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ＵＢＥビエンナーレ公式ウェブサイト構築等業務委託に 

係る公募型プロポーザル実施要領 

 

1 趣旨 

この実施要領は、ＵＢＥビエンナーレ公式ウェブサイト構築等業務（以下「本業務」という。）

の受託者を、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するため

に必要な事項を定めるものである。 

 

2 業務概要 

（1）業務の名称 

    ＵＢＥビエンナーレ公式ウェブサイト構築等業務 

（2）業務内容 

    「ＵＢＥビエンナーレ公式ウェブサイト構築等業務仕様書」（以下「仕様書」という。）によ

る。 

（3）履行期間 

    契約締結日から令和 5年 3月 31日まで 

（4）委託料上限額 

    5,000千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。 

 

3 実施スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

NO. 項  目 日時または期限 備  考 

1 プロポーザル公募開始 令和 4年 4月 22日（金） 市公式ウェブサイトに掲載 

2 質問書受付期限 令和 4年 5月 10日（火） 17時必着 電子メールで受付 

3 質問書回答期限 令和 4年 5月 13日（金）  
市公式ウェブサイト上で 

順次回答 

4 参加表明書の提出期限 令和 4年 5月 17日（火） 17時必着 電子メール 

5 企画提案書等提出期限 令和 4年 5月 20日（金） 17時必着 
郵送で必着のこと 

（持参も可） 

6 第一次審査（書類審査） 令和 4年 5月 24日（火）  

7 第一次審査結果通知 令和 4年 5月 26日（木）以降  

8 
第二次審査 

（プレゼンテーション） 
令和 4年 5月下旬を予定   

第一次審査通過者へメール

で通知 

9 
優先交渉権者の決定 

選定結果通知 
令和 4年 6月上旬を予定  

10 契約締結 令和 4年 6月中旬を予定  
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4 担当部署 

   宇部市観光スポーツ文化部文化振興課ＵＢＥビエンナーレ推進係 

   〒755-8601 宇部市常盤町一丁目 7番 1号 

    電話：0836-34-8562（直通） ※5月 6日から使用開始  

    ファックス：0836-22-6083     

    メールアドレス：museum@city.ube.yamaguchi.jp 

 

5 参加資格 

次の条件を全て満たす企業・団体とする。 

（1）物品・製造等に係る令和4年度宇部市競争入札(見積)参加資格者名簿（種目：情報処理）に

登録のある者。ただし、登録のない者であっても、国又は地方公共団体等の発注した本業務

と同種又は類似業務の履行実績がある者は参加資格を有するものとする。 

（2）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 

（3）宇部市における競争入札（見積）の参加を制限されていないこと。 

（4）国税、地方税及びその他公租公課を滞納していないこと。 

（5）本業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。 

（6）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に係る暴力団及びそれらの利益となる

活動を行う者でないこと。 

（7）国や地方公共団体の議員や公務員、政治団体、宗教団体又はそれらに類する者でないこと。 

（8）CMSを導入しているウェブサイトを構築した実績を有する者であること。 

 

6 公募に対する質問及び回答 

  本プロポーザルに関する質問は、次の方法で提出すること。 

（1）提出書類・・・質問書 【様式 6】 

（2）提出期間・・・令和 4年 5 月 10日（火） 17 時（必着） 

（3）提出方法 

    質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールで提出すること。 

    ※電子メール送信後、必ず事務局に電話して受信の確認をすること。 

（4）提出先・・・「4 担当部署」に電子メールで提出 

  (5) 回答方法 

    質問に対する回答は、令和 4年 5月 13日（金）を目途に、提出された質問とその回答を 

順次、本市ウェブサイトに掲載する。 

 

7 参加表明書の提出  

「5 参加資格」要件を満たし、本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表

明を行うものとする。  

（1）提出書類及び提出部数  

①プロポーザル参加表明書 【様式1】  1部  

②業務実績調書 【様式2】  1部  

本業務と同種、類似の活動実績を5業務まで記載すること。（過去10年） 
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※上記の同種とはアート関連のウェブサイト構築、類似とはその他のウェブサイト構築

とする。 

③業務実施体制表 【様式3】  1部  

業務の実施体制（管理責任者及び業務従事者の氏名、経験及び担当する業務等）について

記載すること。 

④会社概要パンフレット 【任意提出】 PDF版で1部  

（2）提出期限・・・令和4年5月17日（火） 17時（必着）  

（3）提出方法 ・・・「4 担当部署」に電子メールで提出すること 

（4）参加辞退  

参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、速やかに「4 担当部署」に電話連絡の上、「プ

ロポーザル参加辞退届 【様式 5】」を電子メール又は郵送にて提出すること。なお、参加表

明書提出後に参加を辞退した場合、指名除外等の不利益な扱いをするものではない。 

 

8 企画提案書等の提出 

  「5 参加資格」要件を満たし、本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出

すること。 

（1）提出期限・・・令和 4 年 5 月 20日（金） 17 時（必着） 

（2）提出方法・・・郵送（簡易書留等）や宅配便 

(3) 提出先・・・「4 担当部署」へ提出 

(4) 提出部数 

   ①正本 1部（代表者印押印のもの） 

   ②副本 6 部（正本の写し。正本がカラー印刷を含む場合は、副本もカラー印刷とすること。） 

(5) 提出書類 

   ①提案書等提出書 【様式 4】 

   ②提案書 【任意様式】  

以下の内容について提案すること。 

ア） 全体のコンセプト 

イ） サイト構築：全体デザイン、トップページなど 

ウ） ＣＭＳ（コンテンツマネージメントシステム）：ページ編集、公開承認など 

エ） サーバー環境及びセキュリティ：サーバー環境、セキュリティ対策など 

オ） アクセシビリティ及びユーザビリティ：ユニバーサルデザイン、ファインダビリティ、 

多言語対応、画面最適化など 

カ） 運用・保守サポート：アクセス解析、データ抽出、システム運用・保守など 

キ） 業務工程スケジュール 

＊日本工業規格による A4版の規格、横書き、文字サイズ 11ポイント以上、両面印刷、 

長編綴じで作成すること。 

   ③ 費用見積書 【任意様式】 

仕様書の各委託項目について、それぞれ具体的な積算根拠を示すこと。  

消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を記載すること。 

   ④ 参考見積書 【任意様式】 
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令和5年度以降の年間保守管理費用及びデータ移行を前提としたデータ抽出等に係る作業

費用を見積り、それぞれ具体的な積算根拠を示すこと。  

消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を記載すること。 

 

9 選定方法 

提案内容を公平かつ客観的に評価し、本市にとって最も適格な事業者を選定するため、庁内に

設置した「ＵＢＥビエンナーレ公式ウェブサイト構築等業務受託候補者選定委員会」（以下「選定

委員会」という。）による第一次審査（書類審査）及び第二次審査（プレゼンテーション）の 2段

階方式で審査を実施する。 

（1）第一次審査 

   ① 第一次審査通過者の選定方法 

提出された企画提案書等の書類審査を実施した上で、「12 一次選考審査基準」に基づき、

令和 4 年 5月 24日（火）に審査を行う。 

企画提案書等の提出が 6者以上の場合は、評価の高い上位 5者程度を、第一次審査通過者と

する。5者以内の場合は、実施要領記載要件の具備を確認したうえで、第一次審査通過者と

する。 

② 選定結果 

     選定結果については、企画提案書を提出したすべての提案者へ、自己の結果のみを文書に 

より、令和 4年 5 月 26日（木）以降に通知発送する。 

 

（2）第二次審査 

① 受託候補者の選定方法 

選定委員会によるヒアリング審査（プレゼンテーション）を実施した上で、「13 二次選考審

査基準」に基づき審査を行う。 

評価の合計点が最上位である者を第 1 受託候補者とし、次に高かった者を次点の第 2 受託

候補者として選定する。最高得点者が複数の場合は、選定委員会で協議の上、決定する。た

だし、合計点が最上位であっても仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目があ

る場合は、第 1受託候補者に選定しないことがある。 

② ヒアリング審査（プレゼンテーション） 

ア 日程・・・令和4年5月下旬   

 ※開始時間等については、別途メールで通知する。  

イ 会場 ・・・オンライン 

ウ 実施概要  

・プレゼンテーション出席者は3名以内とし、プロジェクト管理者を含むものとする。  

・1参加者当たりの持ち時間は以下のとおりとする。 

準備     5分 

説明    15分     30分 

質疑応答  10分 

・プレゼンテーションに用いる資料は、「4 担当部署」に提出した提案書を用いるものと

し、追加提案や追加資料の配布は認めない。  
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③ 選定結果 

   選定結果については、プレゼンテーションに参加したすべての提案者へ、自己の結果のみを

文書により令和 4年 6月上旬に通知発送するとともに市ウェブサイトで公表するものとする。 

なお、受託候補者とならなかった者は、通知を受けた翌日から起算して 5日（土、日曜日及び 

祝日を除く。）以内にその理由の説明を書面（任意様式）により求めることができる。 

 

10  その他留意事項 

（1）プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、すべて参加者の負担とする。 

（2）市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（3）企画提案書は 1事業者につき 1案とする。ただしデザイン案については 3案までの提案を 

認める。 

（4）提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は原則として認めない。 

（5）企画提案書等、本業務のプロポーザルに係るすべての提出物は返却しない。 

（6）企画提案書等については、委託予定者の選定のために使用するものとし、原則として公表 

しない。 

（7）提出書類について、持参以外の方法による場合の不達及び遅配を原因とする提出者の不利益 

が生じても、本市はこの責任を負わない。提出者においては、書留郵便を利用するなどの対 

策を講じること。 

（8）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

   イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

   ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   エ ヒアリング審査（プレゼンテーション）に参加しなかった場合 

   オ 選定の公平性を害する行為があった場合 

   カ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

11 受託候補者との協議及び契約  

受託候補者との契約にあたっては、選定された提案内容を基に、細部について市と協議し、

委託上限額内で業務内容及び契約金額を決定した上で締結する。また、受託候補者が何らかの

理由により契約締結できなかった場合、次点の受託候補者と契約交渉を行う。なお、参加申込

者が1者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと認められる場合

は、受託候補者として選定し、上記協議を行う。 

受託候補者と協議を行い、協議が整った時点で地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定

める随意契約を締結する。 
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12 一次審査選考審査基準 

（1） 配点表 

№ 評価項目 評価の視点 配点 

1 業務実績 業務に関する十分な実績を有しているか。 10 

2 実施体制 知識や経験を有する人材が適切に配置されているか。 5 

3 工程スケジュール 業務遂行可能なスケジュールとなっているか。 5 

4 業務の目的 業務目的を十分に理解しているか 10 

計 30 

 

 

13 二次審査選考審査基準 

（1）配点表 

評価項目と評価の視点 配点 

1 業務遂行能力 30 

業務実績 業務に関する十分な実績を有しているか。 

実施体制 知識や経験を有する人材が適切に配置されているか。 

工程スケジュール 業務遂行可能なスケジュールとなっているか。 

業務の目的 業務目的を十分に理解しているか。 

2 サイト構築 20 

全体デザイン 
トップページや各ページデザインは、ＵＢＥビエンナーレに相応し

く、彫刻のまち宇部市の魅力が分かりやすいものか。 

トップページ 
トップページは各ページへの遷移が容易で、分かりやすく配置され

ているか。 

3 CMS 20 

ページ編集 
ページの更新、ファイルの添付などの操作は容易か。 

ページ編集をサポートする機能は十分か。 

公開承認 

ページ公開の申請、承認等の操作は容易か。 

承認状況の確認や公開期間の設定など、公開承認の運用をサポート

する機能は十分か。 

4 サーバー環境及びセキュリティ 10 

サーバー環境 

サーバー環境は信頼性があり、常に安定した稼動環境を提供すると

ともに、災害発生時など緊急事態においても閲覧不能な状態に陥り

にくい処置を講じているか。 

セキュリティ対策 
外部からの不正アクセスやデータ改ざん等を防止するためのセキュ

リティ対策を講じているか。 

5 アクセシビリティ及びユーザビリティ 10 
ユニバーサルデザイ

ン 

高齢者や障害者なども含めてあらゆる人が柔軟に閲覧できるか。 

ファインダビリティ 
利用者が使いやすい機能（サイトマップや検索など）や設計・デザイ

ンとなっているか。 

多言語対応 不自然でない精度の高い翻訳機能を持つサービスか 
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画面最適化 スマートフォンやタブレット端末で利用しやすく表示されるか。 

6 運用・保守サポート 10 
アクセス解析 アクセス解析はしやすいか。また CSV等で容易に抽出できるか。 

データ抽出 
データ移行を前提としたデータの抽出は、本市職員の負担が少ないも

のか。 

システム運用・保守 
システム運用・保守体制及び、職員への研修や操作マニュアルなど

のサポートは適切か。 

7 費用  

見積金額 参考とする。 

計 100 

 

 

 

 


