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多摩北部都市広域行政圏協議会 Webサイトのリニューアル業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務委託名 

  多摩北部都市広域行政圏協議会 Webサイトのリニューアル業務委託 

（２）本業務を実施する目的 

  多摩北部都市広域行政圏協議会（以下、「協議会」という。）では、これまで小平市、東村山

市、清瀬市、東久留米市、西東京市の５市（以下「５市」という。）が、施設の相互利用や観光

振興、イベント開催等で広域的に連携してきた。しかしながら、現在の協議会 Web サイトは、

５市の広域連携の取組を伝えるページがないことに加え、開設から 10 年以上が経過し、内容・

機能やセキュリティ面に課題を抱えている。これらの課題を解決するため、協議会 Web サイト

の全面的なリニューアルを行う。 

 

２ 調達内容 

（１）調達方法 

  公募型プロポーザル方式 

（２）業務内容 

  別紙「仕様書（案）」のとおり 

（３）履行期間 

  契約締結の日の翌日から令和５年１月 31日まで 

（４）履行場所 

  本協議会が指定する場所において実施すること。 

（５）委託料上限額 

  3,865,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）実施スケジュール（予定）  

令和４年５月 31日（火） 公募開始（実施要領等を協議会 Webサイトで公表） 

令和４年６月７日（火）午後３時 質問書提出期限 

令和４年６月 13日（月） 質問回答 

令和４年６月 15日（水）午後３時 参加申込書の提出期限 

令和４年６月 23日（木） 応募辞退の締切 

令和４年６月 27日（月）午後３時 企画提案書等の提出期限 

令和４年７月７日（木） 一次審査（書面審査） 

令和４年７月８日（金） 一次審査結果通知 

令和４年７月 12日（火）午後 二次審査（プレゼンテーション・デモンストレーション） 

※一次審査で選定された者のみ 

令和４年７月 13（水） 選定結果通知 

 

３ 参加資格 

  本業務委託の受託者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）東京電子自治体共同運営協議会における入札資格を有すること。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４第 1項の規定に該当していない者であること。 

（３）小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市において入札参加制限を受けていない

者であること。 
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（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者

（会社更生法の更生手続開始の決定、民事再生法の再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

（５）過去に地方自治体又はこれに類する団体において、ＣＭＳ導入に伴う Web サイトの構築又

は再構築業務を受託した実績のある者であること。 

 

４ 質問及び回答 

 本要領及び実施概要について質問がある場合は、次により行うこと。 

（１）質問方法 

  プロポーザル質問書（様式７）に必要事項を記入し、事務局に電子メールで送付すること。 

（２）受付期間 

  令和４年５月 31日（火）から令和４年６月７日（火）午後３時まで 

（３）回答方法 

  令和４年６月 13日（月）に、協議会 Webサイトで質問に対する回答を公表する（予定）。 

 

５ 参加申込 

 参加を希望する者は、参加申込書等を期限内に提出すること。 

 なお、参加申込後に辞退をする場合は、参加辞退届（様式８）を提出すること。 

（１）提出書類 

 ア（様式１） 参加申込書    １部 

 イ（様式２） 参加事業者概要  １部 

（２）提出期限 

  令和４年６月 15日（水）午後３時必着 

（３）提出先及び提出方法 

  「14 事務局」担当宛（以下、「事務局」という。）へ電子メールにより提出すること。 

 

６ 企画提案書等の提出 

 ５により参加申込手続きをした事業者は、次により企画提案書等を提出すること。 

（１）提出書類 

 ア（様式３） 企画提案書提出書（兼誓約書）   １部 

イ（様式４） 類似事業実施実績等確認書     １部 

ウ（任意様式）企画提案書・（別添様式）ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 各 10部  

 エ（様式５）概算見積書（導入経費）、見積額の積算根拠等の詳細（任意様式） 各 10部 

 オ（様式６）参考見積書（運用経費）、見積額の積算根拠等の詳細（任意様式） 各 10部 

カ（任意） パンフレット等  ２部 

※１ 企画提案書の内容については、別紙「仕様書（案）」を踏まえ、「７ 企画提案書の提案

内容」及び「８ 企画提案書の作成概要」を参照すること。 

※２ 概算見積書は、別紙「仕様書（案）」等を基に積算し記載すること。ただし、委託料上

限額を超えてはならない。概算見積書（導入経費）、参考見積書（運用経費）の作成にあ

たっては、「９ 概算見積書（導入経費）及び参考見積書（運用経費）の作成概要」を参

照すること。 
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  ※３ 上記提出書類ア～オについては、紙媒体の他、電子媒体（PDF形式（要件表及び見積書

（詳細を含む）は Excel形式も）で記録した CD-ROM １部）も併せて提出すること。 

（２）提出期限 

  令和４年６月 27日（月）午後３時まで 

（３）提出先及び提出方法 

  事務局へ郵送又は持参すること。提出期限後の追加、差替え、訂正等は認めない。 

  ※郵送の場合は提出期限内に必着、持参の場合は事前に電話連絡すること。 

 

７ 企画提案書の提案内容 

 別紙「仕様書（案）」に基づき、次の提案事項を企画提案書に記載すること。提案事項にない

もので履行期間中に必要と思われる提案や、独自の追加提案についても積極的に記載すること。 

（１）本業務に対する取組方針 

  本協議会 Webサイトのリニューアル及びＣＭＳ構築にあたって、「どのような方針で行うの

か」、「どのような方法で行うのか」について、過去の実績も踏まえて明示すること。 

また、貴社が提案する上で、強調したい点や特徴があれば示すこと。 

（２）ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上 

  貴社がリニューアルを実施した場合、本協議会 Webサイトのアクセシビリティがどのように

向上するのか、今後どのようにアクセシビリティを確保していくのか、将来的な JIS X 8341-

3:2016の適合レベルＡＡ準拠に向けた対応を含めて、具体的な内容を提案すること。 

また、レベルＡ、ＡＡに準拠した実績があれば示すこと。 

（３）サンプルページのデザイン 

  トップページ、下層ページ、末端ページ等、何種類かのサンプルページのイメージを提示

し、サイト全体の統一的なデザインコンセプトを提案すること。 

また、上記のサンプルページについて、スマートフォンでのデザインも併せて提示し、スマ

ートフォンでの使いやすさをアピールすること。 

（４）目的とする情報へのたどり着きやすさ 

  ユーザビリティの基本コンセプト及び全体的なサイト構成・カテゴリ区分を明示すること。 

  また、サイト構成、ナビゲーション、サイト内検索、ファビコンなど、利用者が情報へ快適

にたどり着ける工夫を提案すること。特に、トップページについて、異なる目的の利用者が目

指すページを見つけやすくする工夫を提案すること。 

（５）「たまろくめぐり」のリニューアル 

  現行の「たまろくめぐり」コンテンツについて、マイクロツーリズムを志向する層にアピー

ルするよう、具体的なリニューアル案（構成、内容等）を提案すること。 

  また、現行の閲覧数（ＰＶ）が損なわれない工夫及び「たまろくめぐり」を訪れた閲覧者が

他のページにも回遊する工夫を、積極的に提案すること。 

＜参考＞ 主なページのＰＶ（令和３年度 メニューページを除く。） 

全体 ７万件、トップページ１万件 

渕の森緑地 5,400件、落合川と南沢緑地 1,900件、野火止用水～玉川上水コース 1,800 件、 

ケヤキロード柳瀬川回廊コース 1,300件、落合川の湧水コース 1,200 件、 

特産品小平市 1,700件、特産品東村山市 1,300件、小平梨 1,000件   など 
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（６）ページ作成について（ＣＭＳの特徴） 

ページ作成・修正等の際に職員の作業負荷が低くなる仕組みや、少ない負荷でアクセシビリ

ティに配慮したページ作成ができる仕組みを提案すること。 

  その他にも、ＣＭＳのアピールポイントがあれば、積極的に提示すること。 

（７）スケジュール案 

  下記の内容を前提に、リニューアルのスケジュール案を提示すること。 

 ア リニューアル後サイトの公開開始予定日は、令和５年１月 31日とする。 

 イ 工程名称、工程期間、工程目的、作業内容等を明記すること。 

 ウ ソフトウェア・ハードウェアの利用・稼働時期、テスト期間、データ移行、リニューアル

後の Webサイト一式の納入、職員研修等の時期を明記すること。 

 エ 各工程での受託者と協議会との役割分担を提示すること。 

（８）データ移行 

  データ移行を行う際の具体的な方法について、提案すること。 

（９）マニュアルの提供及び職員研修 

  マニュアルのコンセプト及び提供方法を提示すること。 

  職員研修の実施方法について提案すること。なお、研修対象者は事務局職員及び各市担当者

とする。 

（10）セキュリティ対策 

  貴社がリニューアルを実施した場合、本協議会 Webサイトのセキュリティがどのような点で

安全かつ安定的になるか、具体的な対策とその効果を提示すること。 

オープンソースＣＭＳを使用する場合は、その旨を明示すること。データセンター要件表の

項目に記載が困難なものがある場合は、その項目番号と理由を記載すること。 

（11）運用保守について 

  貴社がリニューアル後の新サイトの運用保守を担当する場合の運用保守について、アピール

する点を費用も含めて提示すること。その際、Google Analytics等によるアクセス解析結果

を活用したサイト改善について、提案できることがあれば示すこと。 

（12）ＳＮＳとの連動 

  将来的に協議会がＳＮＳを利用する場合、Webサイトと連動してどのような発信が可能か、

提案できることがあれば積極的に示すこと。 

（13）リニューアルの成果を高める独自提案 

  本協議会が要求している以外に本協議会に有益な機能があれば、自由に提案すること。 

（14）実施体制 

  本業務を円滑に進めるための実施体制について、次の事項について提示すること。 

  また、本業務の範囲外となるが、運用保守体制についても提示すること。 

 ア 貴社（再委託先を含む。）の体制（プロジェクトチーム内の業務担当・人員数・実績等） 

 イ 本協議会との連絡体制 

 ウ 委託期間中に必要と思われる会議体 

 エ 委託期間中に発生し得るリスクと、その回避方法 
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８ 企画提案書の作成概要 

（１）10部のうち１部は表紙に社名を記載、９部は無記名とする。要件表は全部を無記名とする。 

（２）文中・画像等に社名・製品名又はそれらを推測することができる用語は使用しない。 

（３）表題は、「多摩北部都市広域行政圏協議会 Webサイトのリニューアル」とする。なお、電子

データでの提出にあたっては、表紙とそれ以外を別ファイルとすること。 

（４）Ａ４判で両面印刷により作成し、50ページ以内とする。 

簡潔かつ明瞭な記載とし、各ページには一連のページ番号を記載すること。 

（５）文章を補完するために、画面イメージ、写真、イラスト等の使用を可とする。 

（６）文字サイズの指定なし。 

（７）カラー印刷も可とする。 

（８）使用言語は日本語とする。 

 

９ 概算見積書（導入経費）及び参考見積書（運用経費）の作成概要 

（１）１部は社名を記載、９部は無記名とする。（７）の別途資料も同様とする。 

（２）文中に社名又はそれを推測することができる用語は使用しない。 

（３）宛名は、「多摩北部都市広域行政圏協議会会長」とすること。 

（４）画像などコンテンツの素材作成に関する費用は、「２（５）委託料上限額」の対象外とす

るので、概算見積書（導入経費）の欄外に別途記載すること。 

（５）リニューアル公開後の運用管理業務に係る次の参考見積書（運用経費）を、併せて提出す

ること。なお、運用経費は審査の対象とする。 

 ア 令和５年３月 31日までに支払いを完了する必要のある運用経費（月次又は年次を含む。） 

 イ 令和５年４月１日から５年間の運用経費（月次又は年次を含む。）。ただし、金額の内訳に

ついて、年次別の金額もわかるように記載すること。なお、５年間の契約を保証するもので

はない。 

（６）上記（５）の運用経費の内訳は、概ね次の事項を想定する。 

 ア システム利用経費 

 イ サーバ・ネットワーク関連経費 

 ウ 付加機能運用経費 

 エ セキュリティ対策経費 

 オ 保守運用・運用サポート経費 

 カ その他必要な経費 

（７）概算見積書（導入経費）及び参考見積書（運用経費）ともに、見積金額の積算根拠等の詳

細について、別途資料を添付すること。（様式任意） 

 

10 審査方法 

 審査は、５市の課長級又は係長級の職員５名で構成する選定委員会により行う。 

（１）一次審査（書類審査） 

  提出された企画提案書等により、選定委員会において次のとおり書類審査を実施する。 

 ア 実施日   令和４年７月７日（木） 

 イ 審査方法 

   一次審査の評価は、別添の評価基準に基づき実施し、一次審査合計点の上位３社程度を選

定する。なお、一次審査合計点が同点の場合は、企画提案書評価点が高い者を上位とする。 
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 ウ 結果通知 

   令和４年７月８日（金）（予定）に連絡担当者宛に電子メールで通知する。 

万が一、結果通知が届かない場合は、７月 11日（月）正午までに下記 14の協議会事務局

まで連絡すること。 

（２）二次審査（プレゼンテーション及びデモンストレーション） 

   一次審査で選定された事業者には、提出した企画提案書等について、選定委員会において

次のとおりプレゼンテーション及びデモンストレーションの機会を設ける。 

 ア 実施日   令和４年 7月 12日（火） ※実施時間及び場所の詳細は、別途通知する。 

 イ 審査方法 

   二次審査の評価は、別添の評価基準に基づき実施する。なお、参加申込が１社の場合でも

審査を実施する。 

 ウ 選定委員会におけるプレゼンテーション及びデモンストレーションの時間は 30分以内と

し、別に質疑の時間を 20分設ける。 

 エ プレゼンテーション及びデモンストレーションには、本業務における主たる担当者が必ず

出席し、全体の進行を行うこと。また、出席者の数は最大４人までとする。 

 オ 会場に大型モニターを設置するので、ＨＤＭＩ端子で対応可能な機材を用意すること。機

器の接続は、審査開始前の 10分間で行うこと。なお、上記以外の機材を使用する場合及び

通信環境が必要な場合は、事業者が用意すること。 

 カ プレゼンテーション及びデモンストレーションでは、パワーポイントの使用を認める。 

なお、提出済の企画提案書等から抜粋するなど、内容が変わらない範囲で別の資料を作成

しても構わない。その場合は、当該資料の電子ファイルを、７月 11日（月）午後３時まで

に事務局まで電子メールにて提出するとともに、当日、紙媒体で９部持参すること。 

 キ プレゼンテーションでは、企画提案書における独自提案について必ず説明すること。 

 ク デモンストレーションは、事業者側の出席者が直接操作する形とする。デモンストレーシ

ョンにおける説明項目は、下記（３）を参照すること。 

ケ 一次審査及び二次審査の点数に基づき選定委員会において審査し、一次審査及び二次審査

の合計点が最も高い者を第１位受託候補者として選定する。最高得点者が２社以上ある場合

は、二次審査の点数が高い者を上位とする。二次審査の点数が同点の場合は、事業者間での

くじ引きにより決定を行う。なお、合計点が満点の５割に満たない事業者は、受託候補者と

して選定しない。 

（３）デモンストレーションにおける説明項目 

  次の項目について説明を行うこと。その際に、ページ作成・修正時に職員の負担が軽減され

るポイントや、アクセシビリティ対応に資する機能などを含めて説明すること。 

 ア ページ作成支援機能 

  ①テンプレートを使ったページ作成機能（テンプレートの作成・更新・管理を含む。） 

  ②表を作成・修正する機能 

   word・excelのテキストや表をコピー＆ペーストできる場合は、具体的に説明すること。 

  ③画像やＰＤＦ等の既存ファイルを取り込み、ページに配置する機能 

  ④パソコン及びスマートフォンのプレビュー機能 

  ⑤公開日・新着情報の設定機能  

公開時刻・公開終了日時が設定可能な場合は、併せて説明すること。 
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 イ フォームの作成、入力・送信 

  ①フォームの作成・編集機能 

  ②利用者による入力・入力エラー表示の実演（ダミーサイト等） 

 ウ 管理機能  アカウントの設定、ページの管理機能について 

 エ その他 

  追加できる独自機能など、リニューアルの成果を高める提案があれば、説明すること。 

（４）選定結果通知 

令和４年７月 13日（水）（予定）に、連絡担当者宛に電子メールで通知する。 

なお、選定された事業者は、通知後速やかに、協議会事務局担当者まで連絡すること。 

 

11 契約方法 

（１）第１位受託候補者は、提出された企画提案書及び概算見積書を踏まえて仕様書の作成及び

契約金額について協議を行い、協議が整った場合に、本協議会と契約を締結する。 

（２）協議にあたっては、提出された企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。 

   協議の結果、契約に至らない場合は、選定委員会において順位をつけた企画提案者の順に

契約交渉を行う。 

（３）企画提案書に記載された事項が履行できなかったときは、契約金額の減額又は損害賠償請

求等を行う場合がある。 

 

12 欠格事項 

  次に挙げる事項に該当する場合は、本プロポーザルを失格とする。 

（１）本要領で定める手続、方法等を遵守していない場合 

（２）提出された概算見積書の見積額が、委託料上限額を超えている場合 

（３）虚偽の内容が記載されている場合 

（４）提出された書類が、仕様書（案）に基づく提案となっていない場合 

 

13 その他 

（１）本プロポーザルへの参加に要する費用については、全て参加事業者の負担とする。 

（２）提出された書類は、審査等において必要な場合、複写することがある。 

（３）提案された企画提案書等は返却しない。 

（４）参加申込書・企画提案書の提出は、期限厳守とする。 

（５）選定結果に関する問い合わせについては、一切回答しない。 

（６）本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

14 事務局 

  多摩北部都市広域行政圏協議会事務局 担当：鈴木・安達 

  〒188-8666 東京都西東京市南町五丁目６番 13号 西東京市役所田無庁舎５階 

電話：042-420-2869（直通） 

電子メール：kouiki@city.nishitokyo.lg.jp 

 


