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弘前市庶務事務システム更新業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 本市の給与支給事務等において、関連する法令等に即した適切かつ効率的な運用を

円滑に行うため、使用する庶務事務システムの更新に当たり、合理的な機能を有する

システムの構築について、提案者の実績、専門性、技術力、企画力、創造性等、多角

的な提案を求める観点から、公募型プロポーザルを実施する。 

本実施要領は、公募型プロポーザルによる受託候補者選定の手続等について必要な

事項を定めたものである。 

 

１ 業務概要 

（１）業務目的 

  本市の庶務事務システムは、平成２３年度より稼働を継続してきたが、現行の庶務

事務システムの機能では、会計年度任用職員制度や働き方改革を踏まえた運用を円滑

に処理することが困難となっていることから、これらの課題を解決し、併せてシステ

ムを利用する職員の事務負担の軽減を図るため、下記①から⑤の目的を実現できる庶

務事務システムを新たに構築する。 

① 会計年度任用職員等の複雑かつ多様な勤務形態への対応 

② 時間外勤務の上限規制を踏まえた時間外勤務時間の適切な管理の実現 

③ 時間外・休日勤務、休暇申請、各種届出（通勤届・住居届・扶養親族届・年

末調整関係申告等）の電子化による申請・届出の物理的制約の解消 

④ 給与明細書、源泉徴収票の電子交付による印刷・圧着・封入作業等の事務負

担の軽減 

⑤ 既存の人事給与システムとの職員・所属情報、扶養関係情報、各種明細（給

与明細書、源泉徴収票）情報の連携、及び既存の財務会計システムとの支出

科目情報の連携による効率化 

（２）業務名          

弘前市庶務事務システム更新業務 

（３）業務内容     

   別紙「弘前市庶務事務システム更新業務に係る調達仕様書」のとおり。 

   ただし、契約時における仕様書については、受託候補者として選定された者

の企画提案内容に応じて仕様の詳細を変更することがある。 

（４）業務期間 

  ① システム構築（本業務） 

  契約締結日の翌日から令和５年３月３１日まで 
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② システム稼働及び保守・運用支援（本業務外） 

  システム構築完了の日から概ね６０か月間 

 （５）業務委託の契約相手方の選定方法 

    本業務の受託候補者は、本業務の目的に即した具体的かつ効果的なシステム

構築を事業者からの提案等によって評価することができる、公募型プロポーザ

ル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により選定する。 

 

２ 業務に要する費用 

（１）提案上限額（事業費限度額） 

７３，５１４，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

 （２）留意点 

① 業務に要する費用には、システム構築（カスタマイズ作業、動作検証作業含

む）経費のほか、データ移行経費、操作研修に係る経費を含むものとする。 

② 提案に当たっては、別途発注予定の「システム稼働及び保守・運用支援」業

務期間に係る経費についても参考見積書（様式９－２）にて提示することと

し、当該経費には運用保守に要する経費をはじめ、クラウド型で導入する場

合のサービス利用料及び回線費用を含むものとする。 

③ 別途発注予定のシステム稼働及び保守・運用支援業務については、オンプレ

ミス型の場合は業務期間中における毎年度の運用保守業務委託契約、クラウ

ド型の場合は、業務期間におけるサービス利用契約を想定している。 

④ 提案上限額（事業費限度額）は契約額を示すものではなく、企画提案内容の

規模を示すためのものである。 

⑤ 消費税及び地方消費税率は１０％として計算する。なお、契約期間中に消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正等が発生した場合は、契約金額

に相当額を加減して支払うこととする。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者（提案者になろうとする者）は、次に掲げる事項を

満たすものとする。 

（１）公示日現在から受託候補者特定の日までに、弘前市建設業者等指名停止要領に

よる指名停止を受けていないこと。 

（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項の規定に

該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）または民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手

続開始の決定を受けている者を除く）または破産法（平成１６年法律第７５号）



- 3 - 

 

に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（４）令和４年度弘前市競争入札参加資格者名簿（物品・役務 業種名「システム開

発」）に登録されていること。 

（５）本業務において要求する調達仕様と同程度の自治体向け庶務事務システムパッ

ケージの開発実績を有していること。 

 

４ 日程 

（１）公示            令和４年５月１７日（火） 

（２）質問受付締切        令和４年５月２７日（金）午後５時まで 

（３）質問回答          令和４年６月 １日（水）【予定】 

（４）参加意思表明書受付締切   令和４年６月１０日（金）午後５時まで 

（５）企画提案書等受付締切    令和４年６月２８日（火）午後５時まで 

（６）第１次審査         令和４年７月 １日（金）【予定】 

（７）第２次審査         令和４年７月１２日（火）【予定】 

（８）第２次審査結果通知     令和４年７月１３日（水）【予定】 

（９）契約締結・業務開始     令和４年７月下旬～   【予定】 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限：令和４年５月２７日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法：別添の質問書（様式２）により、電子メールにて提出すること。 

提出先メールアドレス：jinji@city.hirosaki.lg.jp 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。また、電

話によりメールの受信確認を行うこと。 

    ※質問を行った企業名等は公表しない。 

（３）回答予定日：令和４年６月１日（水） 

（４）回答方法：弘前市ホームページに掲載 

   ※質問に対する回答への問い合わせ及び異議申し立ては、受け付けない。 

 

６ 参加意思表明書等の作成及び提出 

（１）提出書類及び部数 

企画提案への参加を表明する場合は、次の書類を紙媒体で１部ずつ、及び電子デ

ータ（PDF形式）として DVD-R１枚にまとめて格納し提出すること。 

① 参加意思表明書（様式１） 

② 会社概要（様式４） 

③ 類似業務実績調書（様式５） 

④ 担当者調書（様式６） 

⑤ 担当者の経歴及び実績等調書（様式７） 
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 （２）提出期限：令和４年６月１０日（金）午後５時まで（必着） 

 （３）提出先：本実施要領の「１４ 担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

（４）提出方法：郵送により提出すること。 

※郵送にあたっては、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とする

こと。 

（５）参加資格の審査及び審査結果の通知 

提出された参加意思表明書等により参加資格要件等の審査を行う。 

参加資格審査の結果は、企画提案書等の提出を要請する者が決定し次第、電子

メールで直ちに通知した後に、書面の郵送により改めて通知する。 

 なお、参加資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提

案が認められなかった理由の説明を求めることができる。その場合、書面は、本

市が通知を行った日の翌日から起算して２日後（土曜、日曜日及び祝日を除

く。）の午後５時までに、本実施要領の「１４ 担当部署（提出・問合せ先）」

に提出しなければならない。 

請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して２日以内（土曜、

日曜日及び祝日を除く。）に電子メールにより行う。 

 

７ 企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類・必要部数 

① 企画提案書提出届（様式３）  正本１部 

② 企画提案書等 正本１部、副本６部 

ア 企画提案書表紙及び目次（任意様式） 

イ 再委託等調書（様式８） 

ウ 企画提案書（任意様式） 

エ 見積書（様式９－１：システム構築業務に係る経費） 

オ 参考見積書 

（様式９－２：システム稼働及び保守・運用支援業務に係る経費） 

カ 弘前市庶務事務システム機能要件一覧表（様式１０） 

（２）提出における留意事項 

   ① 企画提案書作成における留意事項 

    ア サイズは原則としてＡ４判縦・文字サイズは１０．５ポイント以上と

し、横書き・左綴じ両面印刷で５０ページ以内とすること。必要に応じ

てＡ３判を折り込みすることも可とする。 

（Ａ３判の場合は１ページにつきＡ４判２ページとしてカウントする） 

    イ 提出部数は正本１部・副本６部で、字体・色等を含め同一とすること。 

なお、副本には提案者名や製品名など提出者を特定することができる内

容を記載しないこと。 



- 5 - 

 

    ウ 企画提案書については、表紙及び目次を除き、頁番号を紙面下に付し、

ホチキス等で編綴すること。 

    エ （１）に記載する企画提案書等（正本）一式については、紙媒体のほ

か、電子データ（②カについてはExcel形式、それ以外の書類はPDF形

式）としてDVD-R１枚にまとめて格納し提出すること。 

 ② 企画提案書は仕様書の内容を踏まえながら次の点に留意し作成すること。 

ア システムの稼働環境 

 ・調達に係る現状（人員、機器・部材等リソースの状況等）及び本市の背

景を踏まえ、クラウド（SaaS）型もしくはオンプレミス型のいずれかの

稼動形態により提案すること。 

 ・本市のインターネット接続系ネットワーク上で稼働することを前提とし

たうえで、システムの稼働に必要なネットワーク、サーバ設置環境、ク

ライアントにおける初期設定の内容等の条件について記載すること。 

イ 構築体制 

 ・提案するシステムの構築スケジュール、貴社と本市の役割分担及び作業

内容について記載すること。 

 ・動作検証及びデータ移行、操作研修の実施体制や進め方について記載す

ること。 

 ・システム構築において問題が生じた場合の、連絡体制（連絡手段や本市

からの連絡への対応時間帯等）及び対応方法について記載すること。 

ウ セキュリティ 

 ・セキュリティ（可用性、完全性、機密性）確保のための対策について具

体的に記載すること。 

 ・クラウド型で導入する場合は、仕様書記載のデータセンター要件を満た

していることについて明記すること。 

 ・ログの保存方法や保存期限、及びバックアップ及びリストアの方法につ

いて記載すること。 

エ 汎用性・操作性 

 ・本市の既存システム（人事給与システム、財務会計システム）との連携

に当たっての条件（データ形式等）について記述すること。 

 ・システムの利用者及び管理担当者が頻繁に閲覧・操作することが見込ま

れる画面のハードコピーを掲載すること。 

 ・システムの操作性について、配慮している点その他の特筆すべき事項に

ついて記載すること。 

オ 保守・運用支援体制 

 ・システム運用開始後の障害発生時やシステムの運用に関する問い合わせ

への対応方法、連絡体制について記載すること。 
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 ・パッケージの機能強化や法改正等に伴うシステム改修に係る対応方法や

費用の考え方、有償のシステム改修となる可能性がある場合はその定義

について具体的に記載すること。 

 ・システムの稼動に必要なソフトウェア（OSやミドルウェア含む）のバー

ジョンアップやセキュリティパッチの適用に係る対応方法や費用の考え

方について具体的に記載すること。 

 ・保守・運用支援業務の期間について、本要領で想定している５年を超え

て対応が可能であれば、その内容及び費用を記載すること。 

カ 次期システムへの対応 

 ・次回更新時における新システムへのデータ移行に係る費用や責任分界点

の考え方について記載すること。 

キ その他 

 ・仕様書記載の内容以外で、本市の導入目的の達成のために、提案上限額

の範囲内で、有効な提案事項がある場合は記載すること。 

③ 見積書（様式９－１）及び参考見積書（様式９－２） 

 システム構築業務に係る経費（様式９－１）のほか、システム稼働及び保

守・運用支援業務に係る経費（様式９－２）について作成すること。その

際、消費税及び地方消費税の税率については、10%として積算すること。ま

た、システム構築業務に係る経費には、下記④に示す、弘前市庶務事務シス

テム機能要件一覧表（様式１０）において発生する費用を含めること。 

 なお、システム構築業務に係る経費の見積書の金額が「２ 業務に要する

費用」に記載の金額を超過した場合は失格となることに留意すること。 

④ 弘前市庶務事務システム機能要件一覧表（様式１０） 

対応可否欄について、以下のいずれかを記入すること。また、「◎」以外を

記入した場合に費用が発生する場合はその金額及び内訳を提示すること。 

   ◎：標準機能（仕様）で実現可能 

   ○：システムを活用した運用代替策、またはSE対応により実現可能 

   ●：システムに関連するツール等を利用することにより実現可能 

   △：カスタマイズにより実現可能 

   ×：実現不可能 

 

（３）提出期限等 

① 提出期限：令和４年６月２８日（火）午後５時まで（必着） 

② 提出先：本実施要領の「１４ 担当部署（提出・問合せ先）」と同じ。 

③ 提出方法：郵送により提出すること。 

※郵送にあたっては、受取日時及び配達されたことが証明できる方

法とすること。 
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８ 審査方法 

本プロポーザルの審査は以下の日程及び要領で実施する。 

 

第１次審査：令和４年７月 １日（金）【予定】 

第２次審査：令和４年７月１２日（火）【予定】 

 

 （１）審査委員会の設置 

受託候補者の選定にあたり、本市の関係部局の職員で組織する「弘前市庶務事務

システム更新業務プロポーザル審査委員会（以下、「委員会」という。）」を設置し、

委員会において提案内容の評価を行い、受託候補者を決定する。 

 

（２）第１次審査（書類による審査） 

委員会において、提出された企画提案書等について書面審査を行い、第２次審査

でプレゼンテーションを受ける者を５者程度選定する。 

 

（３）第２次審査（プレゼンテーションによる審査） 

 提案書等の内容についてプレゼンテーションを実施し、参加者の中から受託候補

者及び次点候補者を各１者特定する。なお、審査は非公開とする。 

 プレゼンテーションによる審査においては、以下の点に注意すること。 

① プレゼンテーションは本業務の主任担当者となる予定の者が説明者となり、

参加者数の上限は、説明者、質疑応答者、説明用パソコン機器操作者を含め

５名までとする。 

② プレゼンテーションは、準備５分・プレゼンテーション２５分・質疑応答 

１５分の配分とする。説明にあたっては、会社名や製品名など、提案者を特

定することができる内容は伏せること。 

③ プレゼンテーションは本市が用意するプロジェクター及びスクリーンを使用

した発表とし、使用する資料は提出した企画提案書等に記載された内容に限

るものとする。また、当日の追加資料の配布や企画提案書等にない新たな内

容の説明は認めない。 

④ プレゼンテーションの中で、企画提案書、機能要件一覧の回答内容に即した

システムの製品デモンストレーションを行うことを認める。その際は、提案

者名や製品名などにより提案者が特定されることがないようにすること。 

⑤ プレゼンテーションの実施にあたり、スクリーン、プロジェクター、HDMI・

RGBケーブル、及び電源は本市が用意する。プロジェクターに接続する説明

用のパソコン機器等は各自で持ち込むこと。 

⑥ プレゼンテーションの実施に関する場所・日時等の詳細については、第２次

審査の参加者を選定後、各参加者に別途通知する。 
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⑦ 提案者が１者の場合も、プレゼンテーションを実施する。その場合、評価の

結果、基準点を満たす場合のみ、当該提案者を受託候補者とする。 

⑧ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、プレゼンテーションは、

実地ではなくリモート（Zoom等）により実施する場合がある。その際、実施

方法の変更等については、事前に通知する。 

 

 （４）審査結果の通知 

第１次審査及び第２次審査の審査結果は書面により各者へ通知する。また、特

定された受託候補者及び次点候補者及び評価点数について、市ホームページ上で公

表する。 

なお、審査の結果、プレゼンテーション参加者として選定されなかった者又はプ

レゼンテーション参加者のうち受託候補者として特定されなかった者は、その理由

について審査結果の通知日の翌日から起算して７日以内（土曜、日曜日及び祝日を

除く）の午前８時３０分から午後５時までの間に、任意の書面により説明を求める

ことができる。 

選定又は特定されなかった理由の請求先及び書面の提出先は、本実施要領の

「１４ 担当部署（提出・問合せ先）」とし、請求に対する回答は、請求期間の最

終日の翌日から起算して５日以内（土曜、日曜日及び祝日を除く。）に電子メール

により行う。 

 

９ 審査の評価項目、評価事項及び配点 

本プロポーザルは、以下の評価基準に基づき委員会各委員が評価した点数を集計

の上、審査する。ただし、全ての企画提案について、弘前市庶務事務システム更新

業務プロポーザル評価基準書における合計得点が120点（満点200点の６割）未満の

場合は、受託候補者を特定しないものとする。また、提案者が１者の場合は、合計

得点が120点以上で、委員会において受託業務を履行できると認められた場合に、受

託候補者に決定する。 

最高点を取得した者が２者以上あるときは、見積金額の低い提案者を受託候補者

に決定する。なお、最高点を取得しかつ見積金額が同額である者が２者以上ある場

合は、各委員の合議により受託候補者及び次点候補者を各１者決定する。 
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弘前市庶務事務システム更新業務プロポーザル評価基準書 

項番 評価項目 評価事項 配点 割合 

１ 業務実績 

導入実績（自治体の規模、職員数、

受託件数等） 

システム開発に関する専門性、技術

力の蓄積等 

15点 7.5% 

２ 
企画提

案内容 

業務概要 本業務の趣旨、目的、システム開発実

施方針 
15点 

20.0% 
プレゼンテーション、質疑応答 10点 

導入による効果 15点 

機能性・操作

性等 

機能全般 30点 

30.0% 操作性 15点 

汎用性、セキュリティ 15点 

システム構築

業務実施体制 

SE人員、構築スケジュール 15点 

17.5% 作業内容、費用等の具体性 10点 

柔軟性 10点 

システム稼働及

び保守・運用支

援業務実施体制 

実施体制、保守の長期的提供 10点 

15.0% セキュリティ品質 10点 

法改正、バージョンアップ対応 10点 

見積金額 システム構築業務 10点 
10.0% 

システム稼働及び保守・運用支援業務 10点 

合計 200点 100% 

 

１０ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出書類が、次のいずれかに該当する場合は、

その提案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意 

事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

 （４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 （５）見積書の金額が業務に要する費用を超過した場合 

 

１１ 契約 

受託候補者の特定後、システム構築業務の随意契約に係る協議を行い、その際

に、特定された者はあらためて業務委託費の見積書を提出し、協議が整い次第速や
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かに契約締結の手続きを行うものとする。 

なお、協議が整わない場合や、受託候補者に事故等があり契約を締結できない場

合には、次点候補者と随意契約に係る協議を行う場合がある。 

  

１２ 支払条件 

  前金払 無  部分払 無 

 

１３ その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格にするとともに、指名停止

措置を行うことがある。 

（３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用

しない。 

（４）本プロポーザルに関する参加意思表明書等及び提案書等の作成、提出並びに

プレゼンテーション等に関する一切の費用は、すべて提出者の負担とする。 

（５）プロポーザルを公正に執行することができないおそれがあると認めた場合、

既に公示若しくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期若しくは

中止することがある。この場合において、参加者が損害を受けることがあっ

ても賠償責任を負わないものとする。 

（６）担当者調書に記載した配置予定の担当者は、原則として変更できないものと

する。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、本市と協議のうえ

決定するものとする。 

（７）企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 企画提案書の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属する。 

② 本プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができる

ものとする。 

③ 提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例（平成１８年弘前

市条例第１９号）の規程による請求があったときは、企画提案書等を作成

した者に対し、意見書を提出する機会を与えるものとする。なお、本プロ

ポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情報に

ついては決定後の開示とする。 

（８）本業務により新たに構築された庶務事務システムの稼働及び保守・運用支援

業務については、弘前市議会における予算の議決承認を得た後に別途、発注

する予定である。なお、当該システムの稼働及び保守・運用支援業務につい

ては、本業務の成果物の内容等を踏まえた上で、本業務を受託した者との随

意契約を検討する場合がある。 
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１４ 担当部署（提出・問合せ先） 

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

弘前市総務部人事課給与厚生係 主事 辰巳 真悟 

TEL：0172-35-1136（直通） 

FAX：0172-36-7315 

E-mail：jinji@city.hirosaki.lg.jp 

 


