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 倉浜衛生施設組合 出退勤管理システム業務委託 

に係るプロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）業務の目的 

倉浜衛生施設組合（以下、「組合」という。）では、出勤、休暇、時間外勤務命令、欠

勤簿等は現行、紙媒体を使用しており、出退勤管理の機能を有するシステムはないた

め、紙の出勤簿やタイムカード等に記録した服務記録や諸届けを手作業により確認の

うえ集計を行い、給与システムへ入力している。 

出退勤管理システムを導入することにより出退勤時間を効率的に把握する事で過度な

時間外勤務などを事前に確認でき、職員や会計年度任用職員の健康への影響や組織課

題の早期発見に資するとともに、勤務時間の集計作業等や休暇申請等の記録・申請・決裁を

電子化及び省力化することで、事務の正確性・効率化を図るため、提案内容を総合的に判

断し、優れた操作性・機能性を備えた費用対効果の高いシステムを提供できる事業者

を公募型プロポーザル方式により選定する。 

（２）業務名称 倉浜衛生施設組合出退勤管理システム業務委託 

（３）業務内容 別添「倉浜衛生施設組合出退勤管理システム業務委託基本仕様書」 

に基づく 

（４）業務期間（予定） 

    契約締結日の翌日 から 令和９年９月３０日まで   

システムの運用・保守期間は、令和４年１０月１日から令和９年９月３０日までの６０カ月

間を予定している 

（５）業務決定方法 

公募型プロポーザル(書類審査、プレゼンテーション及びデモンストレーション)  

 

２．提案上限額  

システム借入料 １０，０６０，０００円（消費税を含む） 

 ※上記金額はシステム導入費（システム構築費、導入支援費、環境設定・機器設置費、

インターネット接続用回線工事費等）を含む。 

システム保守料   ２，７４６，０００円（消費税を含む） 

 

３．参加資格  

プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。 

なお、複数の事業者の共同提案による参加も可能とするが、この場合、本業務全体の進行

管理及びとりまとめ代表事業者（提案者）の責任において行うものとする。 

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

と。  

（２）国税、県税、市町村税について滞納のないこと。 

（３）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号に)第２条第
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２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活

動を行う者でないこと。 

（４）会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再

生又は再生手続きを行っていないこと。 

（５）提案者又は協力事業者において、本業務の遂行にあたり、専門的かつ十分な能力を

有し、国・地方公共団体などが発注する本業務と同種または類似した業務実績を有す

ること。 

（６）本業務の実施について、組合の要請に応じて来庁及び遠隔で対応できる体制を整え

ていること。 

（７）出退勤管理システム構築及び調達並びにシステム構築に必要な機器調達及び付帯工

事、稼働後の運用管理等を一括で請け負うことのできる能力があること。 

（８）その他本業務を確実に遂行できること。 

 

４．スケジュール 

（１）公募告示       6月13日（月）～7月 8日（金）正午まで 

（２）参加申込書提出期間  6月13日（月）～6月20日（月）正午まで 

（３）質問書の受付期間   6月13日（月）～6月20日（月）正午まで 

（４）質問書に対する回答  6月27日（月）までにメールにて回答 

（５）技術提案書提出期間  7月 1日（金）～7月 8日（金）正午まで 

（６）第1次審査（書類審査） 7月12日（火） 

（７）第1次審査結果の通知  7月14日（木） 

（８）第2次審査(プレゼンテーション及びデモンストレーションの実施) 7月27日(水) 

（９）最終結果通知     7月下旬頃 

（10）契約締結       8月上旬頃 

 

５．参加申込書等の提出 

参加申し込みをする者は、「参加申込書(様式第1号)」及び「会社概要(様式第2号)」に

必要書類 を添えて、下記の通り組合まで提出すること。また、必要な場合、「協力事業

者調書（様式第6号）」を提出すること。（※必要書類の詳細は、様式第1号に記載） 

（１）提出期間 令和4年6月13日（月）～6月20日（月）正午まで(土日祝祭日を除く) 

（２）提出方法  郵送または持参とし、郵送の場合は必着とする。 

 

【提出先】 

倉浜衛生施設組合 総務課  

（所在地）〒904-2141 沖縄県沖縄市字池原3394番地 

（電話番号）098-937-9942  

 

（３）受付時間  8：30～17：00まで（12：00～13：00を除く） 
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６．質問書の受付及び回答  

（１）プロポーザルの実施内容及び提出書類の作成等に関する質問は、質問書（様式第4

号）に質問内容を簡潔にまとめ、以下のとおり電子メール（ワード）で提出するこ

と。  

【質問受付期間】 令和4年6月13日（月）～6月20日（月）正午まで 

【送付先アドレス】 soumu1@kurahama.or.jp 

（２）質問に対する回答は、参加申し込みをした者の内、回答期日までに参加を辞退してい

ない者すべてに対し、電子メールにて回答する。ただし、質問内容が、質問者固有の提案

内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する場合がある。 

 

７．技術提案書等の提出 

参加申し込みをした者は、下記「８.技術提案書等の作成要領」を参照の上、技術提案

書等を下記の通り提出すること。 

（１）提出期限 令和4年7月 1日（金）～7月 8日（金） 正午まで(土日祝祭日を除く) 

（２）提出方法 郵送または持参とし、郵送の場合は必着とする。 

（３）提出先、受付時間は「５.参加申込書等の提出」と同様。 

（４）提出部数 技術提案書等各10部（原本1部・副本9部） 

 

８．技術提案書等の作成要領  

 参加申し込みをした者は、下記の書類を提出すること。作成にあたっては、別添「倉浜

衛生施設組合出退勤管理システム業務委託基本仕様書」に基づき、作成すること。 

№ 目次 内容 

1 
実績報告書 

(様式第 3 号) 

提案者及び協力事業者の過去 5 ヶ年の全国他団体(県内市町村及び

一部事務組合)における導入実績 

2 

見積書 

（様式第 5 号） 

見積費用は円単位で作成し、見積明細書(任意様式)は積算根拠が

わかるように示すこと 

※システム導入費については、賃貸借料及び保守料とともに毎月

均等支払を考慮すること 

3 

技術提案書 

(任意様式) 

※ A ４ 版 で 統

一し、文字の

ポ イ ン ト は 原

則 11 ポイント

以 上 と す る こ

と。ただし， や

むを得ず図面

資料などのＡ

３判を使用す

る場合は折り

込んでも構わ

ない。 

①提案システムの特徴や開発形態 

・パッケージシステム、カスタマイズ及びバージョンアップ等 

・操作性(画面イメージサンプル等提示) 

②システムを導入することによるメリット 

・事務の効率化につながる機能 

・使用者の負担軽減につながる機能 

・人件費等の事務経費削減につながる機能の提案など 

③機器構成 

・システム稼働に必要なサーバ、その他周辺機器等(名称、機

種、仕様、数量等の詳細一覧を示すこと) 

④他システムとの連携 

・グループウェア、人事給与システムとのデータ連携 

⑤安全対策 

・提案システムのセキュリティ対策など 

⑥導入及び保守体制 
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・導入スケジュール(システム本稼働までの作業工程) 

・操作研修、保守サポート体制、カスタマイズに対する貴社の考

え 

・SLA に関することなど 

⑦その他 

・追加提案、特筆事項等があれば作成すること 

4 

機能要件書 

※別添「機能

要件書一覧」 

 

提案システムの機能として、項目ごとに 

◎(システムの持つ標準機能で対応可) 

〇(カスタマイズすることにより対応可) 

△(代替案により同程度の運用が可能) 

×(対応不可) 

のいずれかを表記し作成すること 

 また補記、特記すべき内容があれば備考欄に記載すること 

5 

業務実施体

制調書（様

式第 7 号） 

配置予定の責任者、担当者の情報を記入すること。 

※技術提案書等については原本（1部）及び副本（9部）のみ社名等を記載すること。 

 

９．審査方法 

プロポーザルの審査は、本業務に関する評価委員会によって厳正に審査するものとし、

審査方法は以下のとおりとする。 

（１）第 1 次審査（書類審査） 

提出書類等を下記１０.評価基準(１)に示す評価基準に基づいて審査し、高い評価を

得た提案者を選考する。ただし、応募者多数の場合は、上位４者程度を選考するものと

し、選考結果を書面によって通知する。なお、選考された者のみ、第 2 次審査を実施す

る旨通知する。 

（２）第 2 次審査(プレゼンテーション及びデモンストレーションによる審査) 

第 1 次審査により選考された者により、企画提案についてプレゼンテーション及びデ

モンストレーションを実施し、下記１０.評価基準（２）に示す評価基準に基づき審査

を行い、第 1 次審査及び第 2 次審査の合計点により、最も優れている事業者を選定する。 

①開催日時  令和 4 年 7 月 27 日(水) 

       （9 時～17 時の間で予定） 

※日時等については提案者数等により変更する場合があるため、別途連絡する。 

②開催場所  倉浜衛生施設組合 3 階 大会議室 

③出席者   各社 4 名以内 

④発表時間  各社 40 分以内 

⑤質疑応答  20 分程度 

⑥発表順   技術提案書の提出が早い提案者から順に、希望に沿った発表順とする。 

⑦その他   プロジェクター及びスクリーンは当組合で用意するが、その他プレゼ

ンテーション等に必要な機材については提案者が手配すること。 
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（３）審査結果の通知  

①第 1 次審査 

審査結果及び第 2 次審査(プレゼンテーション等)の実施について、書面により通

知する。 

 

②第 2 次審査 

審査結果（選考結果）を書面により通知する。 

（４）判定及び契約候補者の選定 

倉浜衛生施設組合出退勤管理システム選定評価委員会の委員が評価し、合計点が

もっとも高い提案事業者（以下、「最優秀提案者」という。）を契約候補者として選

定する。ただし、合計評価点が満点の 60％以上でなければ最優秀提案者として選定

しないものとする。 

なお、最優秀提案者が複数いる場合は、企画提案書評価(2 次審査)の評価点が高

い提案者を契約候補者として選定するものとする。 

（５）提案が 1 社のみの場合における選定方法 

    提案が1社のみの場合においても、上記に示す審査と同様により選定する。 

 

１０．評価基準 

 プロポーザルは以下の評価基準に基づき審査する。 

（１）第1次審査（400点満点） 

①業務実績       30点 

②見積書        150点 

③機能要件書      220点 

（２）第2次審査（600点満点） 

別添仕様書に示す業務内容について、業務実施方針や業務遂行力、また具体的かつ効

果的で実現性のある提案となっているかどうか、プレゼンテーション及びデモンストレ

ーションを通して総合的に審査を行う。 

評価項目 評価の視点 

プレゼンテーション及

び提案内容 

（配点 130点） 

システムの概要がわかりやすく具体的に説明されている

か。また運用支援や保守体制は十分なものか。 

システムの機能の特徴

及び操作性 

（配点 240点） 

提案システムの機能の特徴及び操作性が優れたものである

か。また、機能要件書の項目以外で優れた機能の提案がな

されているか。 

システム導入による事務

効率化及び経費削減 

（配点 190点） 

提案システムが導入されることにより、内部事務の効率化につな

がる機能やそれに伴う人件費等の経費削減効果を有している

か。 

その他 

（配点 40点） 

技術提案書その他、本組合にとって有意義な提案について評価

する。 
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１１．失格条項  

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）参加資格を満たさないもの 

（２）見積額が提案上限額を超えたもの 

（３）書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

（４）提出書類に記載すべき事項に不備や違法行為等の内容が記載されているもの  

（５）プレゼンテーションに出席しなかったもの 

（６）書類の提出期限後に見積書内の金額に訂正を行ったもの 

（７）虚偽の申請を行い、参加資格を得たもの 

（８）別添「機能等要件一覧表」の必須の項目が対応不可であるもの 

 

１２．契約に関する事項  

（１）契約候補者の特定 

評価委員会が選定した者を、本業務契約に係る契約候補者として特定する。ただし、

下記のいずれかに該当し、特定した契約候補者と業務契約が締結できない場合には、次

点者を契約候補者として再特定する。 

①契約候補者が、地方自治法施行令第167条の4第1項または第2項に規定する者に該当

することとなったとき 

②契約候補者が、指名停止を受けることとなったとき 

③契約候補者の見積徴収の結果、契約締結ができなかったとき 

④契約候補者が本業務契約の締結を辞退したとき 

⑤その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能になったとき  

（２）業務契約金額  

業務契約金額は、本業務契約に係る予定価格の範囲内とする。 

（３）支払方法 

  支払方法に関しては、システム導入費を含めた契約金額の毎月均等払いを原則とする。 

 詳細については、倉浜衛生施設組合と契約候補者で協議の上で決定する。 

 

１３．その他の留意事項  

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とする。 

（３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）参加表明提出後、辞退を希望する場合は速やかに「参加辞退届（様式第 8 号）」を 

提出すること。 

（６）第２次審査時に使用する資料は、技術提案書の提案内容と整合性がある内容とする。

第 1 次審査時の資料から追加する提案は、認めないものとする。 

（７）検討すべき事項が発生した場合は、組合と別途協議を行うものとする。 


