
１　一次審査（書類審査）

一次審査の配点 ５００ 点

審査基準

（１）企画提案書評価点　　別紙１のとおり ３００ 点

（２）ＣＭＳ機能要件表及びデータセンター要件表 １２０ 点

　評価方法

○

△  代替案により本業務の委託費用内で、実現可能

×  本業務の委託費用内では、実現できない

○又は△  該当１項目につき、０点

×  該当１項目につき、減点（△３点）

○  該当１項目につき、加点（＋３点）

△  該当１項目につき、加点（＋１点）

×  該当１項目につき、０点

点数合計

（３）概算見積書（導入経費） ２０ 点

（４）概算見積額（導入経費）及び参考見積書（運用経費）の合算 ６０ 点

 概算見積書（導入経費）　リニューアル業務費用

　＜欄外＞　コンテンツの素材作成に関 する費用

 参考見積書（運用経費）ア・イの合計額

上記３項目の合計額

２　二次審査（プレゼンテーション・デモンストレーション）

二次審査の配点 ４００ 点

審査基準 別紙２のとおり

３　合計点（満点） ９００ 点

任意項目

価格点＝20点×（全提案者中の最低見積額÷当該提案者の見積額）
（小数点以下四捨五入）

価格点＝60点×（全提案者中の最低見積額※÷当該提案者の見積額）
（小数点以下四捨五入）　※全提案者のうち、上記３項目の合計額が最低の者の当該額

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選定評価基準

 本業務の委託費用内で、実現可能
 （標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

必須項目
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別紙１

１　一次審査（書類審査）

（１）企画提案書評価点

①
類似事業の実施実績
等

・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が十分にあるか。 10

② 課題等の把握 ・社会的課題、本協議会の課題を踏まえた提案内容であるか。 10

② 理解度 ・本業務について適切な考え方を有し、企画提案書の中で示しているか。 10

③ わかりやすさ ・資料の内容が見やすく簡潔にまとまっており、理解しやすいか。 10

・本業務に対する基本的考え方や具体的な方針が示されているか。

・過去の類似事業の実績を踏まえた提案がされているか。

・アクセシビリティに対する考え方や、「準拠」の実績が提示されている
か。
・アクセシビリティに対応するための具体的な実現方法が提案されている
か。
・サイト全体の統一的なデザインコンセプトに基づいて、各サンプルページ
がデザインされているか。

・圏域５市及び協議会のイメージに合ったデザインとなっているか。

・スマートフォンでのデザインが、利用者に使いやすいものとなっている
か。

・ユーザビリティの基本コンセプトが提示されているか。

・利用者が情報に快適にたどり着ける工夫があるか。

・トップページは、異なる目的の利用者が情報を見つけやすいデザインと
なっているか。

・マイクロツーリズムを志向する層にアピールする魅力的な提案か。

・他のページも閲覧したくなるような、回遊性を高める工夫があるか。

・現行の閲覧数を損なわない工夫が提案されているか。

・テンプレート、表作成、画像配置など、簡単にページ作成や更新ができる
ような具体的な提案があるか。

・上記のページ作成・更新機能以外に、魅力的な機能の提案があるか。

・工程が明確で工夫されているか。

・各工程での受託者と協議会との役割分担が明確か。

8 データ移行
・実施方法について、明確で具体的な提案があるか。
・データ移行を行わない場合、どのように構築を行うか具体的な提案がある
か。

10

・マニュアルのコンセプトや提供方法が工夫されているか。

・職員研修は、職員のシステム操作の習熟に重点を置いた内容・実施方法と
なっているか。
・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が示されているか。
・ＣＭＳに関するセキュリティ対策が十分に示されているか。
　オープンソースＣＭＳは、その旨が明示されているか。
・サービス提供時間や、障害が発生した場合の連絡体制など、保守範囲が提
示されているか。

・ＣＭＳのサポート及び保守について、具体的に提示されているか。

・アクセス解析結果を活用したサイト改善についての提案があるか。

12 ＳＮＳとの連動
・将来的なＳＮＳの利用に向けて、魅力的かつ現実的な提案がされている
か。 10

13
リニューアルの成果を
高める独自提案

・上記以外に、魅力的かつ有益な独自提案があるか。 10

・チーム編成に工夫があるか。再委託が明記されているか。

・協議会との連絡体制が整えられているか。

・リスク回避の方法が明確で現実的か。

・運用保守の実施体制について、提案があるか。

点数合計 300

20

30

30

30

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選定評価基準（一次審査）

審査項目 評価視点 点数

1
本業務に対する
取組方針 20

2
ウェブアクセシビリ
ティの確保・維持・
向上

3
サンプルページの
デザイン

4
目的とする情報への
たどり着きやすさ

5
「たまろくめぐり」
のリニューアル

10

9
マニュアルの提供及
び職員研修 10

6
ページ作成について
（ＣＭＳの特徴） 20

7 スケジュール案

20

14 実施体制 20

10 セキュリティ対策 20

11 運用保守について
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別紙２

２　二次審査（プレゼンテーション・デモンストレーション）

（１）プレゼンテーション・デモンストレーション全般

取組意欲 10

現行Webサイトの課題に対する理解 10

リニューアル業務に対するノウハウや専門知識 10

説明力、表現力、ヒアリングにおける適応性 10

プレゼンテーション資料のわかりやすさ 10

小計 50

（２）企画提案書について（プレゼンテーション）

・本業務に対する基本的考え方や具体的な方針の説明があったか。

・過去の類似事業の実績を踏まえた提案があったか。

・アクセシビリティに対する考え方や、将来的な「準拠」に向けた対応が
示されているか。
・アクセシビリティに対応するための具体的な実現方法が提案されている
か。

・アクセシビリティに関する過去の実績が活かされているか。

・トップページ及び各サンプルページに統一感があるか。

・トップページは、圏域６市の魅力と協議会の取組を伝えるのに相応しい
デザインか。
・トップページは、利用者にとって情報が探しやすくわかりやすいデザイ
ンとなっているか。
・スマートフォンでのデザインが、利用者に使いやすいものとなっている
か。

・サイト構成・カテゴリ区分はわかりやすく適切か。

・上記のほか、利用者が情報に快適にたどり着ける工夫があるか。

・マイクロツーリズムを志向する層にアピールするような魅力的なコンテ
ンツとなっているか。

・他のページも閲覧したくなるような、回遊性を高める工夫があるか。

・現行の閲覧数を損なわないための工夫があるか。

6
ページ作成について
（ＣＭＳの特徴）

・ＣＭＳ操作（デモンストレーション）以外で、魅力的な機能の説明が
あったか。 10

10 セキュリティ対策
・セキュリティの安全性・安定性を確保するのに十分な対策が講じられて
いるか。 10

・保守の範囲が示されているか。

・アクセス解析結果を活用したサイト改善について提案があったか。

12 ＳＮＳとの連動 ・魅力的かつ現実的な提案があったか。 10

13
リニューアルの成果
を高める独自提案

・魅力的な独自提案について説明があったか。 10

14 実施体制
・自治体におけるサイト構築やＣＭＳ導入実績が豊富で、構築期間中の業
務体制が整っているか。 10

その他
・7 スケジュール案、8 データ移行、9 マニュアルの提供及び職員研修、
その他について、特筆すべき説明があったか。 10

小計 200

（つづく）

評価視点 点数

1
本業務に対する取組
方針

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選定評価基準（二次審査）

評価視点 点数審査項目

10

2
ウェブアクセシビリ
ティの確保・維持・
向上

30

3
サンプルページの
デザイン 30

4
目的とする情報への
たどり着きやすさ 20

5
「たまろくめぐり」
のリニューアル 30

11 運用保守について 20

全体的な評価

審査項目
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別紙２

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選定評価基準（二次審査）

（３）ＣＭＳ操作（デモンストレーション）

・全体的に、理解しやすく、使いやすい印象があるか。

・ＣＭＳの画面は見やすいか。

①テンプレートを使ったページ作成機能

・知識が少ない職員でも容易にページが作成できるか。

・アクセシビリティに対応したページを作成できるか。

・職員が、容易にテンプレートを作成・管理できるか。

②表を作成・修正する機能

・Excelに近い操作性で、簡単に表を作成できるか。

・簡単な操作で、行・列の追加や削除ができるか。

・簡単な操作で、行の高さや列幅を設定できるか。

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

・簡単な操作で、画像やファイルを添付できるか。

・画像の位置を容易かつ任意に調整できるか。

④パソコン及びスマートフォンのプレビュー機能

・パソコンのプレビュー画面は、見やすいか。

・スマートフォンのプレビュー画面は、見やすいか。

⑤公開日・新着情報の設定機能

・公開期間の設定は容易か。十分な機能があるか。

・新着情報の設定は容易か。

①フォームの作成・編集機能

・問い合わせフォームやアンケートを、簡単な操作で作成できるか。

②利用者による入力・入力エラー表示の実演
・利用者にわかりやすく、入力ミス・送信ミスを防止するような画面
となっているか。

4 管理機能 ・職員が理解しやすい管理画面となっているか。

・管理画面でページの管理が簡単に行えるか。

5 その他 上記以外に、リニューアルの効果を高める提案があったか。 10

ＣＭＳの操作（デモンストレーション）　合計 150

二次審査合計点 400

評価視点 点数

20

20

審査項目

3
フォームの作成、
入力・送信

20

20

40

1
ＣＭＳの操作性
（全般） 20

2 ページ作成支援機能
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