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１．業務の概要 

１．１ 業務名 

 日南市公式ホームページリニューアル業務委託 

 

１．２ 目的 

日南市公式ホームページは、平成２７年にリニューアルを行ったが、高度化・多様化する閲覧者のニーズやア

クセシビリティへの対応が求められる中、管理運営が煩雑化している状況である。 

また、普及するスマートフォンやタブレット端末による閲覧への対応や、加速化する自治体ＤＸ（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）化に沿ったデジタルコンテンツの充実なども急務となっている。 

本業務は、このような多様なニーズに対応でき、閲覧者が求める情報へのたどり着きやすさ、デザイン性を重

視した視覚的な見やすさなど、分かりやすさや機能性・利便性の向上、更には本市全職員が、効果的に情報発

信のできる操作性にも配慮したシステムの構築を目的とする。 

ついては、業務の取組方針やシステム機能などの提案を受け、委託業務の履行に最も適した委託業者を選定

するため、公募型プロポーザル方式により実施する。 

この要領は「日南市公式ホームページリニューアル業務委託」を実施するにあたり、必要な事項を定めたもの

である。 

 

１．３ 業務内容 

別紙１ 日南市公式ホームページリニューアル業務委託仕様書（以下、「仕様書」という。）のとおり 

 

１．４ 委託期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（ただし、令和５年１１月１日から１１月３０日までは試験運用期間とし、リニューアル後のホームページの公開

は、令和５年１２月上旬とする） 

 

１．５ 提案上限額 

本業務にかかる費用の合計額は、18,200,000円以内とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

システム稼働にかかる費用及びその後のシステム保守・運用（新サイト公開予定の令和５年１２月上旬から令

和６年３月３１日までの約４か月）にかかる費用とする。なお、この合計額を超えた提案は無効とする。 

 

１．６ 事務局 

 日南市 総合政策部 秘書広報課 広報広聴係 担当：渡邊 

 〒887-8585 宮崎県日南市中央通１丁目１番地１ 

 電 話 0987-31-1117 

 F A X ０９８７-31-1190 

 E-mail koho@city.nichinan.lg.jp 
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２．プロポーザルに関する事項 

２．１ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たす者とする。 

（１）仕様書に基づくコンテンツ管理システムの提供、導入、運用その他必要な業務を行うことができるものであ

ること。 

（2）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）による再生手続の申立てがなされていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

（４）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）第２条第２号に規定する暴力

団、同条第６号に規定する暴力団員及び日南市暴力団排除条例（平成２３年条例第２９号）に規定する暴力団

関係者（暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者）ではないこと。 

（５）本業務の参加意向申出書の提出期限の日から契約締結の時までに、日南市指名競争入札参加者の資格

及び指名基準等に関する要綱（平成２１年日南市告示第２８号）第９条の規定に基づく指名停止を受けていな

い者であること。 

（６）代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいない法人等 

（７）本業務の遂行に係る関係者等との連絡、調整、打ち合わせ等を円滑に行い得る能力を有し、本事業の趣旨

を十分に理解し、支援なく遂行できること。 

(8)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

(9)過去において、政府機関・地方公共団体ホームページ及びＣＭＳの導入実績があり、現在も稼働しているこ

と。 

(10)一般社団法人日本情報経済社会推進協会の ISMS適合性評価制度の認定又はプライバシーマークの認

定を受けていること。 

 

２．２ スケジュール 

実施内容 日程 

告示・募集要領の配布 令和５年１月１６日(月) 

質問書受付期限 令和５年１月２５日（水） 

質問書に対する回答期間 令和５年１月３０日(月)以降 

参加意向申出書提出期限 令和５年２月２日(木) 

参加資格確認通知 令和５年２月６日（月） 

企画提案書の提出期限 令和５年２月１４日（火） 

一次審査（書類審査） 令和５年２月１７日(金)※予定 

一次審査結果通知 令和５年２月２０日(月)※予定 

二次審査（プレゼンテーション） 令和５年２月２８日(火)※予定 

最終審査結果通知・公表 令和５年３月３日(金)※予定 

契約締結日 令和５年３月下旬※予定 
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２．３ プロポーザル参加意向申出書の提出 

 本プロポーザルへ参加を希望する者（以下、「参加希望者」という。）は、次のとおり参加意向申出書及び資料

（以下「参加意向申出書等」という。）を提出しなければならない。 

 なお、期限までに参加意向申出書等を提出しない又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、このプ

ロポーザルに参加することができない。 

（１）提出書類  

①参加意向申出書（様式１） 

※ただし、本市の令和 3、4年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者（以下、「登録業者」という。） 

以外は、次のア～エの書類を提出しなければならない。  

なお、期限までに既定の必要書類を提出しない者又は参加資格がないと認められた者は、公募型プロポー

ザルに参加することはできない。 

ア 決算書（直近 1期分）1部又は電子データ 

イ 納税（完納）証明書 

日南市内に本店又は支店等を有する場合 

・日南市税の完納証明 

・国税に滞納が無いことの証明（その３の３等） （発行から３か月以内 写し可） 

日南市内に本店又は支店等を有していない場合 

・国税に滞納が無いことの証明（その３の３等） （発行から３か月以内 写し可） 

ウ 法人にあっては、登記事項証明書の写し（発行日から３か月以内） 

個人にあっては、本籍地市町村長発行の身分証明書（写し可） 

エ 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（様式２） 

②会社概要（任意様式） 

・事業者名、所在地、代表者、資本金、従業員数、事業所数、事業概要が記載されているもの。既存パン

フレット等でも可。 

   ③導入実績調書（様式３） 

   ④別紙５ データセンター機能要件一覧 

   ⑤履歴事項全部証明書（発行日から３か月以内 写し可） 

   ※参加意向申出書、導入実績調書は、本市公式ホームページからダウンロードすること。 

（２）提出期限 

令和５年２月２日（木） １７時まで 

   ※持参による場合の受付は、土・日曜、祝日を除く。 

（３）提出方法 

持参又は郵送(提出期限内必着)により１．6の事務局あてに提出すること。 

※郵送時は必ず到着確認を行うこと。 

 

２．４ 質疑及び回答 

参加意向申出書及び企画提案書の作成について質問がある場合は、次のとおり質問書により提出すること。 

 （１）質問期限 令和５年１月２５日（水） １７時まで ※必着 
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 （２）質問方法 事務局電子メールアドレスに送付（受付期限内必着） ※必ず到着確認の連絡を行うこと。 

 （３）質問様式 本市公式ホームページから質問書（様式４）をダウンロードすること。 

 （４）回答方法 参加意向申出書を提出している者全てに対し、電子メールにより回答するものとする。また、令

和５年１月３０日（月)以降、本市公式ホームページ上で当該回答内容を公表する。 

 （５）その他   質問に対する回答は、実施要領等の追加等とみなす。 

           質問又は回答の内容が、競争上の地位その他利害を害する恐れがあるもの、質問者の具体

的な提案内容に密接に関わるものについては、質問者についてのみ回答する。 

           質問は、企画提案等の作成に係る質問に限るものとし、本業務及び本プロポーザルに関係の

ない内容又は評価及び審査に係る質問は、一切受け付けない。 

 

２．５ 参加資格審査結果通知・企画提案書提出要請 

 ２．３の参加意向申出書等により参加資格要件を確認し、要件を満たすと認められる者に対しては、令和５年２

月２日（木）までに参加資格確認結果通知書兼企画提案書提出要請書により、企画提案書提出書の提出を要

請する。また、参加資格要件を満たさないと認められる者に対しては、令和５年２月６日(月)までに参加資格確

認結果通知書によりその旨通知する。 

 なお、いずれの場合においても、電子メールにて前述の期日までに事前通知を行い、書類原本はその後郵送

する。 

 

２．６ 参加辞退 

 企画提案書等の提出を要請された者が、提出を辞退しようとする場合は、令和５年２月１４日(火)までに辞退

届を持参又は郵送で提出すること。なお、既に提出された書類は返却しない。 

 

２．７ 企画提案書等の提出 

別紙３企画提案書作成要領のとおり、提出書類を作成し提出すること。企画提案に必要となる提出書類は次

のとおりとする。なお、正本については、見積書に代表者印を押印すること。 

（１）提出期限 令和５年２月１４日(火) １７時まで ※必着 

（２）提出方法 持参又は郵送により１．6の事務局あてに提出すること 

（３）提出書類 以下のとおり 

提出書類 部数 

企画提案書（任意様式）  

正本１部（クリップ止め） 

副本１０部（上部２か所をホッチキス止

め） 

 

別紙２ CMS機能要件一覧表  

費用見積書（構築費用） （様式５） 

費用見積明細書（構築費用）（様式５ 別紙） 

費用見積書（保守費用）（様式６） 

費用見積明細書（保守費用）（様式６ 別紙） 

企画提案書の電子データ（CD-R又は DVD-R） 1枚 
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２．８ 失格事項 

（１）２．１の参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない

書類の提出があった場合 

（４）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

２．９ 審査 

 本プロポーザルは、公募型プロポーザルとして二段階審査方式で実施する。 

（１）審査委員会の設置 

企画提案の審査評価及び候補者の選定を行うため、市職員等で構成する日南市公式ホームページリニュ

ーアル業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（２）一次審査（書類審査） 

一次審査は、別紙４日南市公式ホームページリニューアル業務委託公募型プロポーザル審査実施要領に

沿って、次の４つの書類について評価し、点数化する。評価点の上位３者程度を一次審査通過者とする。 

①別紙２ CMS機能要件一覧表 

   ②企画提案書 

   ③費用見積書（構築費用） 

   ④費用見積書（保守費用） 

（３）二次審査（プレゼンテーション審査） 

一次審査を通過した者を対象に、プレゼンテーション審査を実施し、別紙４日南市公式ホームページリニュ

ーアル業務委託公募型プロポーザル審査実施要領に基づき評価点を算出する。 

①オンラインにより実施予定 

②実施日 令和５年２月２８日（火）予定 ※予定のため、別途通知する。 

③実施時間 各提案事業者５０分間（説明４０分以内、質疑応答１０分程度）  

④オンラインのプレゼンテーションは提案事業者が web会議システムの準備を行い、接続に必要な情報を

事前に事務局へ連絡するものとする。  

⑤企画提案書の内容に変更が無ければ、企画提案書を抜粋した資料やサンプル画像を投影しての説明も

可とする。ただし、説明の際は企画提案書のどの部分を説明しているのか分かるようにすること。企画提

案書に記載の無い事項の追加提案は認めない。  

（４）受託候補者の選定 

審査委員会において、書類審査とプレゼンテーション審査の合計点（以下、「合計点」という）で、最高点を

得た者を受託候補者として選定する。 

この場合において、提案者が１者の場合及び合計点が最も高い者が複数であるときは、別紙４日南市公式

ホームページリニューアル業務委託公募型プロポーザル審査実施要領に沿って行う。 

 

（５）審査結果の通知 

審査結果については、プロポーザルに参加した事業者全てに文書にて通知する。なお、審査結果について
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の異議申し立ては受け付けない。 

（６）審査結果の公表 

受託候補者を選定したときは、審査結果通知日の翌営業日以降に市公式ホームページにおいて、次の事

項を公表する。 

    ①受託候補者及び合計点 

    ②全提案者の順位、合計点（受託候補者以外の名称は秘匿とする） 

 

２．１０ 契約に関する基本事項 

（１）受託候補者となったものが令和３、４年度競争入札参加資格者名簿に登録されていない場合は、結果の

通知後速やかに入札参加資格申請を行うこと。 

（２）契約締結 

受託候補者が名簿に登録されたことを確認した後に、受託候補者と日南市との間で業務内容について

協議し、合意に至った場合に契約締結のための仕様書等の調整を行い、その仕様書に基づく見積書を徴

収し、随意契約により契約を締結する。 

 （３）次点候補者との交渉 

    受託候補者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合又は協議が整わない場合に

は、次点候補者と当該業務委託について交渉を行う。 

（４）契約保証金 

  日南市財務規則（平成 21年規則第 50号）第 132条第１項各号の規定に基づく契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、同規則第１項各号に該当するときは免除することができる。 

（５）契約書 

  要する。 

（６）事業実績報告書等 

  当該業務完了後に、当該業務に関する実績報告書等の提出を要する。 

（７）委託料支払 

  当該業務完了後に、受託者の指定する口座へ支払う。 

 

２．１１ 留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出書類は返却しない。 

（3）提案に関する全ての費用は、提案者の負担とする。 

（４）提出期限を過ぎた後の書類の提出、再提出、訂正、差し替えは認めない。ただし、市の指示があった場合

は除く。 

（５）提出書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しない。ただし、情報公開請

求があった場合には、日南市情報公開条例に基づき公開される場合がある。 

 （６）提案内容は、契約を締結する際に提案事業者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

 （7）当該業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、当該事業の一部を第三者に

委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により市の承諾を得なければならない。 
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 （8）物品の調達や再委託が必要な場合は、市内企業を活用するなど、地域への人的・物的貢献に努めること。 

 （9）仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された受託

候補者と本市の協議により決定する。 

（10）本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。 

（11）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者 

の権利の対象となっている手法などを用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全て提案者が負うものと 

する。 

（１2）本要領や仕様書の事項に違反していること、提出書類の内容に虚偽があること等が判明した場合は、参

加資格を取り消すことがある。また、契約締結後、受託事業者が委託の要件等に違反した場合は契約の一

部又は全部を解除し、委託料は支払わないこと、若しくは既に支払っている委託料の一部又は全部を返還、

場合によっては損害賠償を求めることがある。 

 


