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三原市メール配信システム再構築・運用業務委託公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

  多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症に関する情報等を，迅速かつ確実に市民

へ情報提供するため，既存のメール配信システム（市民向け・職員向け・学校等保護者向

け）を再構築することとし，公募型プロポーザル方式により，本業務に最も適した事業者

を選定する。 

２ 業務概要 

(1) 業務名称 三原市メール配信システム再構築・運用業務 

(2) 業務内容 「三原市メール配信システム再構築・運用業務委託仕様書」に 

記載のとおり 

(3) 履行場所 三原市港町三丁目５番１号 三原市役所及び三原市が指定する場所 

(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで 

※１ 運用開始日は令和３年３月中を想定するが，詳細は本市と協議により決定する。

※２ 本業務に係る契約は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３の規定によ

る長期継続契約であるため，契約締結日の属する年度の翌年度以降において，当該契

約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は，契約を変更又は解除すること

ができるものとする。

(5) 予算額（令和２年度） 

3,620,000 円（構築費用相当額 3,500,000 円，運用費用相当額 120,000 円（１か月分）） 

３ 参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(2) 公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日において，建設業者等指名除外要

綱（平成 17年三原市要綱第 204 号）の規定に基づく指名除外の措置要件に該当しない者

であること。 

(3) 公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日において，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，又は，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がなされていない者であること。 

(4) 国税及び三原市税を滞納していない者であること。（三原市への納税義務がない場合は

三原市税に関するものは除外する。） 

(5) 公募開始日において日本国内の地方公共団体で運用中の同種システムを提案できる者

であること。 

４ スケジュール 

質問書の提出期限 令和３年１月 15日(金) 17 時 15 分 

参加表明書の提出期限 令和３年１月 15日(金) 17 時 15 分 

企画提案書の提出期限 令和３年１月 22日(金) 17 時 15 分 

ヒアリングを行う場合の対象者への通知 令和３年１月 25日(月) 予定 

ヒアリング（オンライン） 令和３年１月 27日(水)午後 予定 
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選定結果通知 令和３年１月下旬 予定 

契約締結 令和３年２月上旬 予定 

  ※ 現時点の予定であり，今後変更する場合がある。 

５ 質問及び回答 

当プロポーザルの実施に関し，不明な点がある場合は，次の方法により質問を受け付ける。 

(1) 提出期限 

令和３年１月 15日(金) 17 時 15 分まで【必着】 

(2) 提出先 

「９ 書類提出及び問合せ先」に同じ。 

(3) 提出方法 

質問書（様式第１号）に質問事項を箇条書きで記載し，電子メールで提出すること。 

(4) 回答方法 

三原市ホームページ上に掲載するとともに，質問者に対して，掲載した旨を電子メー

ルで連絡する。 

６ 参加表明書・企画提案書の提出 

(1) 提出期限 

①参加表明書（様式第２号）のみ 

令和３年１月 15日(金) 17 時 15 分まで【必着】 

② ①以外（企画提案書・見積書等） 

令和３年１月 22日(金) 17 時 15 分まで【必着】 

(2) 提出先 

「９ 書類提出及び問合せ先」に同じ。 

(3) 提出方法 

郵送（一般書留・簡易書留・レターパック等，追跡サービスにより配達状況確認が可能

な方法に限る。）又は持参  ※原則郵送によること。 

(4) 提出書類（アのみ１月 15 日(金)までに先行して提出すること） 

ア 参加表明書（様式第２号）   １部 

イ 添付書類（該当者のみ ※印参照） 各１部 

※ 平成 30～令和２年度三原市物品調達等指名競争入札参加資格登録業者名簿に登

載されている者以外の者が参加表明書を提出する場合，次の書類を添付すること。 

・商業登記簿謄本（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

・印鑑証明書の写し 

・財務諸表（貸借対照表，損益計算書）の写し（直近１年分） 

・市税の納税証明書 ※写し不可，三原市に納税義務がない場合は不要 

・消費税及び地方消費税の納税証明書((その３)または(その３の３))の写し 

※ 各種証明書は申請日以前３ヵ月以内に証明されたものを提出すること。 

ウ 会社概要がわかるもの（パンフレット等任意様式） １部 

エ 業務実績書（様式第３号）            １部※

 ※ 協力会社による実績を提出する場合は，同一様式で別に作成し各１部提出すること。 

オ 企画提案書（任意様式）       10 部 
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・別表の審査基準を踏まえて，次の項目について，Ａ４判用紙に記載すること。特に，

関連する独自提案があれば，項目ごとに提案すること。 

（任意様式，両面印刷，通しのページ番号付，左肩１か所をホッチキス留め） 

１ システムの特徴と今回業務の方針 

２ 実施体制及びスケジュール 

※１ 再構築時及び運用時における体制及びスケジュールを示すこと。特に，再

構築時における作業工程と市との役割分担，運用時における市・学校等から

の問合せ対応やシステム安定稼働に向けた体制について明記すること。 

※２ スケジュールについて，「学校等保護者向け」は３月に登録・移行作業，

４月１日までの運用開始を必須とするが，「市民向け」，「職員向け」は段階

的な運用開始を含めて，対応可能なスケジュールを記載すること。 

３ 「市民向け」，「職員向け」の利用の考え方 

・配信可能な手段数・機能（電子メール，Twitter・Facebook，LINE，ｴﾘｱﾒｰﾙ等）

※ 追加で提案可能な機能・要件があれば，有償・無償の区分を明確にしたう

えで提案すること。 

・配信者側の操作性，機能（使いやすさ，操作誤りの生じにくさへの配慮 等）

・受信者側の登録・受信の操作性，機能（市民向け，職員向け等） 

・Jアラート受信機・消防指令台システム（いずれも発注者側でメール変換対応

済），気象情報との自動連携 

・その他の特徴及び提案 

４ 「学校等保護者向け」の利用の考え方 

・受信側の登録・受信の操作性，機能（使いやすさ，アンケート機能の内容，付

加機能の有無 等） 

・配信側の操作性，機能（使いやすさ，教育委員会→全校保護者等への配信※の

容易さ 等） 

※注 現システムは小学校・中学校・小中一貫校の３つのデータベースに分か

れているため，同じ内容を３回送信する必要があるなど，事務が煩雑。 

・年次更新（学年上げ等）の方法及び支援内容※

 ※注 各学校教職員が容易に操作できる，又は，受注者が操作支援するなど，

現場の業務量増，操作誤りによるﾄﾗﾌﾞﾙが生じにくい仕組みを期待する。

・その他の特徴及び提案 

５ 現行システムからの移行方法 

・市民向け，職員向け，学校等保護者向けの各移行方法 

６ 仕様書への適合状況及び考え方 

・運用後に電子メール登録数を増やす場合の対応（システム上の上限や費用面

の考え方 等） 

・配信内容別の配信権限の設定の可否 

（市の所属ごと，学校ごとに配信権限の設定が可能か 等） 

・その他，仕様書の解釈で疑義がある事項，又は，適合しない軽微な事項等があ

れば考え方や対応方法を記載すること。 

※ 項目ごとに，追加で提供可能な機能・要件があれば，有償・無償の区分を明確

にしたうえで提案すること。 
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カ 見積書（任意様式）   １部 

    ・「再構築費用」と「運用費用（37 か月分）」に項目を分けて記載し，積算内訳も可

能な限り明記すること。 

    ※１ 「再構築費用」と「運用費用（1か月分）」の合計金額（消費税及び地方消費

税額を含む。）は，２(5)予算額（3,620,000 円）の範囲内であること。 

    ※２ 「再構築費用」と「運用費用（37か月分）」の合計金額（消費税及び地方消費

税額を含む。）は，２(5)予算額に記載する「再構築費用相当額」と「運用費用相

当額（1か月分）×37」の合計金額（7,940,000 円）の範囲内であること。 

 ※３ 上記に示す金額は，10％の消費税及び地方消費税相当額を含んだ額とする。 

 (5) 参加の辞退 

参加表明書の提出後，参加を辞退する場合は，代表者名・押印による任意様式の書面で

申し出ること。 

７ 選定方法 

(1) 選定委員会の設置 

企画提案の審査及び優先契約交渉事業者の選定のため，市職員で構成する選定委員会

を設置する。 

(2) 審査及び選定 

選定委員会において，提出された企画提案書等の資料について別表の審査基準に基づ

き採点し，最も点数の高かった提出者を優先契約交渉事業者として選定する。 

(3) ヒアリング 

企画提案の内容確認及び審査のため，選定委員会において一部の提出者を対象にヒア

リングを実施する。方法は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，対面ではな

くＷｅｂ会議サービス（Zoom 又は Microsoft Teams を想定）を利用して行う。 

なお，企画提案書の提出者が５社を超える場合は，「業務実績書（様式第３号）」に記載

の関連業務実績数を基準にヒアリング対象者を選定する場合がある。 

※１ 対象者には個別に連絡し，実施日時は調整する。 

※２ ヒアリングは，１社につき 30 分（説明１５分，質疑１５分）以内を予定し，事

前提出した企画提案書及びシステムのデモ画面等を用いて行うものとする。 

(4) 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。 

ア 参加資格の要件を満たしていない場合，又は満たさなくなった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合，又は提出書類に不備があった場合 

ウ 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 

エ ヒアリング審査を正当な理由なく欠席した場合 

オ 見積額が予算額を上回っている場合 

 (5) 選定結果の公表 

   選定結果は市ホームページに公表する。公表内容は優先契約交渉事業者名，すべての

提出者の点数（優先契約交渉事業者以外はＡ社，Ｂ社，・・・と表示）とする。 

８ その他 

(1) 企画提案書の提出は１社につき１案とする。 

(2) 提出書類は返却しない。また，提出後の差し替え及び追加，削除は認めない。 



5 

(3) 参加表明及び企画提案に要する経費は，提出者の負担とする。 

(4) 企画提案書の著作権は，各提出者に帰属する。ただし，本市と契約締結に至った者が

作成した企画提案書については，市が本システムを市民及び議会等に説明する際に，そ

の一部又は全部を無償で使用することができるものとする。 

(5) 提出書類については，著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）第１８条第３項

第３号の意思表示がない場合，三原市情報公開条例（平成１７年３月２２日条例第１２

号）の規定に基づき公開する。 

９ 書類提出及び問合せ先 

  三原市 経営企画部 広報戦略課 

   住所：〒723-8601 広島県三原市港町三丁目 5番 1号（本庁舎４階） 

   電話：0848-67-6007(直通)  Fax：0848-64-7101 

   Ｅﾒｰﾙ：koho@city.mihara.hiroshima.jp 

別表 

審査基準 

項目 審査基準 様式 点数 

事業者評価 
関連業務の実績 業務実績書（様式第３号） ５点

業務の理解 企画提案書 １及び２ １０点

企画提案評価

「市民向け」，「職員向け」の利用の

考え方 
企画提案書 ３ ４０点

「学校等保護者向け」の利用の考え

方 
企画提案書 ４ ２０点

現行システムからの移行方法 企画提案書 ５ ５点

仕様書への適合状況及び追加提案

内容 
企画提案書 ６ほか １０点

価格評価 見積金額 見積書（任意様式） １０点

計  １００点


