

納税証明書及び暴力団等の排除措置に関する書類（誓約書及び役員名簿）を併せて
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提出するものとする。 

 

６ 提出書類等 

例規管理システム構築及び維持管理業務仕様書の内容を踏まえ、次のとおり企画提 

案書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務に関する公募型プロポーザルに係 

  る提出書類等一覧（別紙２）のとおり 

(2) 提出方法 

持参又は郵送 

(3) 提出期限 

令和４年 12 月２日（金）午後５時 

※企画提案書提出意思確認書の提出期限は、11 月 10 日（木）午後５時とする。 

※令和４年度野洲市物品・役務提供業者一覧表に登録されていない者は、企画 

提案書提出意思確認書の提出時に登記簿謄本、納税証明書及び暴力団等の排除 

措置に関する書類（誓約書及び役員名簿）を併せて提出するものとする。 

※持参による場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

※郵送による場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。また、郵送 

 により提出する旨を提出期限までに電話で連絡すること。 

(4) 提出先 

12 に記載の事務局 

 

７ 審査の概要 

(1) 選定方法 

６による提出書類の内容等に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、

プロポーザル審査委員会において審査し、審査の項目ごとに定められた審査の着眼

点ごとに５段階評価を行い、当該評価により得られた点数を合計した合計点数にお

いて最高得点を獲得した者を優先交渉権者として選定する。 

  (2) 実施日 

令和４年 12 月 16 日（金） 

※会場、時間等の詳細は、事前に参加者に連絡する。 

(3) 時間配分 

参加者ごとに約 40 分間 

①企画提案書等の説明（プレゼンテーション）（30 分【※準備時間を除く。】） 

※LGWAN 環境下においてシステムが問題なく稼動することについてプレゼ 

ンテーション時に実証すること。 

②質疑応答・ヒアリング（10 分） 
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(4) 出席者 

参加者ごとに、プロジェクトの責任者を含め、３人以内とする。 

(5) その他 

プレゼンテーションでプロジェクターを使用する場合は、本市でスクリーンのみ 

を用意する。パソコン、プロジェクターその他プレゼンテーションに必要なものは 

各参加者で準備すること。なお、指定した時刻に遅れた場合は、失格とする。 

(6) 審査項目及び審査項目ごとの配点 

審査項目 配点 

参加者に関する審査 会社の概要、業務実績等についての評価 10 点 

システムに関する審査 

例規管理・検索システムについての評価 25 点 

例規立案支援システムについての評価 25 点 

法令検索システムについての評価 15 点 

ホームページ公開用例規集データの作成、更新及び公開に関する審査 10 点 

例規整備情報提供に関する審査 10 点 

サポート体制に関する審査 15 点 

契約（見積金額）内の範囲内で行う追加（独自）提案に関する審査 10 点 

見積金額に関する審査 40 点 

プレゼンテーションに関する審査 15 点 

追加提案に関する審査 10 点 

合 計 185 点 

※参加者に関する審査及び見積金額に関する審査以外の審査項目については、プロ 

ポーザル審査委員会の委員が審査項目ごとに定められた審査の着眼点ごとに５段 

階評価を行い、当該評価に応じた点数を付与する。 

   ※参加者に関する審査については、提出書類を基に評価を行い、当該評価に応じた 

点数を付与する。 

  ※見積金額に関する審査については、２の(4)の提案上限額（合計）に対して、１％ 

削減（※小数点以下の削減率は切捨て）するごとに２点を付与し、20％以上の 

削減で、最高で 40 点を付与する。   

(7) 審査結果の通知 

各参加者には、12 月下旬に結果（採用・不採用の別、企画提案に付した評価点、 

順位及び採用された企画提案に係る評価点との差）を文書で通知する。なお、評価 

に関する質問には一切応じないものとし、また、審査結果に対する異議は一切受け 

付けない。ただし、本プロポーザルの受託候補者として決定されなかった参加者は、 

審査結果の通知を受けた日から起算して５日以内にその理由について本市に説明 

を求めることができる。 
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８ 契約に関する事項 

(1) ７により選定された優先交渉権者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該優先交 

渉権者と本市との協議において、両者が合意に至らなかった場合は、審査結果によ 

る得点順位第２位の者と契約締結の交渉を行うものとする。 

(2) 本市例規集サーバ機器の賃貸借については、５年間（60 箇月）の複数年契約を 

締結する。ただし、料金の支払は、単年度ごとに一括で支払うものとする。システ 

ムの維持管理・保守、データ更新、法制執務相談、法令改廃等情報提供等について 

は、単年度契約とする。この場合、最長５年間（60 箇月）として、初年度の単価を 

基本に、毎年度契約を更新するものとし、料金の支払は、単年度ごとに一括で支払 

うものとする。 

(3) 本プロポーザルは、優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契約後の 

業務内容は必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではない。契約締結時にお 

いて、優先交渉権者と本市との協議により改めて業務の詳細を定めた仕様書を作成 

するものとする。 

 

９ 企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場合 

において７により選定された優先交渉権者が無効となった場合は、審査結果による得 

点順位を繰り上げる。 

(1) 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

(2) 同一の者が２つ以上の企画提案書等を提出した場合 

(3) 企画提案書等の提出書類に虚偽の記載があった場合 

(4) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(5) ２の(4)の上限額を超えた場合 

(6) 資格要件を満たさなくなった場合 

(7) 提案に対して談合等、不正行為があった場合 

(8) その他プロポーザル審査委員会が不適切と認めた場合 

 

10 質問等の受付及び回答 

実施要領、例規管理システム構築及び維持管理業務仕様書等に質問等がある場合は、 

下記のとおり質問書を提出し、本市から回答する。 

(1) 提出書類 

質問書（様式第５号） 

(2) 提出方法 

電子メールによる提出のみ（soumu@city.yasu.lg.jp） 

※タイトルは「 【例規管理システム構築及び維持管理業務質問】（事業者名） 」とし 

     た上でメールすること。 
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(3) 提出期限 

令和４年 11 月 17 日（木）午後５時まで（必着） 

(4) 回答 

令和４年 11 月 22 日（火）までに、電子メールで回答する。 

※質問等の内容について電話で確認することがある。 

 

11 その他 

(1) 提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等、本業務に関するプロポ

ーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

(2) 提出書類は、審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとし、

参加者に返却しない。 

(3) プレゼンテーション及びヒアリングは原則公開で行い、提出書類は公平性、透明

性及び客観性を期するため、野洲市情報公開条例（平成 16 年野洲市条例第９号）

の規定による請求に基づき、第三者に公開することができるものとする。ただし、

事業を営むうえで、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、非公開となる場合がある。なお、本プロポーザルの受託候補者決定

前において、当該決定に影響が出るおそれがあると判断される情報については、当

該決定後に公開するものとする。 

(4) 提出書類の受理後の差替え、追加、削除等は原則認めない。 

(5) 参加申請受理後、やむを得ず参加を取りやめる場合については、参加辞退届（様

式任意）を必ず提出すること。 

(6) 電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

(7) 本件は予算の議決を要することから、予算の議決がない場合、契約は成立しない 

ものとする。 

 

12 事務局 

野洲市総務部総務課 行政選挙担当 

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原 2100 番地１ 

TEL：077-587-6038 

FAX：077-587-4033 

E-mail：soumu@city.yasu.lg.jp 

 

 


