鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託プロポーザル実施要領

１

業務概要
(１) 業務名
鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託
(２) 業務内容
別紙「鯖江市水道施設情報システム再構築業務仕様書」のとおりとする。
(３) 委託期間
契約締結日から令和３年３月１６日までとする。
(４) 委託料上限額
４５，０００，０００円（導入費用、消費税等を含む）

２

参加資格要件
本プロポーザルに参加できる者は、以下の要件を全て満たすものとする。
(１) 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
する者でないこと。
(２) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始、民事再生法（平
成１１年法 律第２２５号）に基づく再生手続開始または破産法（平成１６年法律
第７５号）に基づく破産手 続開始の申立てがなされている者でないこと。
(３) 国税および地方税を滞納していないこと。
(４) 鯖江市競争入札参加資格を有していること。
(５) 鯖江市において、公告日から契約締結日までの間指名停止を受けていないこと。
(６) 法人およびその役員が、鯖江市暴力団排除条例（平成２３年鯖江市条例第１０号）
に規定する 暴力団、暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(７) 仕様書に定める内容を遂行できること。

３

スケジュール
公募から委託事業者選定までのスケジュールは以下のとおり

４

(１) 実施の公告（実施要領公表）

令和２年５月１１日（月）

(２) 質問受付期限

令和２年５月２２日（金）午後５時まで（必着）

(３) 質問回答期限

令和２年５月２７日（水）

(４) 参加申込書提出期限

令和２年５月２９日（金）午後５時まで（必着）

(５) 提案書の提出期限

令和２年６月１２日（金）午後５時まで（必着）

(６) 審査会開催

令和２年６月下旬

(７) 選定結果の通知・契約締結

令和２年７月上旬

問合せ先および各種書類の提出先
〒９１６-８６６６

福井県鯖江市西山町１３番１号
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鯖江市役所都市整備部上下水道課 担当者：髙畑

５

電話（代表）

0778-53-2236

ＦＡＸ

0778-51-8160

Ｅメール

SC-Jogesui@city.sabae.lg.jp

実施要領等の配布期間、配布場所等
(１) 配布期間
令和２年５月１１日（月）午後１時から令和２年５月２９日（金）午後５時まで。
(２) 配布方法
希望者に直接交付、または、鯖江市公式ホームページからダウンロードし、取得す
ることもできる。（いずれの場合も、問い合わせ先まで事前連絡を行うこと。）
※郵送、ＦＡＸ、電子メール等による配布は行わない。
(３) 配布資料
(ア) 鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託プロポーザル実施要領
(イ) 鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託仕様書
(ウ) 鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託企画提案書作成要領
(エ) 機能確認表（別紙１）
(オ) 各種様式

６

質問の受付および回答
質問方法は、質問票（様式第４号）を提出した場合に受け付けることとし、電話また
は口頭による場合は、審査内容に関係しない軽易なものを除き、受け付けない。
(１) 質問期間
令和２年５月１１日（月）午後１時から令和２年５月２２日（金）午後５時まで。
(２) 提出方法
次のいずれかの方法にて提出すること。
持参、郵送、電子メール
(３) 提出先
「４

問合せ先および各種書類の提出先」に記載のとおり

(４) 質問に対する回答
全ての質問の一覧表を作成し、令和２年５月２７日（水）午後５時までに鯖江市公
式ホームページに掲載する。なお、質問への回答は、本実施要領および仕様書の追
加または修正とみなす。

７

プロポーザルへ参加手続等
本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（様式第１号）等を作成し、以
下のとおり提出することとし、当該プロポーザル参加資格の審査を受けなければならな
い。
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(１) 提出期限
令和２年５月２９日（金）午後５時まで（必着）
内容に不備があるものおよび提出期限に遅れたものは受理しない。
(２) 提出方法
持参のみとし、書面での提出とする。ＦＡＸ、電子メール等による提出は、認めな
い。なお、提出期限経過後の書類の差し替えおよび再提出は、認めない。
(３) 提出先
「４

問合せ先および各種書類の提出先」に記載のとおり

(４) 提出書類
(ア) 参加表明書（様式第１号）
(イ) 宣誓書（様式第２号）
(ウ) 会社概要書（様式第３号）
(エ) 登記事項証明書または登記謄本（発行後３か月以内のもの）
(オ) 定款（写し）
(カ) 納税証明書（国税および地方税に滞納がないことの証明書）
(５) 参加を辞退する場合
参加表明書提出日以降に参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出しなけ
ればならない。
８

参加資格要件の確認
参加表明書を提出した者の参加資格要件について確認し、参加資格の有無について、
プロポーザル参加資格確認結果通知書（様式第１０号）により通知するものとする。
参加資格を有する者に対し、企画提案書提出依頼通知書（様式第１１号）により企画
提案書の提出を依頼するものとする。

９

企画提案書等の提出
参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は、次により企画提案書等を提出
すること。
(１) 提出期限
令和２年６月１２日（金）午後５時（必着）
(２) 提出方法
持参のみとする
(３) 提出先
「４

問合せ先および各種書類の提出先」に記載のとおり

(４) 提出書類
(ア) 提案書（様式第５号）
(イ) 業務実績書（様式第６号）
過去 10 年間に給水人口 50,000 人以上の事業体において水道施設情報管理シス
テム構築または同様の業務委託に係る実績を記載し、契約書の写しを付して作
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成すること。
(ウ) 実施体制調書（様式第７号）
担当業務を明確にし、記載すること。また管理技術者の資格証の写しを添付
すること。
備考欄には予定技術者の過去 10 年間に従事した給水人口 50,000 人以上の事
業体において水道施設情報管理システムの構築または同様の業務名を記載する
こと。
(エ) 企画提案書（様式任意）
企画提案書には業務仕様書の各項目について自社の考え、ノウハウ等を記載
すること。また、その他独自提案については、事務の効率化、コストの縮減等
に関する提案および事業者が提案するサービスがあれば、具体的にその内容を
記載すること。
なお、下記項目について提案可能な場合は提案書に記載すること。
① 耐震性の評価機能
② 老朽管の評価機能
③ 今後の固定資産管理について
④ 実水圧・流量と管網モデルとの誤差修正、精度検証について
(オ) 業務工程表（様式任意）
(カ) 見積書（様式第８号）
上記、提案内容書等で提案した事項に関する見積書（消費税および地方消費
税相当額を含み、税率は 10％で算出）を作成すること。また、見積書の内訳書
（任意様式）を別途添付すること。
経費の参考として、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間
の保守費用(使用料・更新料含む)およびシステム運用に必要と見込まれる費用
を明記した参考見積書（様式第９号）を提出すること。また、参考見積書の内
訳書（任意様式）を別途添付すること。
なお、提案システムがクラウド方式の場合は、クラウド使用料も経費とみな
し、参考見積に記載すること。
(キ) 機能確認表（別紙１）
本システムの必須機能につき、対応できない機能がある場合は審査の対象と
しない。また、機能確認表に記載されていない仕様・機能については、仕様書
のとおりとする。なお、カスタマイズ等により対応する場合に要する費用は業
務委託の見積に含むものとする。
(ク) その他の資料（任意提出）
(ケ) 提出書類一覧（様式第１４号）
(５) 企画提案書の作成方法
(ア) 提案書（様式第５号）を表紙として、企画提案書（様式任意）Ａ４用紙４０ペ
ージ以内（表紙および目次は含めない）、業務実績書（様式第６号）、実施体
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制調書（様式第７号）、業務工程表（様式任意）、機能確認書表（別紙１）の
順で簡易製本し、正本１部（代表者印押印）、副本７部を提出すること。また、
その他の資料はＡ４用紙２０ページ以内、提出部数は 2 部とする。
また見積書については、正本１部（代表者印押印）、副本７部を企画提案書
に同冊して提出すること。
なお、企画提案書等についてはすべてＰＤＦ化し、電子データ（ＣＤ－Ｒに
保存）として提出すること。
(イ) 目次およびページ番号を付し、インデックス等を活用した見やすい製本とする。
(ウ) 参加表明書を提出した場合であっても、提出期限内に企画提案書等の提出がさ
れない場合は、辞退したものとみなす。
(エ) 提出された企画提案書は返却しない。また、提出以降における企画提案書等の
追加、差替えおよび再提出は認めない。
(オ) 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作
成することがある。
(カ) 企画提案書等の作成、提出等のプロポーザル参加に要する経費等は、全て提案
者の負担とする。
(キ) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護
される第三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかか
る責任は、全て提案者が負うものとする。

１０

審査

(１) 審査方法
提出書類による事前審査と、プレゼンテーションによる審査会審査を行う。
(２) 事前審査
提案書、機能確認表、提出書類(様式６号)、見積価格等について内容審査を実施
する。
(ア) 事前審査実施日
令和２年６月中旬（予定）
(３) 審査会審査
｢鯖江市水道施設情報システム再構築業務委託企画提案書作成要領｣に記載された
提案依頼内容に沿ったプレゼンテーションによる審査を実施する。
提案書を基にプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料の配布など、
事前に提出された提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。また、実機デ
モ用機材は持ち込みとする。
(ア) 審査会審査実施日
令和２年６月下旬（予定）
(イ) 開催場所
鯖江市役所
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(ウ) プレゼンテーションの所要時間
各社 60 分以内（説明 50 分、質疑応答 10 分）を予定すること。
(エ) 審査会への参加要請
提案書の提出者が３者を超える場合には、提出された提案書等の内容を確認
し、事前審査の上位３者を選定したうえで、該当者のみ審査会への参加を要請
する場合がある。
(４) 注意事項
(ア) 開始時間等詳細は、後日通知する。
(イ) プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできな
い。
(ウ) 指定時間に遅れた場合には、審査の対象としない。
(エ) プレゼンテーションの参加者は、１事業者５名以内とする。
(オ) 新型コロナに伴う全国緊急事態宣言を受けて、審査会審査時のプレゼンテーシ
ョンをテレビ会議方式とするので、各自対応できるよう準備すること。

１１

評価基準

●事前審査（300 点満点）
区分

評価対象

評価内容

配点

業務実績

業務実績書

同種業務の実績

10

価格

見積書

見積価格（業務委託費+保守費）

100

機能、作業要領

30

業務改善に向けた提案

130

保守・事前研修

30

企画提案

企画提案書

●審査会審査（300 点満点）
区分

評価対象

評価内容

配点

実施体制調書
実績・体制

実施体制・工程管理

10

提案システムの有効性

10

実機デモによる操作性等

150

業務改善に向けた提案

100

保守・危機管理体制

30

業務工程表

企画提案

企画提案書

（１） 評価基準
提案審査は、「評価基準」に基づき実施する。
（２） 審査結果の通知
評価結果を受けて、委員会にて優先交渉権者および次点交渉権者を決定後、結果
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通知書（様式第１３号）により審査会審査参加者に通知する。

１２

契約の締結

(１) 契約内容および契約金額は、提案書の内容をもとに、優先交渉権者と協議の上、見
積書を徴収し、鯖江市財務規則等の関係法令に基づき委託契約を締結する。
(２) 選考された事業者が「２

参加資格要件」に記載した条件のいずれかを満たされな

くなった場合および事故等の特別な理由により契約が不可能になった場合は、審査
結果が次点の事業者と協議を行う。
(３) 契約書の作成に必要な経費は、全て受託者の負担とする。

１３

特記事項

(１) 情報公開
鯖江市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、対象文書として提案書
類を原則公開することとなる。しかしながら、事業を営む上で、権利、競争上また
は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めるに足りる合理的な情報は、
同条例第７条第２号の規定により非公開とできる場合がある。
(２) 受託候補者は、円滑に受託業務を行うことができるよう、自らの責任において準備
を行い、準備に必要な経費を負担するものとする。

関係様式
様式第１号

公募型プロポーザル参加表明書

様式第２号

宣誓書

様式第３号

会社概要書

様式第４号

質問票

様式第５号

提案書

様式第６号

業務実績書

様式第７号

実施体制調書

様式第８号

見積書

様式第９号

参考見積書

別紙１

機能確認書

様式第１０号 プロポーザル参加資格確認結果通知書
様式第１１号 企画提案書提出依頼通知書
様式第１２号 指名通知書
様式第１３号 結果通知書
様式第１４号 提出書類一覧
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