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南阿蘇村庶務事務システム導入業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．委託業務の概要 

（１）業 務 名   南阿蘇村庶務事務システム導入業務 

 （２）業 務 内 容   別紙業務委託仕様書のとおり 

 （３）委 託 期 間   契約締結日から令和 7年 8月 31日まで 

 （４）発 注 者   南阿蘇村長 吉良清一 

 （５）見積書上限額   8,204,130円（消費税含む）以内とする。ただし、導入初年度分 

 

 

２．委託者選定方法 

  公募によるプロポーザル方式 

 

３．参加資格 

 本プロポーザルに参加できるのは、参加申込書（様式１）の提出日現在において以下の条件をす

べて満たす事業所とする。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされて

いる者でないこと。 

（３）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされて

いる者でないこと。 

（４）租税を完納していること。 

（５）県内に事業所（本社又は支社）を有しており、当該業務の管理者を配置できること 

  （６）過去 3 年間において、自治体又はそれに準じる団体等の導入実績があり、かつ同システ

ムの保守点検業務を現在行っていること。 

  （７）南阿蘇村暴力団排除条例及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定す

る暴力団員等でないこと。 

   

４．プロポーザルの日程（予定） 

項番 手続き等 期限等 

（１） 
プロポーザル実施要領等公表（村HP） 

質疑受付開始 
令和3年10月14日（木） 

（２） 質問書提出締切 令和3年10月19日（火）17時まで 

（３） 質問書回答期限 令和3年10月22日（金） 

（４） 参加表明書提出締切 令和3年10月27日（水）17時まで 
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（５） 企画書提案書提出締切 令和3年10月27日（水）17時まで 

（６） プレゼンテーション・ヒアリング 令和3年11月2日（火） 

（７） 評価、採点 ※プレゼンテーション・ヒアリング実施後 

（８） 結果通知、結果公表 令和3年11月4日（木） 

（９） 契約の締結 令和3年11月9日（火） 

※上記日程は現時点での予定であり、変更する場合がある。変更する場合は、事前に連絡する。 

 

５．参加表明手続き 

（１）公募に対する質問 

当該業務委託に関しての質問事項は、質問書（様式１）にて以下の通り提出すること。 

  １）提出期限 令和 3年 10月 19日（火）17時まで 

  ２）提出方法 電子メール sogo-c@vill.minamiaso.lg.jp 

３）回答方法 回答日において、「質問回答書」を電子メールに添付して送付する。 

（２）参加表明書提出 

プロポーザルに参加する事業者は、参加表明書（様式1）を南阿蘇村政策企画課まで提出する

こと。 

１）提出期限  令和3年10月27日（水）17時まで 

２）提出方法  郵送又は持参（郵送の場合は期限までに必着） 

３）提 出 先  南阿蘇村役場 政策企画課 企画係  

         〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705-1 

         電話 0967-67-2230（直通） 

（３）提出書類 

ア プロポーザル参加表明書（様式2） 

イ 暴力団の排除に関する誓約書（様式3） 

ウ 納税証明書（提出日時点で交付日から3ケ月を経過していないものに限る） 

エ 企画提案書提出届（様式4） 

    ＊各様式（Excelファイル）は南阿蘇村HPに掲載する。 

（４）参加資格通知 

  参加資格を満たさない場合は、適宜参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。  

（５）プレゼンテーション及びヒアリング時間等の通知 

プロポーザル参加者には、プレゼンテーション又はヒアリングを行う日時と会場について、

参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。  

（６）参加辞退 

  参加表明書提出日以降に参加を辞退する場合、辞退届（任意の様式）を参加表明書の提出先へ

事前に連絡のうえ、持参、郵送又は電子メールのいずれかにて提出すること。 
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６．企画提案書等の作成要領 

企画提案書等は以下に基づき作成すること。規格はＡ4版とする。また、正確かつ簡潔な内容とし、

提出が求められていない資料を添付する等、過大なものとならないように留意すること。 

 

【企画提案書】最大 50ページ 

・特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとする。 

・文字サイズは 10.5 ポイント以上とし、文字等の色指定はない。 

・提案内容はすべて実施可能なものとし、根拠も含めて出来る限り具体的であること。なお業務

委託契約後に提案内容が実現出来なかった場合、提案内容以外の方法で実現することとし、そ

の費用は提案者の負担とすること。 

・提案書及び関係書類に関する説明会は開催しない。 

・ページ構成は以下の順番とする。 

   

  

 

 

 

 

 

 

【見積書】以下に示す項目を記すこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．企画提案書の提出 

（１）提出期限  令和 3年 10月 27日（木）17時まで 

 （２）提 出 先  南阿蘇村役場 政策企画課 企画係 

〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 1705-1 

電話 0967-67-2230（直通） 

会社概要、組織体制 

自治体への導入実績（現在、契約しているもの） 

システムの概要、特徴、連携 

総務課職員利用のデータベース移行、人事給与システム連携に関する概要 

導入・移行スケジュール 

導入作業・サポート体制 

軽微なカスタマイズ及び将来的な法改正への対応 

 

・庶務事務システム導入費用（総務課職員作成データベース取込費用も含む） 

・人事給与システムとのデータ連携設定費用 

・令和 4年 1～3 月までのランニングコスト等の費用合計 

・令和 4年 6月にサポート切れになるブラウザ IEから MicrosoftEdgeへの 

 システム対応費用 

・庶務事務システム導入にかかるネットワーク設定費用 

※既存ネットワークベンダー対応分は含まない 

・令和 3年度中の研修費用 

・令和 4年度以降のシステム利用料・ライセンス料・データ通信料・保守料・

研修費用などすべてのランニングコスト（月額）を記載すること 
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 （３）提出方法  持参（来庁時は事前に連絡すること）又は郵送 

（郵送の場合は期限までに必着） 

 （４）提出書類  

 ア 企画提案書等提出届 （様式 4） 

   ィ 本業務の企画提案書  10部（原本 1部、複本 9部） 

ウ 見積書（任意様式）  原本 1部 

    ＊各様式（Excelファイル）は南阿蘇村 HPに掲載する。 

（５）その他   提出された提案書は返却しない。 

 

８．プレゼンテーションの開催 

 （１）開催日時   

令和 3年 11月 2日（火） 10時 30分～16時 00分 

   ※ただし、日時については、参加業者数等により変更する場合もあるため、詳細については

別途通知する。 

 （２）開催場所 

  〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 1705-1  南阿蘇村役場 会議室  

 （３）出 席 者   

各社 3名以内 管理責任者は必ず出席のこと。 

 （４）発表時間 

  各社 1時間（事業者からの説明 50分程度、選定委員からの質疑 10分程度） 

ただし、説明内容時に操作デモの時間を設けること。職員１人の流れとして以下のとおり実 

施 

① 本庁及び保育園における出退勤打刻 

② 年次有給休暇申請－決裁－取得状況を上司から閲覧 

 

 （５）使用備品   

プレゼンテーションの際に、スクリーン及びプロジェクターは、村で用意するが、それ以外

の備品は各自で用意すること。 

 （６）留意事項 

 プレゼンテーションでの提案内容は、全て費用見積に含まれているものとする。 

    

９．優先交渉権者の決定 

  別紙選考基準については、審査委員が企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングに

ついて審査を行い、見積書の審査については政策企画課が行う。審査方法は、審査項目ごとの評

価点数の合計点数にて競う｢総合評点方式｣とする。最も得点が高い者を優先交渉権者とする。 

 

１０．審査結果の通知及び公表 
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（１）結果通知   

企画提案のプレゼンテーション実施後、各提案者に対して、参加表明書提出時に記載された

連絡先に電子メールで通知する。 

なお、審査結果については意義の申し立ては受け付けない。 

 （２）公表 

   参加者数、優先交渉権者名（優先交渉権者以外の事業者名は非公開）、評価点等の審査結果は、

本村ホームページ上に公表する。 

 

１１．提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

 （２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （３）会社更生法等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）前各号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があった場合 

 

１２．その他留意事項 

（１）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、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等を用いた結果生じた事象にかかる責任は、すべ

て提案者が負うものとする。 

（２）採用されなかった企画提案書等は、提出者に返却しない。 

（３）提出した企画提案書等を本村の了解なく公表、使用してはならない。 

（４）企画提案書等の作成・提出やプレゼンテーションに要する費用は、提出者の負担とする。 

（５）提案者は、参加表明書の提出をもって、募集要項の記載内容に同意したものとする。 

（６）新型コロナウイルスの状況次第で各日程の変更、プレゼンテーション・ヒアリングの延期

又は開催方法等の変更の可能性がある。 

 

１３．契約 

（１）契約の締結 

   優先交渉権者を決定後両者で協議を行い、業務実施に係る仕様を確定させたうえで再度、見

積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。 

   なお本業務委託のすべてを再委託することは出来ないものとする。ただし、必要により一部

を再委託する場合は、本村と協議のうえその承認を得るものとする。 

    

 （２）次点交渉権者との交渉 

   優先交渉権者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合、又は協議が不調
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と村が判断した場合は次点交渉権者と当該業務委託について交渉を行います。 

 （３）契約条項等 

   ア 契約保証金 

  要する。ただし、南阿蘇村契約規則第 50条第 2項の規定に該当する場合は免除する。 

   イ 契約書作成の要否 

    要する。 

 （４）契約期間 

   契約締結日から令和 4年 3月末日までとする。 

 （５）運用・保守にかかる業務委託契約 

   運用開始から契約期間終了までの運用・保守作業は、本業務内容で行うことする。なお、令和

4年度以降の運用・保守については、単年度ごとに受注業者と別途契約するものとする。 

 

１４．問合せ先 

 南阿蘇村 政策企画課 企画係 

〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 1705番地 1 

TEL：0967-67-2230（直通） FAX：0967-67-2073 

E-Mail：sogo-c@vill.minamiaso.lg.jp 


