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１． 事業の目的 

本プロポーザル（以下「本件」）の実施目的については、以下のとおりとする。 

〇ICT により地域資源を一元的に把握し、松阪市の重層的支援体制整備事業の実施及び

包括的支援体制を着実に構築出来るようにする。 

〇介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮分野等でそれぞれ管理している地域資源を一元

的に集約し、クラウド上で管理することにより、インターネットを介し、それぞれの関係機

関からも直接情報を得ることができるようになる。また、情報を共有することによって、

包括的な支援体制、多機関が連携して、地域の団体支援にあたるための体制を構築でき

るようになる。 

〇情報を簡単かつタイムリーに取得すること、今まで拾うことができなかった情報を入手

することで、相談者の複雑で特殊なニーズにこたえることができ、地域資源を生かした

社会参加の促進へとつなげることができる。 

〇ケアマネージャー、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、地域関係団体等の

情報格差の解消や連携強化を図ることで、業務改善や業務効率の向上に繋げる。 

 

２． 概要 

（１） 物件名称 

松阪市地域資源管理システム 

 

（２） 提案依頼内容 

「松阪市地域資源管理システム構築・運用業務委託仕様書」のとおり 

 

（３） 予定契約期間 

＜システム構築＞ 

契約締結日から令和 5年 1月 31日まで 

＜システム利用＞ 

令和 5年 2月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

 

（４） 提案上限額 

システム構築費 2,530,000円（税込） 

システム利用費   517,000円（税込） 

総額   3,047,000円（税込） 

 

①提案する見積金額について、それぞれ上限額を超えた場合は失格とする。 

②提案額は、提案見積書により提示するものとする。 

③提案額は、システム構築費及びシステム利用費（令和 5 年 2 月 1 日から令和 5

年 3月 31日まで）の総額とする。 
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3. 参加資格 

本プロポーザルに参加する提案者は、次にあげる全ての条件に該当するものとす

る。 

①松阪市契約規則（平成 17 年松阪市規則第 64 号）第 5 条の規定による一般競

争入札有資格者名簿（業務委託）に登録されていること。 

②営業種目として「業種：（委）管理・保守 営業種目：情報システム」又は「業種：（委）

情報処理 営業種目：システム開発」に登録があること。 

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こ

と。 

④会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続開始若しくは更

生手続き開始の申立がなされている場合、又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づく再生手続き開始若しくは再生手続き開始の申立がなされている

場合にあたっては、一般競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 

⑤松阪市建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要綱による指名停止措置を受

けていないこと。 

⑥地方公共団体において、地域資源管理システム構築・運用に係る業務を受託し、

契約を締結した実績が３件以上あること。 

⑦申請日において国税を滞納していないこと。 

⑧法人格を有し、本業務を円滑に遂行できること。 

⑨情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001（ISMS）認証又は一般 

財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する「プライバシーマーク」を取得し、個 

人情報又は情報セキュリティについて適切な保護措置を講ずる体制を整備してい 

ること。 

 

4. プロポーザルへの参加にあたっての留意事項 

  （1）  要領等の承諾 

        本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、参加申込書

の提出をもって、本要領のほか本プロポーザルに係る関係書類の記載内容を承諾

したものとみなす。 

 

  （2）  参加に係る費用負担 

        本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加希望者の負担とする。 

 

  （3）  使用言語及び単位 

        提出書類に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 
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（4）  提出書類の取扱い 

        提出された書類については変更できないものとし、採用又は不採用に関わらず

返却しない。 

 

（５） 提案の失格 

        次のいずれかに該当するときは、その提案は失格とする。 

       ①参加資格条件を欠くもの 

       ②提出書類に虚偽の記載があったと認められるもの。 

       ③審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

       ④信義に反する行為 

       ⑤その他先行に係る不正行為があったとき。 

 

（６） その他 

本要領及び仕様書に定めるほか、仕様の変更があった場合は、参加希望者に通

知する。 

 

5. 参加申請 

  （1）  所管課（申請書等の提出先） 

       松阪市健康福祉部健康福祉総務課 

        〒515-8515 三重県松阪市殿町 1340番地 1 

        TEL ：0598-31-1926 

        FAX ：0598-26-4035 

        Mail ：kenfuksou.div@city.matsusaka.mie.jp 

 

  （2）  実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和 4年 6月 24日（金） 実施公告日 

2 令和 4年 7月 1日（金） 質問書提出期限 

3 令和 4年 7月 5日（火） 質問書回答期限 

４ 令和 4年 7月 8日（金） 参加申込書提出期限 

5 令和 4年 7月 29日（金） 

企画提案書及び提案見積書、業務計画予

定表、研修管理計画書、松阪市地域資源

管理システム機能要件調査票、参加辞退

届提出期限 

6 令和 4年 8月上旬（予定） プレゼンテーション審査 

7 令和 4年 8月中旬（予定） 最終審査結果通知 

8 令和 4年 8月中旬（予定） 業務委託契約締結 

mailto:kenfuksou.div@city.matsusaka.mie.jp
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（3）  本要領等の閲覧期間及び閲覧場所 

     閲覧期間 令和 4年 6月 24日（金） から 令和 4年 7月 29日（金）まで 

        土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定

する休日を除く 9時から 17時までとする。閲覧場所は 5.（1）に同じ。 

       また、関係様式等は本市のホームページからダウンロードすることも可能である。 

       https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/99/chiikishigen.html 

 

  （4）  本プロポーザルに係る質問提出期限 

       令和 4年 7月 1日（金）17時まで（必着） 

        本件に係る実施要領、企画提案書の作成または提出に関して、疑義がある場合は、

質問書に記載し、健康福祉総務課に電子メールで送信すること。 

 

  （5）  本プロポーザルに係る質問回答期限 

       原則として、令和 4年 7月 5日（火）までに質問者に電子メールで随時回答する。 

 

（6）  参加申請書の提出期限、提出場所及び提出方法 

提出期限 令和 4年 7月 8日（金） 17時（必着） 

提出場所 5.（1）に同じ 

提出方法 持参、郵送（書留郵便に限る。）又は宅配便による。 

なお、郵送または宅配便の場合は、事前に健康福祉総務課まで連絡すること。 

 

（7）  企画提案書及び提案見積書、業務計画予定表、研修管理計画書、松阪市地域資源

管理システム機能要件調査票、参加辞退届の提出期限、提出場所及び提出方法 

提出期限 令和 4年 7月 29日（金） 17時（必着） 

提出場所 5.（1）に同じ 

提出方法 持参、郵送（書留郵便に限る。）又は宅配便による。 

なお、郵送または宅配便の場合は、事前に健康福祉総務課まで連絡すること。 

 

提出書類は以下の構成で作成すること。 

 

No. 文書名 様式等 提出部数等 

1 参加申請書 様式第 1号 1部 

2 誓約書 様式第 2号 1部 

3 
会社概要書（沿革・代表者の履歴

等） 
任意形式 1部 

4 業務実績調書 様式第 3号 1部 

5 納税に関する証明書 任意形式 1部 
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6 
ＩＳＭＳの認定書の写し又はプライ

バシーマーク登録証の写し 
任意形式 1部 

7 提案見積書 任意形式 1部 

8 表紙 任意形式 ※ 

9 企画提案書 任意形式 ※ 

10 業務計画予定表 任意形式 ※ 

11 研修管理計画書 任意形式 ※ 

12 
松阪市地域資源管理システム機能

要件調査票 
様式第 5号 ※ 

 

  【提出書類作成上の留意事項（共通）】 

       ①言語は日本語とし、文字サイズは 11ポイント以上とすること。 

②用紙はＡ４判縦長横書き両面印刷左綴じとし、下部中央にページ番号を振ること。

ただし、資料のレイアウト等の制約により必要がある場合は、Ａ３判を使用しても

よいものとするが、その際は折込むこと。 

③印刷はカラーを可とする。 

④専門知識を有しないものへ配慮し、可能な限り専門用語あるいは略語等は使用

せず、やむを得ず使用する場合は説明書きを付すること。 

⑤電子媒体には紙媒体で提出する文書すべてを 1 部ずつ含め、形式は PDF 形式

又はMicrosoft Office形式とすること。 

⑥提出部数が※のものは「正本」1 部と「副本」10 部を作成し、各提出書類をファイ

ル等にまとめて綴ること。 

⑦提出書類の副本（企画提案書及びその他の書類）10 部は、書面審査に利用する

ため、提案者情報（会社名、社印、担当者名、担当者経歴等）を分からないように

黒塗りのうえ、提出すること。 

⑧企画提案書の作成ページ数は、表紙、目次等を除き、３０ページ以内とすること。 

 

【提出書類作成上の留意事項（会社概要書）】 

会社概要書は、沿革、代表者の履歴、会社の概要等を記載し作成すること。 

 

【提出書類作成上の留意事項（業務実績調書）】 

①実績については、完了した地方公共団体における実績を３件記入してください。 

②上記の業務を契約したことを確認することができる書類（契約書の写し等）を添 

付してください。 
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【提出書類作成上の留意事項（納税に関する証明書）】 

①発行から 3か月以内のもの。 

②法人税並びに消費税の完納を証明する書類又はその写し 

 

【提出書類作成上の留意事項（提案見積書）】 

       ①提案見積書は、本市の競争入札参加資格者登録に使用した印鑑を押印すること。 

       ②提案見積書は総額（税込）を記載すること。 

③提案見積書は、品名、型名、単価、数量、金額等が明記されており、「初期導入・構 

築業務に係る見積額」、「運用・保守・利用費等」の各見積積算根拠を記載すること。 

       ④提案見積書を提出する際は、封筒に入れ封緘（封の糊付け）すること。 

 

【提出書類作成上の留意事項（表紙）】 

表紙は、以下の要領に基づき作成すること。 

①表題は、「松阪市地域資源管理システム構築に係る企画提案書」とすること。 

②事業者名、代表者名を記載すること。 

③提出年月日を記載すること。 

 

【提出書類作成上の留意事項（企画提案書）】 

①企画提案書は「企画提案書等記載事項」に沿って、提案内容を分かりやすく具体

的に記述すること。なお、企画提案書を記述する際は、どの項目に対する記述であ

るかを明らかにすること。その他仕様書に従って積極的な提案を行うこと。 

②市の提示した「実施要領や仕様書の記載のとおり」といった記述をしないこと。 

③契約締結の際には、本プロポーザルの仕様書に加えて企画提案書、松阪市地域

資源管理システム機能要件調査票（様式第 5 号）を添付するため、実現不可能なも

のではなく確実に実現できる範囲で記載すること。企画提案書等に記載された内

容は、すべて提案者が実現を約束したものとみなす。 

④仕様書に示すもの以外に、本要領の趣旨を達成するために有効な方法がある場

合は、積極的な提案を行うこと。 

 

【提出書類作成上の留意事項（業務計画予定表）】 

     システム構築期間、実証実験等業務計画予定を詳細に作成すること。 

 

【提出書類作成上の留意事項（研修管理計画書）】 

        導入に向けての説明会・研修会等の研修計画が分かるように記載すること。 

       なお、導入に向けての研修場所は、松阪市役所を予定している。 
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  【提出書類作成上の留意事項（松阪市地域資源管理システム機能要件調査票）】 

松阪市地域資源管理システム機能要件調査票（様式第5号）は、以下の要領に基づ

き作成すること。 

作成物 松阪市地域資源管理システム機能要件調査票（様式第 5号） 

作成方法 

①表中右上部に事業者名、代表者名、担当者名を記載すること。 

②「対応状況」欄に以下のいずれか該当する記号を記入すること。 

〇 標準機能で対応 

△ 代替案で対応可能 

▲ 機能追加、カスタマイズ等により対応可能 

× 対応不可 

③注釈事項があれば「備考」欄に記載すること。 

 

  【提案が失格となる場合】 

       次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

       ①提案見積書の金額、氏名、印影、若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい提

案。 

       ②提案見積書に関して、桁まちがい等、提案者から誤記と意思表示がなされた場

合。 

       ③提案見積書用封筒に封緘（封の糊付け）のないもの。 

 

6. 契約保証金 

        契約予定者は、松阪市契約規則第 31条の規定に基づき、契約締結時に契約保証

金を納めなければならない。契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上と

する。 

 

7. 受託候補者の選定の方法 

 企画提案書及び提案見積書等提出期限後、松阪市地域資源管理システム構築・運

用委託業務公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）において以下

のとおり審査を行う。なお、本プロポーザルの参加希望者が 1 社であっても同様と

する。 

 

  （1）  評価内容 

仕様書で指定する業務を果たすことができる事業者であることが必須条件であ

り、仕様書に沿った機能・提案であるかを評価する。 
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  （2）  評価方法 

 評価は、委員会により「松阪市地域資源管理システム構築・運用業務委託公募型

プロポーザル選定基準」に基づき評価を行い、「提案評価点」、「機能評価点」及び

「価格評価点」の合計点（以下「総合評価点」という。）が最も高い事業者を最優秀提

案者として契約候補者とする。 

①提案評価点 

  企画提案書、業務計画予定表、研修管理計画書、プレゼンテーション及び質疑応

答により評価を行うものとし、得点は委員会委員の平均点を算出したうえで小数

点第 2位以下切り捨てとする。なお、評価点 400点のうち得点が 240点に満た

ない場合は、提案内容が不十分として失格とする。 

 

②機能評価点 

  松阪市地域資源管理システム機能要件調査票（様式第5号）で示した内容につい

て、パッケージの標準仕様等で対応可能なのか、カスタマイズ等で対応可能なのか、

代替運用で対応となるのかを、提案者に回答していただく。 

それぞれの回答内容を数値化し、得点を算出する。なお、評価点 400 点のうち得 

点が 240点に満たない場合は、提案内容が不十分として失格とする。 

対応不可能な項目がある場合には、仕様を満たさないものとして失格とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇（標準） △（代替） ▲（カスタマイズ） ×（対応不可） 

8点 3点 2点 失格 

 

得点 ＝ 「松阪市地域資源管理システム機能要件調査票（様式第 5号）」の評価項目

の点数の合計 

 

③価格評価点 

  提案見積書の価格を評価点 200 点で評価する。なお、提案見積書において提

案があった金額が上限額を超えた場合は、失格とする。 

 

 

 

項目 評価基準 配分点 

松阪市地域資源管

理システム機能要件

調査票（様式第 5

号） 

下表のとおり 4００点 
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  （3）  総合評価点が同点となった場合の取扱い 

       以下の順で点数が高い者を契約候補者とする。 

       ①提案評価点及び機能評価点の合計が高い者 

       ②機能評価点が高い者 

       ③以上においても同点の場合は、くじにより契約候補者を決定する。 

 

  （4）  評価項目 

       ①提案評価 

評価方法 項目 係数 配点 

提案評価 

（400点） 

基本方針 1.1 基本方針 10 50点 

業務システム 

2.1 画面の視認性、検索方法 8 40点 

2.2 データの入出力 8 40点 

2.3 グループ機能 8 40点 

2.4 資源情報の管理 10 50点 

2.5 お知らせ、バナー機能 8 40点 

2.6 非機能要件 6 30点 

2.7 改善提案 6 30点 

スケジュール 3.1 業務スケジュール 8 40点 

保守・サポート 4.1 保守・サポート 8 40点 

②機能評価   

評価方法 項目 評価基準 配点 

機能評価 

（400点） 

松阪市地域資源管理システム機能要件調

査票（様式第 5号）の評価項目 

（50項目） 

〇（標準） 8点 

△（代替） 3点 

▲（カスタマイズ） 2点 

×（対応不可） 失格 

③価格評価 

評価方法 評価基準 

価格評価 

（200点） 
200 × （ 1 － （ 見積額 ÷ 提案上限額 ）） 

ただし、次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

ア． 評価に関する不当な要求等を申し入れた場合 

イ． 提出書類等に虚偽又は不正があった場合 

ウ． 提出書類等の提出期限を経過してから提出書類が提出された場合 

エ． 複数の申請を行い、又は複数の企画提案書を提出した場合 

オ． 提出書類等の提出後に企画提案書の内容を変更した場合 

カ． 提案上限額を上回る提案見積額であった場合 

キ． その他不正行為があった場合 
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  （5）  プレゼンテーション及び質疑応答 

       ①日時 

         令和 4年 8月上旬（予定） 

         ※開催日時及び会場については、後日通知する。 

 

       ②プレゼンテーション方法 

     企画提案書等に基づいた機能・提案内容について、パワーポイント等によるプレ

ゼンテーション及び質疑応答により審査を実施する。選考時間は 1 社あたり 60

分とし、プレゼンテーションを 40 分程度、質疑応答を 20 分程度とする。スクリ

ーン及びプロジェクターは本市において用意するが、使用する場合は、事前に申

し出ること。パソコン等その他必要な物は各自が用意すること。 

     ※新型コロナウイルス感染症対策のため、松阪市庁舎内でのプレゼンテーション

が実施できない場合は、web会議等により実施します。 

 

       ③参加人数 

プレゼンテーションの参加者は最大 3名までとする。 

 

（6） 評価結果の通知 

        評価の結果は、すべての参加資格者に対して書面で通知する。なお、評価の公正

及び透明性を確保するため、本市のホームページ上で評価結果を公表する。 


