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北広島町図書館システム賃貸借業務 公募型プロポーザル実施要項

令 和 ４ 年 ７ 月

北広島町教育委員会

１．目的

この要項は、次期北広島町図書館システム賃貸借業務について、公募型プロポーザル方

式により委託するものを選定するにあたり、その実施に関して必要な事項を定めるもの

である。

２．概要

（１）業務名称

北広島町図書館システム賃貸借業務

（２）業務内容

別冊「北広島町図書館システム基本仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。

（３）委託期間

契約締結日から令和１０年７月３１日まで

なお、システム更新業務は、令和５年７月３１日までに完了すること。

（４）提案上限額

令和 ５年度（8 月～3 月） 8,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和 ６年度（4 月～3 月） 12,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和 ７年度（4 月～3 月） 12,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和 ８年度（4 月～3 月） 12,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和 ９年度（4 月～3 月） 12,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和 10 年度（4 月～7 月） 4,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

総額 60,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）

３．応募者の参加資格

本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とす

る。なお、参加資格確認基準日は、参加表明のあった日から、本業務の契約を締結するま

での間とする。

（１）北広島町から指名停止等の措置を受けている事業者でないこと。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４各項の規定により一

般競争入札に参加できない者に該当しないこと。

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立、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及び民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立をしていないこと。

（４）国税、地方税に滞納がないこと。
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（５）過去５年以内に中央官庁及び自治体、その他企業等に、今回提案する図書館システ

ムを導入した実績があること。

（６）北広島町暴力団排除条例（平成２３年条例第１５号）に定める暴力団、又は暴力団

又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

（７）法人格を有し、本業務に関する委託契約を当町との間で直接締結できる民間事業者、

団体であること。

（８）本業務の内容を十分に理解したうえで、個人情報の取扱いについて適切な保護措置

を講じ、円滑に業務が遂行できること。

４．スケジュール（予定）

（１）プロポーザル実施要項の公告 令和４年７月２９日（金）

（２）参加表明書提出期限 令和４年８月１７日（水） １７時まで

（３）質問の受付 令和４年８月２４日（水） １７時まで

（４）質問への回答 令和４年８月３１日（水）

（５）提案書の提出 令和４年９月 ９日（金） １７時まで

（６）審査（プレゼンテーション） 令和４年９月２１日（水）

（７）優先交渉権者の選定結果通知 令和４年９月２８日（水）

※上記予定は変更する場合がある。

５．質問の受付及び回答

（１）質問の受付

本実施要項及び仕様書の内容に質問がある場合は、質問書（様式第８号）により、

令和４年８月２４日（水）１７時（必着）までに、電子メールにて提出すること。そ

の際、メールの標題を「質問書（業者名）北広島町図書館システム賃貸借業務」とし、

E-Mail：k-syogaku@town.kitahiroshima.lg.jp へ送信すること。なお、質問書を送っ

た際は、電話で北広島町教育委員会生涯学習課（０５０－５８１２－１８６４）へそ

の旨を連絡すること。

（２）質問への回答

令和４年８月３１日（水）までに、質問に対する回答を、参加表明のあった全ての

の者に対して電子メールで送信する。質問者名等は公表しない。

なお、質問及び回答の内容は、本実施要項及び仕様書の内容と同等の扱いとする。

回答に対する問い合わせは受け付けない。

質問期限を過ぎた後の質問は、原則として受け付けないが、当プロポーザルに対し

て重大な影響を与える可能性があるものについては、対応を検討する。

（３）各種情報の照会

プロポーザルへの提案書の作成段階で、既存の施設や設備の見学を希望する場合
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は、質問の受付期間中に北広島町教育委員会生涯学習課へ協議すること。

６．参加申込

参加を希望する事業者は、以下のとおり提出すること。

（１）提出書類（各１部）

① 参加表明書兼誓約書（様式第１号）

② 事業者概要（様式第２号）

※事業者概要は、別紙による説明を可とするが、その際も本様式は提出すること。

③ 財務諸表（損益計算書及び貸借対照表）※直近決裁のもの

④ 図書館システム導入実績一覧（様式第３号）

⑤ 会社・法人の登記事項証明書（発行後３ヶ月を経過していない原本）

⑥ 上記３（４）に該当する証明書の写し

（２）提出手続

提出期限 令和４年８月１７日（水）１７時まで（必着）

提出方法 持参または郵送（送受履歴が追跡可能な方法に限る。）

電話連絡の上、持参すること。

※作成及び提出に要する費用は、提案事業者の負担とする。

７．参加資格等の審査

事業者より提出された書類に基づき、参加資格要件を満たしているかを確認し、その結

果を参加資格確認結果通知書にて送付する。また、参加資格要件を満たしておらず、参加

が認められなかった事業者に対しては、理由を付して通知する。

８．提案書等の提出

下記の書類を、仕様書の内容を理解した上で作成し、紙媒体（７部（正本１部、副本６

部））及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）に格納した電子データを提出するものとする。なお、

企画提案は各事業者１提案とする。

（１）システム提案書（貴社様式）

以下の点に留意して作成すること。

① 表紙として、様式第４号を添付すること。

② 添付する書類はアからオとする。

③ 原則としてＡ４用紙縦、横書き、文字の大きさは１２ポイント以上で作成する

こと。

④ 表紙、目次等を含め、全部で４０ページ以内とし、ページ数を記載すること。

⑤ 以下の内容は必ず含めること。

ア システム提案資料



4

イ システム開発体制及びシステム保守運用体制

ウ システム構成図

エ ネットワーク構成図

オ ハードウェア構成一覧

カ 更新スケジュール表

キ 研修計画に関する資料

ク システム導入実績

⑥ 日本語で十分に分かりやすい記述とすること。専門用語や略語を使用する場

合には、説明書きを付すること。

（２）図書館システム機能要件

北広島町ホームページに掲載している「機能要件一覧表（資料１）」に、貴社シス

テムでの対応状況を記入し提出すること。

（３）図書館システムデータセンター要件

北広島町ホームページに掲載している「図書館システムデータセンター要件（資料

２）」に、貴社の対応状況を記入し提出すること。

（４）図書館システムサービス要件

北広島町ホームページに掲載している「図書館システムサービス要件（資料３）」

に、貴社の対応状況を記入し提出すること。

（５）概算見積書

① 代表者印（社判を含む。）を押印すること。

② 価格は各年度の提案上限額以内とし、総額及び契約期間を年度別で記載するこ

と。

③ 仕様書内で調達範囲外としているものを除く、本業務にかかる全ての費用を含

むものとする。

④ 様式は任意とする。

⑤ 以下の項目について、表の順番で記載すること。

内訳 費用項目

新システム等構築

・全体管理（プロジェクト管理）費用

・ハードウェア費用

・ソフトウェア費用

・パッケージ費用

・機器搬入費用

・ネットワーク構築費用

・ちゅピＣＯＭ回線使用料

・システム導入作業費用

・データ連携費用
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（６）開発責任者の経歴書（様式第６号）

（７）主任技術者の経歴書（様式第７号）

※開発責任者と主任技術者の兼務は可とする。

（８）提出手続

提出期限 令和４年９月９日（金） １７時まで（必着）

提 出 先 〒７３１－１５９５ 広島県山県郡北広島町有田１２３４

北広島町教育委員会生涯学習課

電話番号 ０５０－５８１２－１８６４

提出方法 持参または郵送（送受履歴が追跡可能な方法に限る。）

電話連絡の上、持参すること。

※作成及び提出に要する費用は、提案事業者の負担とする。

（９）提出書類の修正及び返却

提出後の変更、修正は認めない。また、プロポーザル後終了後提出書類は返却しな

い。

（１０）辞退について

参加申込後に辞退する場合は、参加辞退届（様式第５号）を令和４年９月１４日（水）

までに提出すること。

（１１）無効について

参加表明書等が次に掲げる場合に該当するときは、参加表明を無効とする。

ア 参加資格に掲げる資格のない者が提出した場合

・テスト作業費用

・ドキュメント作成費用

・研修費用

・その他費用

システム保守業務

・クラウド利用料

・ハードウェア保守費用

・ソフトウェア保守費用

・パッケージ保守費用

・通信費用

・その他費用

データ移行

・次期システム（令和１０年８月稼働開始）

へのデータ移行作業に係る見積書及び見積

内訳

契約満了後の対応
・記憶媒体の完全抹消費用

（データ消去証明書の提出を含む）
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イ 提出方法及び提出期限に適合しない場合

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合

エ 提案内容が記載されていない又は提案内容に違法な点がある場合

オ 虚偽の内容が記載されている場合

カ 見積書の金額が価格上限を超えている場合

（１２）その他留意事項

システム提案書等は、情報公開請求があった場合は、北広島町個人情報保護条例

（平成１７年条例第１３号）に基づく不開示情報を除き、原則公開とする。

７．優先交渉権者の選定方法

（１）評価方法

審査は、別表１「評価基準」に基づき、北広島町図書館システム公募型プロポーザ

ル審査委員（以下「審査委員」という）が評価基準表に基づき評価を行う。審査方法

は、以下のとおりとする。なお、審査委員は６名とし、持ち点は１人２６０点とする。

① 各委員のうち最も多くの委員が 1位とした企画提案を最優秀企画提案とし、提

案者を受注候補順位１位とする。

② ①に該当する企画提案が複数生じた場合には、各委員の付けた順位が最も良い

企画提案を最優秀企画提案とする。

③ ②に該当する企画提案が複数生じた場合には、各委員の付けた総得点の最も高

い企画提案を最優秀企画提案とする。

④ 上記において最優秀企画提案が決定しない場合、概算見積書の金額の低い企画

提案者を第１位として選定する。

⑤ 最優秀企画提案以外の提案については、上記と同様の方法により受注候補者順

位を決定する。

⑥ 各委員の採点の平均が（２６０点満点中）１３０点未満または別紙「評価基準」

の 4が 0 点の企画提案は、採用しないものとする。

⑦ 参加事業者が 1社の場合であっても、審査を行い、合格基準点を超えていれば当

該事業者を選定する。

（２）プレゼンテーション

提出された企画提案書の内容等について、プレゼンテーション及びヒアリングを

以下のとおり実施する。

① 日程等

日程 令和４年９月２１日（水）

時間・場所 企画提案者ごとに別途通知する。

② 方法
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企画提案者は、企画提案書に沿って、説明を行う。時間配分は、準備５分、説

明時間３０分と質疑応答１０分の計４５分以内とする。

③ 参加人数

４名以内とする。

④ 北広島町側の出席者

北広島町図書館システム公募型プロポーザル審査委員

⑤ プレゼンテーション等に必要な機器の準備

プレゼンテーション等に際して必要な機器のうち、プロジェクター、接続ケー

ブル（HDMI）及びスクリーンは当町が用意する。端末等の機器は提案事業者で用

意すること。

⑥ 選定結果の通知

結果通知日 令和４年９月２８日（水）

選定結果については、審査後、審査参加事業者全員に書面により通知する。な

お、選定の評価については公開しないものとする。また結果に対する異議は受け

付けない。

８．委託契約

（１）契約等の手続

審査の結果選定された優先交渉権者と、発注価格及び支払条件、仕様書に定める要

件への対応、実施体制等の確認を行い、協議が整った段階で契約等の手続きを行う。

手続きにあたっては、規則及びその他関係法令に定めるところによる。

なお、選定された優先交渉権者が契約等の手続きまでに参加資格要件を満たさな

くなった場合、及び上記協議が整わない等の理由により優先交渉権者との契約等の

手続きができない場合は、次点者を優先交渉権者とする。

（２）契約方法

令和５年８月１日から６０か月の賃貸借契約（長期継続契約）を予定している。

（３）プロポーザル参加者間における下請負等の禁止

プロポーザルにおいて選定された優先交渉権者に対し、優先交渉権者以外の者が、

契約履行に必要な役務を供給することを禁止する。

９．瑕疵がある場合

システム提案書等に瑕疵があることが判明した場合は、その内容を審議し、その取扱い

について決定するものとする。

また、その瑕疵が重大又は悪質であり、公正性及び公平性を著しく損なうと認められる

場合は、既に決定した優先交渉権者の権利を取り消すことがある。

１０．担当部署
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北広島町教育委員会生涯学習課（担当：松長）

連絡先

〒７３１－１５９５

広島県山県郡北広島町有田１２３４

電話 ０５０－５８１２－１８６４

ＦＡＸ ０８２６－７２－５２４２

Ｅメール k-syogaku@town.kitahiroshima.lg.jp


