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１１１１    募集募集募集募集のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

近年、スマートフォンに代表される端末の高性能化及び普及率の向上、通信回線の整備、高速化に

より、市民、教育機関、民間企業等（以下「市民等」という。）が容易に大量のデータを取り扱うこ

とが可能な環境が整備されてきています。 

また、東日本大震災を機に、公共データの活用について、二次利用が困難であったり情報の収集や

整理に労力が必要であるなど、様々な課題が浮き彫りになりました。 

こうした状況を踏まえて、国は平成 24年 7 月に「電子行政オープンデータ戦略」を、平成 25年 6 

月には「世界最先端 IT 国家創造宣言」を掲げ、公共データのオープンデータ化に積極的に取り組ん

でいます。 

本市においても、市民等による公共データの積極的な二次利用を促進するべく、平成 26 年 12 月 1 

日に本市ホームページ上にてオープンデータサイトを公開し、その利活用の拡大を進めています。 

そこで、本市がオープンデータの推進によって目指す「行政業務の改善・課題解決」「市政の透明

性の向上」「市民等のまちづくり参画の促進」「市民等の利便性の向上」「地域経済の活性化」等の実

現に向けて、オープンデータを活用したアイデア創出・アプリ作成等の促進を図るための公開発表大

会等の企画提案を募集します。 

 

〔〔〔〔国や本市のオープンデータの取組についての国や本市のオープンデータの取組についての国や本市のオープンデータの取組についての国や本市のオープンデータの取組についての参考参考参考参考資料資料資料資料〕〕〕〕    

・宇部市オープンデータサイト 

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/opendata/index.html 

・宇部市オープンデータの推進に関する運用方針 

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/documents/ube_opendata_policy.pdf 

 

・地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/opendate_guideline.pdf 

・オープンデータをはじめよう ～地方公共団体のための最初の手引書～ 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/opendate_tebikisyo.pdf 

・オープンデータガイド～オープンデータのためのルール・技術の手引き～第１版 

http://www.opendata.gr.jp/news/docs/opendata-guide-v1.pdf 

・国データカタログサイト 

http://www.data.go.jp/ 

    

２２２２    提案提案提案提案を求める事業を求める事業を求める事業を求める事業    

・市民、教育機関（大学、高専等）、民間企業による本市のオープンデータを活用したアイデア・ア

プリの発表大会等の企画運営事業 

・発表者としては、特に地元市民、教育機関、民間企業から多数の参加を募ることを主眼とするが、

参加資格は市内に限定しないものとする。また、年齢制限も設けない。 

・大会は公開で行うこととして、広く集客を行うものとする。 

 

〔事業に求める主な効果〕〔事業に求める主な効果〕〔事業に求める主な効果〕〔事業に求める主な効果〕    

(1) 市民サービス向上・地域課題解決を中心としつつ、ベストプラクティスが公共サービス創出につな
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がるアイデア創出・アプリ作成（市による業務委託への展開又は開発企業による商品化） 

(2) 宇部市における産学連携発展への寄与（教育機関と民間企業との共同研究、雇用拡大等） 

 

３３３３    提案事業に係る費用提案事業に係る費用提案事業に係る費用提案事業に係る費用    

・総額５０万円以下であることを基準としますが、当該額を超える提案も受け付けます。ただし、金

額を理由として不採択になる場合や、提案が採択された場合においても実施が次年度以降になる場

合もあります。 

・提案費用の中に、受賞者に対する賞品、審査員に対する旅費・報酬等の大会運営に必要な経費を含

んでください。 

 

４４４４    提案者の資格提案者の資格提案者の資格提案者の資格 

(1) 山口県内に本店、支店、営業所等の拠点を有する民間企業や市民活動団体その他の団体（以下「事

業者等」といいます。）であること。 

 

(2) 「事業者等」には、任意団体や共同事業体も含みます。ただし任意団体については、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年 6 月 2 日法律第 49 号）別表各号に掲げる公

益目的事業を行うものに限ります。 

 

(3) 事業者等又はその代表者若しくは役員（以下「代表者等」という。）が、次に該当しないこと。 
ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の 4 第 1項及び第 167条の 11 の規定によ

り、本市又は他の地方公共団体から一般競争入札及び指名競争入札の参加資格の制限を受ける者 

イ 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項及び第167条の11の規定により、本市又は他の地方公共

団体から現に一般競争入札及び指名競争入札の参加資格の停止処分を受けている者 

ウ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244条の 2 第 11項の規定により、本市又は他の地方

公共団体から指定管理者の指定を取り消された者、又は、応募開始の日から採択までの間に指定

管理者の業務の停止を受けている者 

エ 地方自治法第 92条の 2、第 142条（同条を準用する場合を含む。）又は第 180 条の 5 第 6項の

規定に抵触することとなる者 

オ 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置期間中である者 

カ 国税、県税、市税（個人市県民税を含む。）を滞納している者 

キ 以前に本市との委託契約において、当該契約に従って業務を実施できなかった等の理由により

契約を解除され、その解除の日から起算して 5 年を経過しない者 

ク 事業者等又はその代表者等が次のいずれかに該当するとき。 

(ｱ) 代表者等が暴力団員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。以下

「暴力団対策法」という。）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

(ｲ) 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(ｳ) 代表者等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
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(ｴ) 代表者等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(ｵ) 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

 

〔共同事業体について〕〔共同事業体について〕〔共同事業体について〕〔共同事業体について〕    

①共同事業体を構成して応募する場合は、代表団体を定め、共同事業体届出書を提出してください。

その際に、共同事業体協定書を添付してください。 

②提案者の資格を満たさない団体は、共同事業体の構成員となることはできません。ただし、提案

者の資格４（1）における、「山口県内に本店、支店、営業所等の拠点を有する」という条項につ

いては、共同事業体の構成員のうち代表団体がその資格を満たしていれば可とします。 

 

５５５５    提案の手続提案の手続提案の手続提案の手続    

((((1111) ) ) ) 提案提案提案提案のののの募集募集募集募集期間期間期間期間    

平成２７年４月２７日（月）～５月２２日（金） 

※５月２２日までに、次項（2）ア（ｲ）に定める企画書を提出していただく必要があります。 

 

(2) (2) (2) (2) 提案書等の提出提案書等の提出提案書等の提出提案書等の提出    

 

アアアア    提出書類提出書類提出書類提出書類    

※別添「宇部市オープンデータ利活用促進事業提案」提出書類一覧（以下「提出書類一覧」とい

います。）を参照 

 

(ｱ) 提案書の提出（提案意向の表明） 

提出書類 

提案団体調書     （提出書類一覧の書類番号 1） 

提案書        （提出書類一覧の書類番号 2） 

誓約書        （提出書類一覧の書類番号 4） 

共同企業体に関する書類（提出書類一覧の書類番号 5、6）<該当者のみ> 

団体に関する書類等  （提出書類一覧の書類番号 7～10） 

・提案者は、まず、提案の意向表明として提案書等の書類をＩＣＴ推進課に提出することとし

ます。この段階では、提案の概略が分かる内容で差し支えありません。 

・提案者は、提案書の提出をもって本募集要領の記載内容を承諾したものとみなします。 

 

(ｲ) 企画書の提出  

提出書類 

企画書        （提出書類一覧の書類番号 3） 

財務諸表等の書類   （提出書類一覧の書類番号 11～29）<団体種別により選択> 

・提案書提出後に提案者とＩＣＴ推進課との事前協議を行います。その結果を踏まえ「企画書」

等の書類を提出することとします。このとき、提案書の内容の訂正も認めることとします。 
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・企画書の提出の受理は、事前協議が終了していることを条件とします。 

 

イイイイ    提出方法提出方法提出方法提出方法    

・持参又は郵送（書留郵便）により提出してください。電子メールやファクスによる提出はでき

ません。（平成２７年５月２２日平成２７年５月２２日平成２７年５月２２日平成２７年５月２２日 １７時必着１７時必着１７時必着１７時必着） 

 

ウウウウ    提出先提出先提出先提出先    

宇部市総合政策部ＩＣＴ推進課 

〒755-8601   宇部市常盤町一丁目７番１号 

 

((((3333) ) ) ) 提案提案提案提案の事前の事前の事前の事前協議協議協議協議    

・提案者とＩＣＴ推進課との間で、提案内容について相互の共通認識を図るために事前協議の場を

設けます。提案内容を具体的にする機会として御活用ください。 

・現状や市の方向性等を把握してより実現性の高い御提案をいただくために、企画書の受理に際し

ては、この事前協議を済まされていることが条件になります。 

・協議後の提案者の質問・照会は、ＩＣＴ推進課に対して文書で行うこととし、同課から文書回答

を行います。 

 

((((4444) ) ) ) 提案の提案の提案の提案の審査審査審査審査    

・６月上旬に開催予定の提案審査会において、「６ 提案の評価項目」に示す基準に基づき審査し提案

の採否を決定します。 

・審査にあたっては、提案者によるプレゼンテーションを実施します。 

・審査会の日時・内容等の詳細については、５月２５日以降、提案者に別途お知らせします。 

    

((((5555) ) ) ) 審査結果審査結果審査結果審査結果    

アアアア    採択採択採択採択    

提案内容が事業化に向けた検討を行うことに適していると判断した場合、採択とします。 

イイイイ    不採択不採択不採択不採択    

事業化の検討に適さないと判断した場合は、不採択とします。 

    

    ((((6666) ) ) ) 審査審査審査審査結果の通知結果の通知結果の通知結果の通知    

審査結果（提案の採否）については、審査終了後すみやかに、すべての提案者に通知します。 

    

６６６６    提案の提案の提案の提案の評価項目評価項目評価項目評価項目    

(1) (1) (1) (1) 基本要件基本要件基本要件基本要件    

評 価 項 目 着眼点 

オープンデータの趣旨及び

目的への理解 

・国や地方公共団体におけるオープンデータの取組の目的・方向性や

現状について理解しているか。 

・宇部市オープンデータの推進に関する運用指針の趣旨及び目的を

理解しているか。 
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団体の運営状態 

・団体として事業を安定的に担う体制、能力を有しているか。 

・法令順守に問題はないか。会計処理は適切に行われているか。 

(2) (2) (2) (2) 企画内容企画内容企画内容企画内容    

評 価 項 目 着眼点 

発表者の募集方法 

・市民、教育機関（大学、高専等）及び民間企業から多くの発表者の

参加が見込まれる企画内容になっているか。 

発表大会の周知方法 

・発表大会開催に当たり、関係機関や市民に広く周知し、広く集客が

見込まれる企画内容となっているか。 

発表大会の手順・構成 

・発表者が発表しやすい手順・構成となっているか。 

・傍聴者が分かりやすく親しみやすい手順・構成となっているか。 

大会成果の活用方法 

・発表されたアイデア・アプリについて、市民への提供等の有益な

活用につながる方向性が考えられているか。 

・今後の公共サービス創出や産学連携発展につながる発展性がある

か。 

実施体制 

・事前準備、当日運営及び実施報告等において、確実な実施体制が構

築されているか（運営組織の編成、要員の確保・配置等）。 

・事件・事故の未然防止及び事件・事故が起こった場合の対応のため

の体制及び対策が用意されているか。 

・事業実施に当たり収集された情報の管理体制は適切か。 

本市オープンデータ推進方

針への貢献 

・本市がオープンデータによって目指す「行政業務の改善・課題解

決」「市政の透明性の向上」「市民等のまちづくり参画の促進」「市

民等の利便性の向上」「地域経済の活性化」等に貢献できる内容

となっているか。 

費用対効果について 

・最小の費用で最大の効果が挙げられる内容になっているか。 

・費用が５０万円を超過する場合、それに見合う高い効果が見込まれ

るか。 

 

７７７７    事業化事業化事業化事業化    

・採択後、提案者に随意契約優先交渉権を付与し随意契約締結の協議を行います。協議の結果、提案

内容を一部変更の上で契約を締結する場合があります。 

・提案内容や費用によっては、事業実施が次年度以降になる場合があります。 

・提案者と委託契約を締結する場合、宇部市財務規則第 99 条に規定する契約保証金の免除条件に該

当しない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を預託していただく必要がありますの

で、あらかじめ御了承ください。 
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＜＜＜＜提案提案提案提案の流れの流れの流れの流れ＞＞＞＞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

募集開始 

 

●この段階では、提案の概略が分かる内容で差し支えありませ

ん。 
〔提案ができる団体〕⇒3頁「4」参照 

●市ホームページに募集要領・提出書類及び参考資料を掲載 

提案の事前協議 

 

提案書の提出 

（提案意向の表明） 

提案書 (提案の概要) 

⇒2 頁「1」「2」参照 

⇒4 頁「5(2)」参照 

⇒5 頁「5(3)」参照 

●提案者とＩＣＴ推進課との間で、提案内容について相互の共通

認識を図るために事前協議の場を設けます。提案内容を具体的

にする機会として御活用ください。 

●現状や市の方向性等を把握してより実現性の高い御提案をい

ただくために、正式な企画書の受理には、この事前協議を済ま

されていることが条件になります。 

企画書の提出 

 

●提案を実現可能な具体的内容に固めていただき、企画書を提出

してください。（企画書の提出によって、正式な提案の受理と

なります。） 

 企画書 (提案の詳細) 

⇒4 頁「5(2)」参照 

提案審査会による審査 

（提案者へのヒアリング） 

●６月上旬に開催予定の提案審査会において、提案の採否を決定

します。 

●審査にあたっては、提案者によるプレゼンテーションを実施し

ます。 

●審査会の日時・内容等の詳細については、５月２５日以降、提

案者に別途お知らせします。 

 

⇒5 頁「5(4)」参照 

⇒5 頁「6」参照 

●審査終了後、すみやかに審査結果を提案者に通知します。 

 

審査結果の通知 

 

⇒5 頁「5(5)(6)」参照 

契約締結交渉 

 

●提案者に随意契約優先交渉権を付与し随意契約締結の協議を

行います。協議の結果、提案内容を一部変更の上で契約を締結

する場合があります。 

●提案内容や費用によっては、事業者選定が次年度以降になる場

合があります。 
●提案者と委託契約を締結する場合、宇部市財務規則第 99 条に

規定する契約保証金の免除条件に該当しない場合は、契約金額

の 100 分の 10以上の契約保証金を預託していただく必要があ

りますので、あらかじめ御了承ください。 契約 

⇒6 頁「7」参照 

⇒3 頁「3」参照 

５月２２日ま５月２２日ま５月２２日ま５月２２日までに、企画書を提出していただく必要があります。でに、企画書を提出していただく必要があります。でに、企画書を提出していただく必要があります。でに、企画書を提出していただく必要があります。    


