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１．事業概要 

（１）目的 

本業務により、タブレット端末や会議システムを導入することで、ペーパーレス化に

よる資料の WEB 上配布を行うなどして非対面・密の回避を実現し、新型コロナウイルス

感染防止を図りつつ、議会のデジタル化を推進することを目的とするものである。 

（２）内容 

南大隅町ペーパーレス会議システム導入事業(南大隅町議会 ICT化推進事業）の仕様書

のとおりとする。 

（３）事業費（予算） 

提案上限額 ５，３２６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  内訳 ・タブレット端末１６台（付属品込み） 

※上記の金額は令和４年度限りの初期導入に係る経費の提案上限額である。 

（４）履行期限 

契約締結日から令和５年３月１０日まで 

 

２．選考スケジュール 

１．公募通知 令和４年１１月２２日（火） 

２．参加意向申出書の提出期限 令和４年１１月３０日（水）午後５時 

３．質問書の受付期限 令和４年１２月５日（月）午後５時 

４．質問の回答 令和４年１２月７日（水） 

５．提案書等の提出期限 令和４年１２月２０日（火）午後５時 

６．プレゼンテーション及び審査  令和４年１２月２３日（金）(予定) 

７．事業者決定通知（仮契約） 令和４年１２月２７日（火）（予定） 

 

３．プロポーザル方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４．参加資格等 

（１）参加資格 

  本プロポーザルに参加しようとする者（以下、「提案者」という。）は、単独企業または

業務を共同連帯し受託するため２社以上の者を構成員として結成された共同企業体による

ものとし、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。共同企業体については、その代表

として当該事業契約の締結先となる者が次に掲げる事項の全てを満たすこととする。ただ

し、１社に一括再委託することは認めない。 

① 南大隅町物品調達等入札者等資格者名簿に登載されている者 

② 鹿児島県内に事業所を有する者 

③ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による厚生手続き開始の申し立

てがなされている者でないこと 

⑤ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による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 
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⑥ 過去５年以内に自治体との間に各種システム構築の契約実績を有する者 

（２）参加申込の方法 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領の各規定を理解した上で、参加意向

申出書（様式１）を提出すること。併せて、業務実績表（様式２）を提出すること。なお、業

務実績表の記載内容が確認できる書類（契約書の写し、受注証明書等）を添付すること。

ただし本町との契約によるものについては、添付を省略してよい。 

（３）参加の決定 

参加意向申出書等が提出された事業者について、参加資格の有無を審査し、参加を決定した

事業者に対しプロポーザル参加決定通知書（様式３）にて通知する。 

（４）提案の基本事項 

提案にかかる基本事項は次のとおり。 

・事前説明会は行わない。 

・本提案にかかる費用は提案者の負担とする。 

・質問は、質問書（様式４）に質問事項を記載の上、指定日までに電子メールで送信すること。 

・質問は電子メールのみ受け付ける。なお、回答については、後日、全事業者へ電子メールに

て回答を行う。 

・本審査は、提案書及びプレゼンテーションを通じて行う。 

・審査の結果は、個別に通知する。 

・提出書類は返還しない。 

・提出書類は、当該審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 

 

５．提案書等の提出方法 

提出書類は次のとおりとする。各様式に従い期限内に必要な書類を提出すること。 

（１）提案書等の提出 

① 提出期限 令和４年１２月２０日（火）午後５時必着 

② 提出書類  

 ・提案書  

※任意の様式とし、９部提出すること。 

※提案書は A4版でページ数の制限は設けない。また、図面等必要に応じて A3版を挿入す

ることも可能とするが、書面については折りたたんで A4サイズに統一すること。 

※提案書にはページ番号を付すこと。 

※提案書作成にあたっては、別紙１「提案書記載項目」について、内容を具体的に記載す

ること。 

※専門知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現とすること。 

・経費積算書  

イ．初期導入費について指定様式（様式５）を総括表として、各社の様式で内訳書を添

付し１部提出すること。 

ロ．年間運用経費（様式第６（指定様式））についても１部提出し、実際の支払い方法（年

払い・月払い等）を各社の様式で明細書として添付すること。 

ハ．付随品については各社の様式で１部提出し、品名、型番など記載して品物が特定で
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きるようにすること。 

※各見積書には必要事項を記入し、代表社印を押印後、封筒（長形３号）にまとめて封入

して代表者印にて封印し、１部提出すること。 

③ 提出方法 郵送又は持参 

※郵送の場合は配達されたことが証明できる方法とすること。 

④ 提出先 南大隅町議会事務局 

（２） 質問書の提出 

① 提出期限 令和４年１２月５日（月）午後５時必着 

② 提出方法 質問書は、電子メールで送信すること。 

※件名は「南大隅町ペーパーレス会議システム導入事業に係る公募型プロポ

ーザルに関する質問」とすること。 

提出先  南大隅町議会事務局アドレス（gikai@town.minamiosumi.lg.jp） 

回答   令和４年１２月７日(水)までに電子メールでおこなう。 

 

６．プレゼンテーション 

本町選定委員に対する提案説明及び同選定委員から質疑応答のためのプレゼンテーショ 

ンを行う。 

なお、プレゼンテーション順は、本町選定委員会にて事前に決定する。 

① 実施日時 令和４年１２月２３日（金） 

② 会場   南大隅町役場 本庁３階会議室 

③ 提案方法 次の時間配分により参加者ごとに提案資料の内容について説明を行う。 

準備 10 分、説明 30 分、質疑応答 10 分 

④ その他  プレゼンテーションの会場、プロジェクター、スクリーン、マイク、電源は 

        本町が準備する。プロジェクターへ接続可能な端子は HDMI、D-SUB のみ。その

他の接続については別途変換ケーブル等を準備すること。 

その他の機材を使用する場合は、提案者が用意すること。特にタブレットを用い 

る場合は最低でも４台（２人に１台）は用意すること。なお会議システムで使用 

する会議資料は、本町が事前に提供する。 

 

７．失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書等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 提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

② プレゼンテーションを無断で欠席したもの。 

③ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 
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８．審査方法及び結果通知 

南大隅町ペーパーレス会議システム導入事業(南大隅町議会 ICT化推進事業）の公募型

プロポーザル選定委員会において、審査し、選考をおこなう。 

（審査員 8名、補助（事務局担当者）2名） 

（１）審査方法 

提出書類及びプレゼンテーションに基づき、以下の基準により審査し、評価表による 

  採点方式で行うものとする。 

① 評価対象ごとの配点 

評価点 評価対象 配点（点） 

提案評価点 提案書 200 

プレゼンテーション 300 

価格評価点 見積書 500 

合計 1,000 

② 提案評価点（提案書・プレゼンテーション）の配点 

 項目 内訳 配点（点） 

１ 提案概要  30 

 

２ 

 

システム機能・特徴 

必須機能 200 

独自機能 150 

管理者機能 50 

３ 運用管理体制  30 

４ 付随品 見積額・内容 40 

合計 500 

③ 価格評価点（見積書） 

 価格評価点（見積書） 配点（点） 

１ 初期導入費 300 

２ 次年度以降運用経費 200 

合計 500 

 

（２）事業者の決定 

  合計点の高い順に順位を決定する。ただし、合計点の高い者が２者以上あるときは、価 

格評価点の高い者を上位とする。 

 

（３）審査結果 

① 審査結果は、決定後にプロポーザル審査結果通知書（様式７）により通知する。 

② 審査結果に対する異議申し立ては認めない。 

 

９．事務局 

本事業の事務局は下記のとおり。 

南大隅町議会事務局 （担当：土持） 

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北 226番地 

電話 ：0994-24-3111 

ＦＡＸ：0994-24-3119 

メール：gikai@town.minamiosumi.lg.jp 

 

mailto:gikai@town.minamiosumi.lg.jp
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（別紙１ 提案書記載項目） 

 

提案書記載項目 

 

No. 記載項目 内訳 評価基準 配点 

1 提案概要   
事業目的を達成するための提案システムの有

効性や効果が具体的に示されている。 
30 

2 
システム 

機能・操作性 

必須機能 

次の機能が標準機能として実装されており、

操作性に優れている。 

①ペン及びマーカー機能によるメモ書き 

②付箋 ③単語検索 ④左右見開き表示 

⑤２画面表示 

200 

独自機能 
必須機能以外に、標準で持ち合わせている機

能があり、本町が使用するうえで有益である。 
150 

管理者機能 管理者側の機能・操作性が優れている。 50 

3 
運用管理体

制 
  

運用管理体制について、機器・システムに関

するサポート体制が具体的に示されている。 
30 

4 付随品   見積額、機種は仕様等を満たしている。 40 

合計 500 

 

 

 


