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１ 趣旨・目的  

小野市水道部（以下「市水道部」という。）の上下水道料金システムは、新規の給

水者の登録から料金算定、収納管理を含む水道及び下水道事業にかかわるあらゆる

業務を包括的に処理するシステムである。また、公営企業会計システムは、予算業

務、日常・月次業務及び決算業務を包括的に処理するシステムである。現在稼働中

のこれらシステムの更新時期に合わせ、新たなシステムを調達するにあたり、ファ

イルサーバのクラウド化を含め、更なる業務能率の向上を目指したシステムの開発

及び運用を図り、パッケージシステムを基本として、市水道部独自の事務処理に対

応できるシステムを導入することを検討している。 

上記を踏まえ、小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再構築業

務委託（以下「本業務」という。）の実施にあたっては、価格比較だけでなく、本市

水道業務に適していることが重要であり、企画力、技術力、創造性、専門性及び実

績等を総合的に評価し、最適な事業者と契約を締結する必要があることから、プロ

ポーザル方式により、契約の相手方となる候補者（以下「契約候補者」という。）を

選定するものとする。 

この要領は、本業務に係るプロポーザルの実施に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名称  小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再構築業

務委託 

(2) 業務場所  小野市役所庁舎３階 

(3) 業務内容  別紙「小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再

構築業務委託仕様書」のとおり 

(4) 履行期間 

ア システム構築業務  契約締結日から令和４年３月３１日まで 

※上記期間内に現行システムと新システムの並行稼働期

間を最低１か月は設けること。 

イ システム保守業務  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（導入後５年間） 

 

３ プロポーザル方式の種別 

本業務は、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、契

約候補者を決定するものとする。 

 

４ 審査委員会の設置 

小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再構築業務委託審査委員

会（以下「審査委員会」という。）を設置し、企画提案書等の審査、評価及び契約候

補者の選定を行うものとする。 

  



2 

 

 

５ 契約候補者の決定及び契約までのながれ 

(1) プロポーザルへの参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、指定期

日までに、市水道部に参加申込みをし、市水道部から参加資格を有すると認めら

れた者（以下「参加者」という。）として通知を受けた場合にプロポーザルに参加

できるものとする。 

(2) 市水道部は、別に定める「評価方法及び評価基準」により、評価点が上位１位

となった者を「契約候補者」、上位２位となった者を「次点者」として選定 

し、選定結果を参加者全員に郵送にて通知する。なお、参加者が１者のみであった

場合でも、審査を行い、当該参加者の「契約候補者」の適否について評価を行う

ものとする。 

(3) 市水道部と契約候補者は、期間を定めて企画提案書等の内容をもとに契約締結

に向けて契約条件等について協議を行うものとする。 

(4) 上記(3)の期間内に市水道部と契約候補者との協議が整わない場合は、市水道部

は次点者と協議を行うものとする。 

(5) 日程については、「６ 日程」のとおりとする。 

 

６ 日程 

項 目 日   程 

参加募集の公告 令和３年４月１２日（月） 

質問書の提出期間 令和３年４月２０日（火）１２時００分まで 

質問に関する回答 令和３年４月２３日（金） 

参加申込受付期間 令和３年５月 ６日（木） ９時００分から 

令和３年５月 ７日（金）１７時００分まで 

参加資格審査結果

通知 
令和３年５月１３日（木）発送 

企画提案書等の 

提出期間 

令和３年６月 ２日（水） ９時００分から 

令和３年６月 ３日（木）１７時００分まで 

ヒアリング等審査 令和３年６月１０日（木）、１１日（金） 

審査結果の通知 令和３年６月１８日（金）発送 

契約締結日 令和３年７月 １日（木） 

※上記日程は予定であり、変更となる可能性がある。 
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７ 参加資格要件 

参加希望者は、次に掲げる全ての要件を満たす者でなければならない。 

(1) 本市の物品・役務等の入札参加資格審査申請書を提出し、物品・役務の提供等

登録業者名簿に登載されていること。 

(2) プロポーザル参加資格の確認時点及びそれより後プロポーザル審査結果の通知

日までの間において、本市の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない又は

指名停止を受けることとなる事実が確認されていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規

定に該当しないこと。 

(4) 暴力団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）に掲

げる暴力団又は暴力団員及びそれら密接な関係を有するものでないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続の開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていないこと。 

(6) 過去５年間に、情報漏洩等のセキュリティに関する事項について、判決による

罰金、和解金の支払いがないこと。 

(7) ＩＳＭＳ／ＩＳＯ２７００１、プライバシーマークを認証取得していること。

または同等の情報セキュリティ管理及び規定を有し、それを証明できること。 

(8) 本業務を一括委託しないことを確約できること。 

(9) 常時雇用関係があり、かつ上下水道料金システムならびに公営企業会計システ

ム再構築業務について、過去に相当の経験を有し、十分な知識と判断力を備えた

業務責任者を配置できること。 

(10) 障害発生時、早急に原因調査・復旧できるよう一報を受けて即対応できる体制

を確保できること。また、本市庁舎への駆け付けが必要となった場合に備え、一

報を受けてから対応者が概ね１時間半程度で到着できること。 

(11) 提案する上下水道料金システム、公営企業会計システムは、同等規模（人口５

万人以上）の水道事業者に対して、導入・構築業務が完了されており、かつ現在

も稼働している実績を有すること。 

(12) 提案する上下水道料金システム、公営企業会計システムは、パッケージ展開さ

れており、かつクラウドサービスとして、導入・稼働実績があること。 

(13) 提案する上下水道料金システム、公営企業会計システムは、運用期間中に消費

税法改正や事業管理者名変更を含む、軽微な法・制度改正が発生した場合でも、

保守の範囲で対応できるものであること。 

(14) 契約締結に際し、小野市契約規則（昭和４４年小野市規則第１４号）第２８条

に定める契約保証金を納付できること。 

 

８ 質問の受付及び回答 

仕様書、その他プロポーザルの実施に関する質問及び解答については、次のとお

り行うこととする。 

(1) 提出期間  令和３年４月２０日（火）１２時００分まで（必着） 
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(2) 提出方法 

質問書（様式第５号）に質問事項を記載し、「20 問い合わせ先」まで、持参又

は電子メールにより送信すること。なお、電子メールによる場合、メール送信後

「20 問い合わせ先」まで電話により、当該メールの到着確認を行うこと。 

(3) 回答日  令和３年４月２３日（金） 

(4) 回答方法 

各質問者から提示された質問事項、その回答を一覧化し、回答日に本市水道部

ホームページに掲載する。 

(5) その他 

ア 持参又は電子メール以外（電話、ファクシミリ、郵送等）の方法で提出され

た質問は受け付けない。 

イ メールの件名は、「小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム再

構築・質問送付」とすること。 

ウ 参加資格要件を満たさないことが明らかな質問者からの質問については、市

水道部は回答しない。 

エ 本業務及びプロポーザルに係る説明会は実施しない。 

オ 現地調査（市水道部執務室の見学）を希望する場合は、上記「(1) 提出期

間」内に、事前に「20 問い合わせ先」に連絡し、業務に影響を与えないよう

調整すること。なお、見学時に口頭による質 

問は受け付けない。 

 

９ 参加申込及び資格審査 

(1) 参加申込 

参加希望者は、「参加申込書」（様式第１号）に必要事項を記入し、代表者印を

押印の上、必要書類を添えて提出すること。 

(2) 必要書類 

ア 会社概要書（様式第２号） 

イ 商業登記簿謄本 

ウ 財務状況関係書類（直近２か年の各会計年度における決算関係書類、貸借対

照表及び損益計算書含む。） 

エ ＩＳＭＳ／ＩＳＯ２７００１又はプライバシーマークの取得を証明できる書

類 

オ 提案パッケージシステム稼働実績表（料金システム）（様式第３－１号） 

提案パッケージシステム稼働実績表（会計システム）（様式第３－２号） 

※人口５万人以上の水道事業者への導入実績を記載すること 

カ 実績表に記載した受託実績の契約が確認できる資料（契約書、仕様書等）の

写し 

キ 業務実施体制調書（様式第４号） 

(3) 提出先 

小野市水道部管理グループ（担当：藤原、秋吉） 

兵庫県小野市中島町５３１番地（小野市役所庁舎３階） 
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電 話：０７９４－６３－１００４（水道部直通） 

E-mail：suido@city.ono.hyogo.jp 

(4) 提出期間  令和３年５月６日（木）から同月７日（金）まで 

（受付時間：各日９時００分から１７時００分まで） 

(5) 提出方法  持参による（持参以外の提出は認めない。） 

(6) 提出における留意事項 

市水道部職員により内容を確認し、不備があれば受理しない。 

(7) 資格審査 

参加希望者から提出された「参加申込書」等に基づいて参加資格の審査を行

い、その結果を「参加資格審査結果通知書（様式第６号）」により、令和３年５月

１３日（木）付けで発送するものとする。 

なお、参加資格を有する者には、合わせて「プレゼンテーション、デモンスト

レーション及びヒアリングの実施通知（様式第７号）」により、プレゼンテーショ

ン等の日程の詳細通知を行う。 

(8) 参加を辞退する場合 

参加申込書の提出後、提案書等の提出期限日までは本プロポーザルの辞退を容

認する。この場合、参加辞退届（様式第８号）に必要事項を記入の上、事務局ま

で持参すること。 

 

10 企画提案書等の作成及び提出 

参加資格を有すると認められた参加者は、仕様書に基づき、最適な提案を企画提

案書等により行うものとする。 

企画提案は、１者につき１件とし、以下の書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） 

企画提案書については、以下の点について留意し作成すること。 

・様式は任意とし、文字サイズは可能な限り、１１ポイント以上とする。 

・用紙サイズは、原則としてＡ４版縦、横書きとし、表紙を除き、ページ番号

を付けること。 

・用紙枚数は６０枚以内（両面印刷：最大１２０ページまで可）とする。図表

等を使用する場合はＡ３版を使用できるものとし、その場合は、Ａ４版に折

り込んで綴じること。 

・必要に応じて図表等を添付すること。 

・会社概要のパンフレットを添付の場合は最小限に留めること。 

イ システム機能仕様書（本市が指定した様式） 

システム機能仕様書については、以下の点に留意し作成すること。 

・本市より提示したExcelファイルに沿って、評価区分等を記載すること。 

・本調達時点では標準機能としては提供されていないが、システム導入開始

までに標準機能として組み込まれる見込みのあるものは、「◎（パッケージ

標準機能で対応可能）」として、その旨を、「△（代替案・運用で対応可

能）」としたものは実現する手法を、備考欄に明記すること。 
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なお、記載された内容が本市の意図する回答と異なる場合、受け入れられ

ない代替案であると判断した場合、ヒアリングで内容の真意を確認する。

明確な回答が得られない場合は「×（対応不可）」として評価を行う。 

・「○（アドオンで対応可能）」、「□（カスタマイズで対応可能）」としたもの

は、金額欄に対応に要する費用を明記すること。 

ウ 作業工程表（様式第９号） 

エ 費用見積書（様式第10号） 

オ ハードウェア・ソフトウェア明細書（様式第11号） 

〔提出書類作成上の留意事項〕 

・各資料のファイル形式はMicrosoft Office 2007以上（Word、Excel、Power 

Point）とすること。ただし、システム機能要件書はExcel形式とすること。 

・プロポーザルは、業務における具体的な取組方法について提案を求めるもの

で、成果の一部を求めるものではない。また、この実施要領において記載した

事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるの

で注意すること。 

 

(2) 提出部数等 

提出書類 提出部数 留意事項 

①企画提案書 

正本１部 

副本５部 

・Ａ４縦版のフラットファイルに綴じ込み提

出すること。 

・正本ファイルに綴じ込む提案書には、商号

（又は名称）、代表者、代表者印を記名押印

すること。 

②システム機能仕様書 

③作業工程表 

④費用見積書 

原本１部 

・可能な限り内訳を記載するよう努めること。 

・④費用見積書には、商号（又は名称）、代表

者、代表者印を記名押印すること。 

・④費用見積書、⑤ハードウェア・ソフトウェ

ア明細書は、企画提案書とは別に封筒に入

れ、封印の上、提出すること。 

⑤ハードウェア・ソフ

トウェア明細書 

⑥電子媒体 １部 
・企画提案書等を格納した電子媒体（ＣＤ－

Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ）を１部提出すること。 

 

(3) 提出方法等 

ア 提出期間  令和３年６月２日（水）及び同月３日（木） 

（受付時間：各日９時００分から１７時００分まで） 

イ 提出場所  小野市水道部管理グループ（担当：藤原、秋吉） 

兵庫県小野市中島町５３１番地（小野市役所庁舎３階） 

電 話：０７９４－６３－１００４（水道部直通） 

ウ 提出方法  持参（持参以外の提出方法は認めない。） 

事前に提出する日時を電話連絡し調整すること。 
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エ 留意事項 

・提出時に市水道部職員が内容を確認し、不備のあるものについては受理しな

い。 

・企画提案書等の内容について、本市水道部が企画提案書等を提出した参加者

（以下「提案者」という。）に問い合わせを行った場合、問い合わせを受けた

提案者は速やかに回答すること。 

 

11 企画提案書の内容 

企画提案書には、以下の項目を記載するものとする。 

なお、企画提案書の作成にあたっては、以下の項目番号及びタイトルを付し、項

目ごとに順に提案をまとめること。 

項 目 
項 目 

番 号 
記載内容（タイトル） 

提案にあたっての

基本的な考え方 

１－１ システム導入の目的に対する提案方針 

１－２ システム構築における基本的な考え方 

提案システムの 

概要 

２－１ 提案システムの特徴 

２－２ 提案システムの全体構成 

２－３ 提案システムの内容及び本市が要求する機能に対す

る具体的な実現方法など 

２－４ セキュリティ対策について 

２－５ 災害対策（災害時の対応） 

業務遂行にあたっ

ての基本的な考え

方 

３－１ 業務の管理及びシステム品質の維持についての考え

方 

３－２ システム移行について 

３－３ データ移行について 

３－４ 業務実施のスケジュール 

３－５ 業務実施体制及び主たる参画メンバーの経歴 

導入研修及び納品

成果物について 

４－１ 研修方針及びスケジュール 

４－２ 納品成果物一覧 

運用保守について ５－１ 運用保守の基本的な考え方 

５－２ 運用保守実施体制 

５－３ 障害対策及び障害対応について 

その他 ６－１ 要求仕様以外の本市に有益な追加提案 

（提案見積以外に費用がかかる場合は参考費用を記

載すること。） 
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12 プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング 

提出された企画提案書の内容について、提案者によるプレゼンテーション及びデ

モンストレーション並びに審査委員会によるヒアリングを実施し評価を行う。 

(1) 実施日時・場所 

ア 日 時  令和３年６月１０日（木）又は同月１１日（金）〔予定〕 

イ 場 所  小野市役所庁舎 ２階会議室〔予定〕 

※プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリングの実施日時、場所

等の詳細については、令和３年５月１３日（木）付けで「プレゼンテーショ

ン、デモンストレーション及びヒアリングの実施通知（様式第７号）」により通

知する。 

(2) 実施項目・時間 

１事業者につき準備、片付け（各５分）を含めて、１２０分以内とする。 

プレゼンテーションは５０分以内、質疑応答は３０分以内、デモンストレー

ションは３０分以内とする。 

(3) その他 

ア プレゼンテーションは市水道部に提出した企画提案書等を使用して説

明することとし、資料の差し替え、追加は原則認めない。（スクリーン等

を用いて説明する場合を含む。）ただし、誤字脱字等がある場合に限り、

プレゼンテーション時に説明をすることは差し支えない。 

イ プレゼンテーションに必要な機器（パソコン、プロジェクター、電源ケ

ーブル等）は、提案者が用意すること。ただし、スクリーンは市水道部が

用意する。 

ウ プレゼンテーションは本業務を受注した際に携わるメンバーが行うも

のとする。 

エ デモンストレー 

ションは、市水道部職員が当該システムを実際に操作し、システムの操作性

を確認するものとする。デモンストレーションに必要な機器（パソコン、

電源ケーブル等）は２台とし、提案者が用意すること。 

オ ヒアリングは本業務を受注した際に携わる担当者（営業担当者、開発担

当者）の参加を必須とする。 

カ 出席者は上記メンバーを含め、６名以内とする。 

キ プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング内容は非公開

とする。 

ク 市水道部は、プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング内容

を録音することができる。 
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13 評価点及び評価基準 

評価点及び評価基準は以下のとおりとする。 

(1) 評価点 

評価点の合計点は１５００点とする。各項目の配点は以下とする。 

システム機能・保守機能 
企画・提案内容 

（審査員：５名） 

価 格 

計 
共通 料金 会計 

システム

導入 

システム

保守 

10点 345点 345点 500点 150点 150点 1500点 
 
(2) 評価基準 

ア システム機能 

システム機能仕様書の各機能に対する回答結果を得点化し、７００点満点に

換算する。 

イ 企画・提案内容 

内部で作成した評価項目に沿って、評価委員が各々１００点満点で評価を行い、

全評価委員の評価点を合計して算出する。 

ウ 価格 

システム導入・保守について、以下の計算式で算出する。小数点第１位以下は

切り捨てる。※クラウドサービス利用等の利用料は、システム保守として計上す

ること。 

【価格点の計算式】５０点＋１００点×（１－見積額÷提案見積限度額） 

 

14 失格条項 

参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 関係法令に違反した場合 

(2) 企画提案書等の作成に関して不正な行為が認められた場合 

(3) 企画提案書等の提出書類に虚偽の記載があった場合 

(4) 本要領に定める事項に違反した場合 

(5) プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリングに正当な理由なし

に参加しなかった場合 

(6) 本要領に定める方法以外で、市水道部職員、審査委員会委員等に対して、プロ

ポーザルに対する援助を求めた場合 

(7) 提案者から提出された見積額が、当市が定めた予定価格を超過した場合 

(8) その他公平な競争の妨げになる行為、事実があったと市水道部が判断した場合 

 

15 契約候補者の決定 

契約締結候補者は、「13 評価点及び評価基準」に基づき、審査委員会において採

点し、次の方法により決定する。 

(1) 審査結果により、総合評価点数が最高点の提案者を契約候補者とする。 

(2) 総合評価点数の最高点の者が複数になった場合は、審査委員会委員の投票によ

り契約候補者を選定する。  
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(3) 提案者が１者のみとなった場合においても審査を行う。 

(4) 審査を行い総合評価点数が900点以上に達した提案者がいない場合は、候補者

なしとする場合がある。 

 

16 審査結果の通知及び公表 

(1) 審査結果通知 

審査結果は、提案者へ審査結果通知書（様式第１２－１号又は様式第１２－２

号）により郵送するとともに、契約候補者については市水道部ホームページにて

公表する。 

(2) 審査結果に対する問い合わせ 

審査の結果、契約候補者とならなかった提案者は、その理由について、審査結

果通知日の翌日から起算して５日以内（休日等を除く。）に、書面で説明を求める

ことができるものとする。 

 

17 契約締結に向けての協議 

(1) 仕様等の確定 

市水道部は、契約候補者と契約締結に向けた協議を行うが、契約候補者の選定

をもって、契約候補者の企画提案書等に記載された内容の全てを承認するもので

はない。 

協議において、必要な範囲内において企画提案書等の項目の追加、変更及び削

除を行ったうえで本契約の仕様に反映させることができるものとする。 

この場合において、仕様に反映された提案及び条件等は、全て仕様書に規定さ

れたものと見なし、受注者は履行の義務を負うものとする。 

(2) 契約金額 

契約金額は原則として、企画提案時に提出した見積額を超えないこととする。 

ただし、市水道部との協議において企画提案書等に記載された項目に追加等が

あった場合は、この限りでない。 

(3) 契約書 

契約書は、市水道部が作成したものを使用するものとする。 

 

18 契約候補者が契約締結を辞退又は参加資格要件を満たさなくなった場合 

契約候補者が、契約締結に向けての協議中に本契約締結を辞退した場合、又は契約

締結日までに「７ 参加資格要件」を満たさなくなった場合、若しくは市水道部が契

約候補者との協議が整わないと判断した場合、市水道部は、契約候補者と本業務に係

る契約を締結しない。 

この場合、次点者と契約締結に向けて協議を行うものとする。 
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19 その他留意事項 

(1) 業務内容についての詳細は本実施要領によるものとし、説明会は行わないものと

する。 

(2) 書類の作成、提出及びプレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリン

グに係る費用は、提案者の負担とする。 

(3) 提出書類（電子データを含む。）は返却しない。 

(4) 提出書類は日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

(5) 提出後の企画提案書の修正は、提出期間内においてのみ可能とするが、提出期間

経過以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。ただし、市水道部が要求

した場合はこの限りでない。 

(6) 提出書類の著作権は、作成者（参加者）に帰属する。ただし、市水道部がプロポ

ーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、作成者の承諾を得ずにその内

容を無償で使用できるものとする。 

(7) 選定結果に対する異議は受け付けない。 

(8) 契約後において、業務実施体制に記載した配置予定技術者は、病気、事故、退職

等やむを得ない事情がある場合を除き、変更することはできない。 

(9) 契約締結後において、受託者は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託

することはできない。ただし、本業務の一部を再委託する場合で、事前に再委託す

る業務、再委託先を市水道部に書面で報告し、承認を得た場合は、この限りでない。 

(10) 本要領に定めのない事項については、競争性、公平性を考慮し、適宜市水道部が

判断するものとする。 

 

20 問い合わせ先 

小野市水道部管理グループ  担当：藤原、秋吉 

〒６７５－１３８０ 兵庫県小野市中島町５３１番地 

電 話：０７９４－６３－１００４（直通） 

ＦＡＸ：０７９４－６３－２５００ 

E-mail：suido@city.ono.hyogo.jp 

 

以 上 


