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統合型ＧＩＳ更新委託業務 プロポーザル実施要領

１．業務概要

(1) 件名

統合型ＧＩＳ更新委託業務

(2) 目的

前回更新（平成２４年３月）から６年以上が経過し、サーバーやクライアントパソコンと

いった機器の更新が必要となっている。また、現行の業務やニーズに対応した機能の見直し

を行い GIS データの共有・活用を進め、併せてシステムを総合行政ネットワーク（LGWAN）

を利用したASP方式で更新することによりシステムの安定的な長期運用の実現および運用経

費の削減やシステム管理業務に係る負担軽減を図り、さらなる業務の効率化を目指すためＧ

ＩＳの更新を行うものである。

このため当プロポーザルでは、統合型ＧＩＳの更新にかかる事業者の選定にあたり、専門

的な知識と豊富な経験を有し、かつ最も優れた提案を行う事業者を選定することを目的とす

る。

事業者の選定にあたっては、公募により広く事業者からの応募を求め、そのうえで提出の

あった提案書等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式で事業者を選定するものとす

る。

(3) 業務内容

別紙１「統合型ＧＩＳ更新委託業務 基本仕様書」のとおり

(4) 業務期間

本稼働までの期間：契約締結日から平成３１年２月２８日まで

利用期間 ：２０１９年３月１日から２０２４年２月２９日まで

(5) 提案限度額

本業務に係る費用は、総額で２０,０００,０００円（消費税および地方消費税を含む）を

上限額とする。この金額は、導入費用５,６００,０００円（上限額、データ移行・初期構

築等に係る費用、消費税および地方消費税を含む）および 5年間の運用費用１４,４００,

０００円（上限額、保守・運用費用、1ヶ月２４０,０００円、消費税および地方消費税を

含む）の総額とする。最終契約価格は、候補者選定後、候補者と業務の詳細を協議した後

に決定し、契約を締結することとする。

２．基本要件

以下の基本要件を高いレベルで満たすシステムが望ましい。仕様書に要求すること以外であっ

ても基本要件を満たす上で必要と考えられることであれば自由に提案していただきたい。

（1）システムの安定稼働

システムが安定的に稼働し、次回機器更新となる 5年以上はその状態を保つこと。

（2）コストの低減
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安定稼働することは必須だが、その上で導入費用、保守・運用費用についてもコストダウ

ンに対する工夫があること。

（3）法改正への対応

将来的な法改正へ対応できること。その他の項目についてもできる限り保守の範囲内での

対応が望ましい。

（4）将来的な拡張性

課の統廃合、人員配置の変更、機器構成の変更といった使用環境の変化、将来的な機能拡

張等に対応可能な拡張性を持つことが望ましい。

（5）高い汎用性

統計・分析等へのデータ利用といった、原課職員の要望に応えうる汎用性の高い機能を持

つことが望ましい。

（6）セキュリティの確保

個人情報を取り扱うことから、よりセキュアな環境であることが望ましい。

３．プロポーザルの参加資格要件

本業務に係るプロポーザルに応募する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていることを条

件とする。

(1) 国または地方公共団体の発注によるLGWAN-ASP 方式での統合型ＧＩＳ構築の実績があるこ

と。

(2) 平成 29・30 年度九度山町競争入札参加資格有資格者名簿に登録されている者であること。

(3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項の規定に該当しないこと。

(4) 公表日以後に、各都道府県、全国市町村で指名停止を受けている期間がないこと。

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続を開始する申し立ておよ

び民事再生法（平成 11 年法律第 225 条）の規定に基づく再生手続を開始する申し立てを

していない者、または申し立てがなされていない者であること。

(6) ISO9001、ISO27001 およびプライバシーマークの資格を有している、または契約時点まで

に取得済みであること。

４．スケジュール

受注者選定までの事務手順は以下のとおりとする。

・質問書の受付締切 平成 30 年 8 月 20 日（月）

・質問書に対する回答 平成 30 年 8 月 31 日（金）

・参加表明書の受付締切 平成 30 年 8 月 20 日（月）

・提案書等の提出締切 平成 30 年 9 月 7日（金）

・第 1次審査（参加資格審査）結果通知 平成 30 年 9 月 19 日（水）

・プレゼンテ―ション・デモンストレーション審査（第 2次審査）

平成 30 年 10 月 10 日（水）予定

・第 2次審査による結果の通知 平成 30 年 10 月下旬ごろを予定
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・契約締結 平成 30 年 11 月上旬ごろを予定

５．提出書類

ア 参加表明書等

プロポーザルに参加を希望するものは、参加表明書等に必要事項を記載の上、次のとおり提

出すること。

(1) 提出方法

提出期限までに持参ないし郵送等により提出するものとする。尚、郵送等の場合は、一般

書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法により提出しなければならない。

(2) 提出期限

平成 30年 8 月 20 日（月）午後 5時まで

(3) 提出先

〒648-0198

和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

九度山町役場建設課地籍調査係

(4) 提出物および部数

・参加表明書（別紙様式 1） 1部

・会社概要書（別紙様式 2） 1部

・参加条件確認書（別紙様式 3）1部

・参加資格要件確認資料 1部

・会社案内のパンフレット等 1部

イ 提案書等

アの参加表明書を提出した者は、提案書等を作成の上、次のとおり提出すること。

(1) 提出方法

提出期限までに持参ないし郵送等により提出するものとする。尚、郵送等の場合は、一般

書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法により提出しなければならない。

(2) 提出期限

平成 30年 9 月 7 日（金）午後 5時まで

(3) 提出先

〒648-0198

和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

九度山町役場建設課地籍調査係

(4) 提出物および部数

・提案書の提出について（別紙様式 6） 1部

・提案書 8部

・見積書（原本 1部、写し 7部［白黒可］） 8部

・実施体制図 8部

※提案書等の内容および作成要領については「別紙 1 統合型 GIS 更新委託業務基本仕様
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書」を参照のこと。

６．質疑・回答

(1) 質疑の提出方法

「別紙様式 7 統合型ＧＩＳ更新委託業務に関する質疑書」により、電子メールにて行う。

(2) 提出期限

平成 30年 8 月 20 日（月）午後 5時まで

(3) 提出先

九度山町役場総務課電算係

Mail：c-fujisawa@town.kudoyama.lg.jp

(4) 回答方法

原則ホームページに掲載するものとする。質問が無かった場合には掲載しない。

尚、質問の回答の内容は、実施要領および「別紙 1 統合型ＧＩＳ更新委託業務 基本仕

様書」、「別紙 2 機能確認書」の追加または修正とみなす。

(5) 回答期日

平成 30年 8 月 31 日（金）午後 5時まで

※来庁の上、データを確認する場合は事前連絡し、日程を調整すること。

連絡先

九度山町役場総務課電算係

TEL :0736-54-2019

Mail：c-fujisawa@town.kudoyama.lg.jp

７．審査スケジュール等

統合型ＧＩＳ更新委託業務プロポーザル審査委員会設置要領により審査、受託候補者を選定す

る。また、参加者が１者であっても審査を実施する。

ア 第 1次審査

(1）参加表明者に対しては、参加資格要件を審査する。

参加表明者が 3者を超えた場合は、参加資格を有するものから提出された「提案書等」を

評価し、その結果により 3者を選出する。

なお、参加表明者が 3者を超えない場合は、参加資格を有する者全てを選出する。

(2）第 1次審査結果について、参加資格審査結果通知書（別紙様式 4・5）により、平成 30 年 9

月 19 日（水）に発送する。

第 1次審査合格者については、第 2次審査実施日を合わせて通知する。

(3）審査結果

審査内容は公表しない。また、審査結果に対する理由説明の照会等は受け付けない。

審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。

イ 第 2次審査
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(1) 実施日・場所

[プレゼンテーション]

平成 30 年 10 月 10 日（水） 九度山町ふるさとセンター 4階会議室 ※予定

※実施時間については、別途連絡する。

(2) 出席者

説明者を含むプレゼンテーションの参加者には、当該事業の統括責任者を含むこと。

(3) 時間

1事業者あたり 90 分を予定しており、内訳は以下のとおりとする。ただし、参加事業者数

によっては時間を変更することもある。

また、システムデモによる実演を行う場合、プレゼンテーションの時間に含むものとする。

・プレゼンテーション ７０分

・質疑応答 ２０分

(4) その他

・プレゼンテーションの内容は提出した提案書の内容とする。

・プロジェクター、スクリーンは九度山町で用意するが、その他必要なパソコン等につい

ては提案者で用意すること。

(5) 審査方法

提案書、見積内訳書の内容を審査基準に従って審査、受託候補者を選定する。

(6) 審査基準

以下の視点から提案内容を審査する。

1)事業者の実績・体制について

他の事業実績から本業務の推進にあたって十分な技術力を持つと評価できるか、本業

務の推進体制、本業務に対する熱意、意欲等を評価する。

2)提案内容について

本業務の内容を的確に把握し、九度山町の要求するシステムを構築するにあたって適

切なシステムか、業務要件を満たしているか、運用体制や保守体制まで考慮されている

か、要求になくとも九度山町にとって有用と評価されうる提案があるか等を評価する。

3)価格について

導入費用について、必要な機能を満たした上でいかに低減する努力をしているか。ま

た、運用費用についても価格低減の努力をしているかを評価する。

(7）審査結果

審査内容は公表しない。また、審査結果に対する理由説明の照会等は受け付けない。

審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。

（8）審査結果の通知

審査結果の通知は審査結果通知書（別紙様式 8、別紙様式 9）により各事業者に通知する

ものとする。
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８．その他

(1) 次の事項に該当した場合は失格とする。

1)提出書類の提出期限を過ぎた場合

2)提出書類に虚偽の記載をした場合

(2) 参加表明後、契約締結までの手続き期間中に指名停止となった場合には、以後本件に関す

る手続きの参加資格を失うものとする。

(3) 参加表明後に辞退する場合、速やかに連絡するとともに書面による申し出をすること。

(4) 書類提出後の追加および修正は一切認めない。また、提出された書類は返却しない。

(5) 提出書類の作成にかかる費用については、提案者の負担とする。

(6) 提案書に記載した配置予定の責任者は、病気、死亡、退職等特別な理由を除き、変更する

ことはできない。

(7) 提案書等は、本業務受注者の選定以外に無断で使用しないものとする。ただし、「九度山

町情報公開条例」等の規定に基づき公開することがある。


