
 
 
 
 
 
 
 

中部広域市町村圏事務組合ウェブサイト制作及び 

管理運営業務委託業務プロポーザル実施要領 

（公募） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 ５月 6 日 

中部広域市町村圏事務組合 
 



１ 委託業務名 
  中部広域市町村圏事務組合ウェブサイト制作及び管理運営業務委託（以下、「事業」と 

いう。） 

 
２ 業務委託の趣旨及びプロポーザル（公募）実施について 

本事業は、広域行政の重要性が増す中、当組合におけるウェブサイトを再構築し、事業

内容をはじめ、広域行政の必要性や現況を広報する。 

また、閲覧者にとって、情報の探しやすいウェブサイトを構築して利便性の向上を図る

ことを目的とする。 

このことをふまえ、目的に合致した企画提案を広く求め、参加業者の提案内容及び能

力・適性等を総合的に判断し、本業務に最も適した委託業者を選定するためにプロポーザ

ル（公募）を実施する。 
 
３ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、沖縄県中部広域（沖縄市、

うるま市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村）に本店、

支店、営業所を有する者で、次に掲げる事項を全て満たす者でなければならない。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号））第167条の11第1項において準用する

第167条の4第1項又は第2項に規定する者でないこと。 

(2) 法人税、市町村税、県民税、消費税及び地方消費税について、未納のない者 

(3) 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第

条第1項第2号に規定する暴力団をいう。）若しくはその構成員（暴力団の構成団体の

構成員を含む。）及び暴力団若しくはその構成員でなくなった日から５年を経過しない

者並びにこれらの統制下にある者でないこと。 

(4)  過去１年以内に同種・類似業務実績を有すること。ここでいう同種・類似業務とは、ウ

ェブサイト制作及び管理運営業務する業務をいう。 

(5) 別紙１の概要仕様書に定める内容を実施することが可能であり、且つ円滑な業務を

遂行することができる者 

 
４  提案上限額 

  704,000円（消費税及び地方税相当額を含む。） 

  （内訳） 

  制    作：506,000円 

  運営管理：198,000円 

 ※１  予算の上限額であり、必ずしも契約金額と同額ではない。 

     プロポーザル選定結果に基づき、事務局は選定事業者と協議し、企画提案内容を 

反映した仕様書を調整のうえ、予算額を上限として契約を締結するものとする 

 ※２  運営管理の金額は令和４年10月～令和５年３月までの６か月分の金額である。 

 

５ 参加表明書及び企画提案書の作成及び提出方法等 



 (1) 参加表明書 

  ア 提出書類 
提出書類 様式等 提出部数 

参加表明書 様式―１ １部 
滞納のない証明書 法人の場合：「市町村税」「県民税」「法人税」

「消費税および地方消費税」 
個人の場合：「市町村税」「所得税」「消費税お

よび地方消費税」 
※発行日から３カ月以内のもの 

各１部 

イ 提出方法 

(ｱ) 提出期間 

令和４年５月６日（金）午後 1時 00分から 

令和４年５月 20日（金）午後 5時 00分まで 

＊持参による場合の受付時間は、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（以下「休日」という。）を除く午

前 9時 00分から午後 5時 00分までとする。 

(ｲ) 提出先 

本要領 17に掲げる担当課 

(ｳ) 提出方法 

持参又は送付（いずれの方法でも提出期間内必着とする。） 

 （２） 企画提案書 

   ア 提出書類 

提出書類 様式等 提出部数 
 
 
 

企画提案書 

様式－２（企画提案書表紙）  
 
 

１部 

様式－３（会社概要） 
様式－４（業務実績調書） 
様式－５（見積書） 
任意様式（企画提案書） 
任意様式（工程管理書） 
参考資料 企業パンフレット 

 

イ 提出方法 

(ｱ) 提出期間 

令和４年５月６日（金）午後 1時 00分から 

令和４年５月 27日（金）午後 5時 00分まで 

(ｲ) 提出先 

本要領 17に掲げる担当課 

(ｳ) 提出方法 



電子メール（受付期間内必着とする。） 

   (ｴ)  特記事項 

     追加資料等の提出を求めることがある。 

(ｵ) 企画提案書の作成要領 

ａ 提出する書類の規格はＡ４版・横書きとし、文字サイズは 11ポイント以上とす

る。ＰＤＦ形式にて提出すること。 

ｂ  企画提案書は、仕様書の「４ 業務内容」を踏まえ、貴社の過去の実績と本事

業にどのような支援ができるかについて、アピールしたいポイントや提案趣旨を

明確に示し、10枚以内にまとめること。 

 

８ 質問について 

  本プロポーザルに関する質問は、参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に必要な事

項並びに業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問は受け付けない。 

(1) 質問する際は、質問書（様式６）を提出すること。 

(2) 受付期間  

令和４年５月６日（金）午後 1時 00分から 

令和４年５月 18日（水）午後 1時 00分まで 

(3)  提出方法 

   ファクス又は電子メール（いずれの方法でも受付期間内必着とする。） 

(4)  提出先 

本要領 17に掲げる担当課 

(5)  回答方法 受付した質問に対する回答は参加業者全てにメールにて行う。 

 

９ 企画提案プレゼンテーションについて 

(1)  日 時：令和４年６月２日（木）午後１時～４時 

※変更があった場合及び各社ごとの時間等については、別途通知するものとする。 

(2)  場 所：中部広域市町村会館２階 第２会議室 

(3) 実施方法 

  ア 1者ずつのプレゼンテーションとし、１者の持ち時間は、説明 15分、質疑 10 分

の計 25分以内とする。 

  イ 追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書等と同一の図案や写真を用

いた説明用パネル等の使用は可能とする。ただし、事務局から提出を求められた資

料等については、この限りでない。 

  ウ プレゼンテーションの説明者は主任担当者とする。なお、担当者は１名まで同席

することができる。 

  エ 欠席をした者は、委託候補者から除外する。 

 

(4) 結果の通知 

  審査結果は文書により通知するものとする。 

 



10 審査方法 

(1) 審査は、非公開とする。 

(2) 中部広域市町村圏事務組合職員で構成する委託業者選定委員会を設置し、各委員が 

各提案内容を評価項目に沿って評価し、その評価した点数に基づいて協議後、委託業

者を決定する。 

 (3)  評価対象 

   評価対象は、次表に掲げるとおりとする。 

評価項目 基 準 配点 

企業能力 業務実績 地方公共団体（特に類似規模以上）の導入実績は

あるか 

10 

業務実施体制 業務を実施する人員配置や実施体制は適切か、公

的認証の有無等 

5 

担当者能力 業務実績等 業務に必要な知識やノウハウ、実務経験はあるか 5 

業務の 

実施方針 

業務の理解度 業務の趣旨、現状と課題は理解できているか 20 

スケジュール

管理 

業務を実施するスケジュールは適切か 10 

提案内容 業務の理解度 業務の趣旨・目的、内容を理解して説明できてい

るか 

10 

仕様書に対す

る企画提案の

内容 

仕様書に基づく企画提案がされているか 20 

企画提案の独

創性 

閲覧者にとって、利用しやすい（分かりやすい）

ウェブサイトを実現する機能（工夫）があるか 

20 

サイト構成案は、閲覧者が必要な情報を見つけや

すい構成か 

20 

提案能力 企画の意図等を分かりやすく説明できているか 10 

質問回答 質問に対する回答が、明快・迅速・的確であるか 10 

見積金額 10点×（提案者中最低見積価格／当該提案者の見積価格） 10 

合計点数 150 

 

11 業務委託契約に関する事項 

 (1) 見積書を徴する相手先としての特定 

   委託候補者を本業務委託契約に係る随意契約の見積書を徴する相手先として特定す

るとともに、業務の詳細内容の協議を実施するものとする。 

ただし、下記のいずれかに該当し、見積書を徴することができない場合及び業務委託

契約が締結できない場合には、次点者を、見積書を徴する相手先として再特定するもの

とする。 

ア  委託候補者が、地方自治法施行令第 167 条の 4 に規定する者に該当することとなっ

たとき。 



イ  委託候補者が、中部広域市町村圏事務組合から業務委託に係る指名停止を受けるこ

ととなったとき。 

ウ  委託候補者が、特定後に本要領 13に掲げる失格条項に該当して失格となったとき。 

エ  委託候補者からの見積書を徴した結果、契約締結ができないとき。 

オ  委託候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

 

(2)   業務委託契約手続 

ア  本業務委託の仕様については、別紙の概要仕様書に定めるほか、企画提案書に記載

された内容を尊重し、発注者、受注者再度協議の上、委託契約を締結するものとする。 

イ  本業務委託の仕様書の調整にあたり、委託候補者に対し業務の具体的な実施手法の

提案等を依頼することがある。 

ウ 契約締結する際には、履歴事項全部証明書等（法人の場合：登記簿謄本、商号登記

している個人の場合：商号登記簿謄本、商号登記していない個人の場合：定款その他

規約）を提出するものとする。 
エ  企画提案書に記載した主任担当者は、特別の理由により発注者がやむを得ないと認

める場合を除き、原則として変更できないものとする。 

 

12 委託料支払い 

 (1)  契約代金の支払いについては、ウェブサイト制作業務成果品納品及び管理運営業務期

間終了によるそれぞれの精算払いとする。 

 (2) 受託者が必要と認めた場合は、ウェブサイト制作業務のみ概算払いができるものとす

る。なお、概算払いを可能とする範囲は、ウェブサイト制作費用の２分の１以内とする。 

 

13 提案者の失格 

  提案者が下記のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び企画提

案書を無効とし、提案者は本プロポーザルへの参加資格を失う。 

(1)  提出期日を過ぎて企画提案書が提出された場合。 

(2)  提出書類に虚偽の記載があった場合。 

(3)  会社更生法の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至っ

た場合。 

(4)  審査の公平性を害する行為があった場合。 

(5)  前各項に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等事務局が失

格であると認めた場合。 

 

14 企画提案に要する経費 

 企画提案書等の作成、提出経費や旅費等の必要経費は、その一切を参加者の負担とする。 

 

 

15 その他留意事項 

 (1) 提出された参加表明書及び企画提案書は、提出期限までは自由に改変ができるものと



する。ただし、改変しようとする場合には、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改

変された書類を提出すること。  

(2)  提出期限を過ぎた後の提案等の修正または変更は一切認めない。 

(3)  提出された書類は返却しない。 

(4)  企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成するこ

とがある。 

(5)  主任担当者の所有資格、業務実績等の確認のため、追加資料の提出を求めることが

ある。 

 

16 本プロポーザル実施スケジュール 

実施内容 実施期間 

参加表明書受付期間 令和４年５月６日（金）～５月 20日（金） 

質問受付 令和４年５月６日（金）～５月 18日（水） 

企画提案書受付期間 令和４年５月６日（金）～５月 27日（金） 

プレゼンテーション 令和４年６月２日（木） 

審査結果の通知 令和４年６月上旬 

契約締結 令和４年６月中旬 

 

17 担当課 

  中部広域市町村圏事務組合 総務課 広域事業係 担当：本坊 

  〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦２丁目９－３５ 中部市町村会館２階 

  電話番号 098-929-1685 

  FAX番号 098-934-7470 

    Eメール info@chubukouiki-okinawa.jp 


