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平戸市教育機関用統合基盤構築事業プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 この要領は、平戸市教育機関用統合基盤構築事業に係る委託事業者を公募により選定するにあた

り、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 選定方法 

 業者選定については、単なる情報機器の入替ではなく、セキュリティ対策、利便性の向上、保守・

運用、サポート体制、提案価格などを総合的に評価し、平戸市の求める事業内容に最も合致した事

業者を選定するため、公募型プロポーザル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により実施す

るものである。 

 

３ 事業概要 

項 目 内  容 

事業名 平戸市教育機関用統合基盤構築事業 

履行場所 平戸市本庁舎（平戸市岩の上町 1508 番地 3） 

業務概要 

別に定める「平戸市教育機関用統合基盤構築事業要求仕様書」（以下「要求仕

様書」という。）に基づいて構築するセキュリティ対策が施された統合サーバ及

び新教育機関用ネットワーク（以下「教育機関用仮想化統合基盤」という。）を

整備する。 

(1) 教育機関用仮想化統合基盤の設計・構築 

・同基盤の設計及び構築 

・設計に基づく機器、ソフトウェア等の調達及び設定 

・現行サーバ等からのデータ移行 

・操作研修 

(2) 教育機関用仮想化統合基盤の運用・保守 

・機器保守及びサポート 

・設定変更等の運用支援 

・定期教育 

※詳細については「要求仕様書」参照。ただし、契約時における仕様書について

は、選定された事業者の企画提案内容に応じて変更することがある。 

契約期間 

(1)教育機関用仮想化統合基盤構築期間 

契約締結日から令和２年 10 月 31 日まで 

(2) 教育機関用仮想化統合基盤賃貸借及び運用・保守期間 

令和２年 11 月 1 日から令和７年 10 月 31 日まで 
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提案上限額 

(1)サーバ賃借料・構築・運用・保守業務委託料 

５年総額 46,920,000 円（消費税及び地方消費税抜き）とする。 

 

※この金額は、本業務に係る契約時の予定価格を示すものでは無く、事業規模

を示すためのものであるが、本業務に係る見積書を提出する際は、この金額

を超えることの無いよう留意すること。 

 

４ 参加資格要件 

（１） 本プロポーザルの要求仕様書に基づき、事業を実施できる者 

（２） 過去５年間（平成 27 年度以降）に、国、地方公共団体又は民間事業者において、次の事例

を含む設計・構築業務等を元請として受注し完了した実績があること 

・サーバ仮想化 

・デスクトップ仮想化 

・ネットワークの仮想的分割、ＱｏＳ設定、マルチキャスト設定等 

（３）組織における情報セキュリティ管理について公的な第三者機関又はそれに準ずる機関による

認証等を受けていること 

（４）平戸市物品入札参加資格審査要綱の規定により、令和元・２年度入札参加資格の様式５号登

録希望営業種目（業務委託）電算業務類「216 システム関係業務」「218 その他」に登録がある

こと 

（５）公告の日現在において、長崎県、佐賀県、福岡県内に本店又は支店を有すること 

（６）提案参加資格申請時に、法人税、平戸市の市税、消費税及び地方消費税の滞納がない者 

①平戸市内に本店又は支店、営業所などがある者は、平戸市の市税、消費税及び地方消費税 

②平戸市内に本店又は支店、営業所などがない者は、本店の法人税、消費税及び地方消費税 

（７）提案参加申請の提出期限の日及び提案審査日以前６ヶ月以内に、取引銀行において不渡手形

及び不渡り小切手を出していない者 

（８）破産法第 18 条第１項若しくは第 19 条の規定に基づく破産の申立て、会社更生法第 17 条の

規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法第 21 条第１項の規定に基づく再生手続

き開始の申立てがなされていない者 

（９）次の事項に該当する者は、提案に参加できない。 

  ①地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当する者。なお、被補助人、被保佐人また

は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しな

い者 

②平戸市又は国・県・その他の地方公共団体の指名停止及び指名除外期間中の者 

③次のアからオまでに該当する者 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が平戸市暴力団

排除条例（平成 24 年平戸市条例第 22 号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定す
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る暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

 

 ５ 実施スケジュール 

番号 内 容 日 程 

１ 公募及び質問受付開始 

(ホームページ掲載) 
令和２年６月２日（火）から 

２ 質問書受付 令和２年６月９日（火）午後５時まで 

※質問受付日から３日以内にホームページにて回答 

３ 参加表明書提出期限 令和２年６月 16 日（火）午後５時まで 

４ 企画提案書等提出期限 令和２年６月 23 日（火）午後５時まで 

５ 企画提案書に対する質問 令和２年６月 24 日（水）～29 日（月） 

６ 選定結果通知 令和２年７月上旬予定 

７ 優先交渉権者との交渉 令和２年７月上旬予定 

８ 契約締結 令和２年７月中旬予定 

 

６ 参加手続き 

本プロポーザルに参加しようとする者は、下記に掲げる書類を提出すること。 

 参加申込書及びプロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は、本市ホームページから

ダウンロードすること。 

（１）提出書類 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 会社概要書（様式第２号） 

③ 構築実績表（様式第３号） 

 ※提出が無い場合は、構築実績の無いものとみなす。 

※構築実績に対応する契約書及び仕様書の写しを添付すること(実績提示分すべて) 

  ④ 業務担当責任者届出書（様式第４号） 

⑤ 業務従事実務者一覧（様式第４号別紙） 
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（２）提出部数 

  各１部 

（３）提出期限 

  令和２年６月 16 日（火）午後５時 必着 

（４）提出方法 

  持参又は郵送とする。持参の場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（５）提出先 

 〒859-4807 平戸市田平町里免 27 番地 1 

  平戸市役所田平支所内 

  平戸市教育委員会 教育総務課 

  Tel：0950-22-9213 

 

７ 要求仕様書等に関する質問の受付・回答 

（１）質問書（様式第５号）に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出すること。ただ

し、評価及び審査に関する質問は受け付けないものとする。 

メール件名：「平戸市教育機関用統合基盤構築事業質問書（法人名）」 

メールアドレス：kyoikusomu@city.hirado.lg.jp 

※受信後は事務局から確認メールを返信する。 

（２）提出期限 

   令和２年６月９日（火）午後５時 必着 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、令和２年６月 12 日（金）に

平戸市ホームページにおいて公表する。なお、質問回答書は本実施要領の追加または修正とし

て、実施要領と同様に取り扱うものとする。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   ① 企画提案書（任意様式） ※下記項目８参照 

② 見積書（様式第６号） ※下記項目９参照 

③ 機能証明書（様式第７号） 

  ※提案が仕様書の内容を満たしていることを証明すること。 

④ 機器等明細一覧表（様式第８号） 

※「平戸市教育機関用統合基盤構築事業要求仕様書」の要件ごとに区分し、内容を詳細

に記載すること。 

⑤ 登記事項証明書（商業登記簿謄本等）の写し（提出期限前３か月以内のもの） 

⑥ 印鑑登録証明書の写し（提出期限前３か月以内のもの） 

⑦ 直近年度の法人税、市税、消費税及び地方消費税の納税証明書の写し又は未納がないこ
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との証明書の写し（直近事業年度で提出期限前３か月以内のもの） 

⑧ 情報セキュリティ管理についての公的な第三者機関、またはそれに準ずる機関による認

証にかかる書類の写し 

 ※ 提出が無い場合は、取得していないものとみなす。 

（２）提出部数 

   正本１部、副本６部及びＰＤＦ形式のデータを収録した電子媒体 1部 

   ※正本、副本いずれもカラー印刷とする。 

（３）提出期限 

   令和２年６月 23 日（火）午後５時 必着 

（４）提出方法 

   持参又は郵送とする。持参の場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（５）提出先 

 〒859-4807 平戸市田平町里免 27 番地 1 

    平戸市役所田平支所内 

    平戸市教育委員会 教育総務課 

 Tel：0950-22-9213 

 

９ 提案書記載項目 

 提案書は、Ａ４判の両面印刷とし、フラットファイル等にファイリングし、次の項目を順番に

製本すること（最大 50 ページ、背表紙、見出し、ページ番号をつけること）。専門用語について

は、注釈をつけるなどわかりやすい表現に努めること。なお、提案に対する審査項目は別紙評価

基準表の審査項目のとおりであり、これらの項目に漏れがある場合は評価に影響があるので注意

すること。 

 提案書の表紙には「平戸市教育機関用統合基盤構築事業提案書」と記載するとともに、提案者

名を記載し、提案者が押印すること。 

 

■記載項目 

（１）表紙 

（２）目次 

（３）教育機関用仮想化統合基盤の構築方針 

・教育機関用仮想化統合基盤構築にあたっての方針を示すこと。 

（４）システム実現方式 

①システム全体概要 

・教育機関用仮想化統合基盤の全体構成を示すこと。 

・全体構成は、サーバやネットワークなど実装や技術的な情報を中心とするのではなく、

本市へ提供するサービスとその利用イメージを把握できる内容とすること。 
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②統合サーバ 

・想定するサーバ構成を示すこと。 

・統合サーバにて必要となるサーバリソースを算定し提案すること。また、サーバ集約の考

え方やその根拠を示すこと。 

・教育機関用仮想化統合基盤の構築に際し、統合サーバ以外に別途物理サーバを必要とする

場合は、用途、及び機器構成を提案すること。 

・本市では、庁内のサーバ集約を段階的に進めることを検討している。統合サーバの拡張性

と、運用開始後に性能強化を要求した場合の具体的な対応を提案すること。 

・統合サーバを構成する機器の耐障害性と、障害発生時の対応について、冗長化などにより

自動対応される範囲、受託者が保守・運用にて行う範囲、本市の管理者が対応すべき範囲

を把握できる内容として、提案すること。 

・想定される障害とその際の本市業務運用への影響について示すこと。 

③新教育機関用ネットワーク 

・想定するネットワーク構成を示すこと。 

・新教育機関用ネットワークを構成する機器の耐障害性と障害発生時の対応について、冗長

化などにより自動対応される範囲、受託者が運用・保守にて行う範囲、本市の管理者が対

応すべき範囲を把握できる内容として提案すること。 

・想定される障害とその際の本市業務運用への影響について示すこと。 

・提案するネットワーク機器の種類と台数については、配置先別に一覧化し示すこと。 

・保守回線に用いるセキュリティ対策とその利用方法について提案すること。 

④統合ファイルサーバ 

・現在、長崎県統合型校務支援システム利用系と児童・生徒用インターネット閲覧系にそれ

ぞれファイル共有環境を整備している。新環境構築後も引き続き、長崎県統合型校務支援

システム利用系セグメントと児童・生徒用インターネット閲覧系セグメントでファイル共

有環境を構築すること。ファイル共有環境のサイジングを行い、適切な機器構成を提案す

ること。なお、サイジングについては、その根拠を示すこと。 

⑤統合バックアップシステム 

・想定するバックアップ対象及びバックアップの取得方法について提案すること。 

・各セグメント間のセキュリティを考慮すること。 

⑥セキュリティ対策 

・教育機関用仮想化統合基盤全般のセキュリティ対策として、提案者が実際に設定を施すこ

とを想定する機能と、その機能により軽減されるセキュリティリスクを示すこと。提案に

あたって、境界防御からエンドポイント対策及び各セグメント間までを順を追って提案す

ること。 

・セキュリティ対策機能により検知や通信遮断などが行われた際に、受託者が運用保守作業

の範囲で行う対応について、提案すること。 

・インシデント発生に備え、各サーバのログ収集及び保存の方法を示すこと。 
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（５）設置・移行 

①機器等の設置 

・本市サーバ室に設置する統合サーバ・新教育機関用ネットワークについては、運用開始後

に機器増設を行う可能性がある。このような拡張性を考慮し、提案時に想定する機器構成

によるラック搭載イメージを提案すること。 

・必要となる電源容量の想定を提案示すこと。 

②機器等の移行 

・教育機関用仮想化統合基盤の導入及び現行環境からの移行方法を提案すること。また、移

行に要する期間、移行期間中の制約を示すこと。 

・端末の設定方法を提案すること。また、設定に要する期間及び設定期間中の制約を示すこ

と。 

・移行期間中に、本市職員が行う作業を示すこと。 

 

（６）運用・保守業務 

①運用 

・提供する運用支援サービスの内容及び制約を示すこと。 

・運用支援作業に関し、本市による作業依頼から作業対応が完了するまでの流れ及び業務の

管理方法を提案すること。 

②保守 

・提供する保守サービスの内容及び制約を示すこと。 

・保守作業に関して、発生から作業対応が完了するまでの流れ及び保守業務の管理方法を提

案すること。 

 

（７）教育 

・本市に対して実施する職員及び管理者に対しての教育について、その内容と実施頻度を提

案すること。 

・運用期間中の教育について、経年による品質向上や実施効果を高める提案があれば行うこ

と。 

 

（８）プロジェクト管理・運用 

①プロジェクト管理 

・本プロジェクトにおけるプロジェクト管理として行う取組み作業を具体的に示すこと。 

※ 記載の留意点 

「PMBOK に準拠し実施する」等の記載は認めない。フレームワークに準拠し何をどのよう

に実施するのか具体的に記載すること。 

   ・プロジェクトマネジメントの解説は不要であり、本事業を実施する具体的なマネジメント

の内容と手法を記載すること。 
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・教育機関用仮想化統合基盤の構築業務について、提案時点で想定されるリスク、課題を示

し、その対応策を提案すること。 

・プロジェクトの各構成、及び教育機関用仮想化統合基盤が提供する各種サービスの利用開

始時期を把握できるスケジュールを示すこと。 

※ 記載の留意点 

・スコープを明確にした後に、受託する作業範囲はもとより、本市のレビュー、承認プロセ

ス等の工程を含めたプロジェクト開始から完了までの全ての作業タスクをスコープとし

て定義し、進捗管理のインプットとすること。 

②実施体制 

・プロジェクトの体制図を示すこと。また、体制図には各役割も付記すること。 

・業務の一部を再委託する際には、再委託先の体制も記載すること。 
 

（９）独自提案 

・その他教育機関用仮想化統合基盤構築にあたり、有益な提案があれば記載すること。 
 

（10）会社概要 

①会社概要 ※正本のみ 

②構築実績等 ※正本のみ 

③業務担当責任者・業務担当者経歴、及び業務実績等 

※本プロポーサルにて、優先交渉権者となり、契約締結に至った場合には、契約期間中にお

ける業務担当責任者の交代は認められないものとする。ただし、やむを得ない事情により

本市が認めた場合はこの限りではない。 

 

10 見積書作成要領 

・消費税及び地方消費税を抜いた額とし、別途消費税額も記載すること。 

・見積書の各項目、金額に整合し、第三者が検算可能な詳細内訳を提出すること。 

・機器の設置に関する見積は、見積根拠を確認できるよう拠点単位に作業費や必要となる部材

費等を詳細内訳にて示すこと。 

・見積対象は下記のとおりである。契約内容については、本市が想定しているものであり、別

途契約時に最優秀提案者と協議する。 

・リース契約については、第三者賃貸方式も選択できるものとする。 

 

主な内容 契約形態 契約方法 支払方法 

機器費用 リ ー ス 契 約

（第三者賃貸

方式） 

長期継続契約を

予定 

リース会社とのリース契約（第三者賃

貸方式）により、リース会社より本業

務受託者に一括して支払われる 

構築時作業費用 直接契約 通常契約 検収時一括支払い。 

運用保守費用 直接契約 通常契約 毎年検収時一括支払い。 
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11 優先交渉者の選定及び契約について 

 （１）選定委員会 

①優先交渉者の選定を行う委員会は、「平戸市教育機関用統合基盤構築事業プロポーザル選定

委員会」（以下「選定委員会」という。）とする。 

②選定委員会は、平戸市職員で構成する。 

③選定委員会会議は非公開とする。 

（２）評価基準 

   評価は、別紙評価基準表に基づき行う。 

（３）審査 

   審査は書類審査とし、提出書類及び提案価格を元に仕様評価点及び価格評価点を算出し、合

計点が最も高い者を優先交渉権者、２番目に高い者を次点とする。ただし、提案価格が「３ 業

務概要の提案上限額」の金額を超えている場合は、失格とする。 

（４）契約交渉 

  契約については、優先交渉権を得た提案者と協議のうえ締結することとし、協議がまとまら

ない場合は優先順位の次点の提案者と協議を行う。 

  

12 留意事項 

   次のいずれかに該当するときは、契約候補としての決定を取り消すものとする。 

①提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

②評価委員又はその関係者に選定に関する接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を

行ったとき。 

③契約候補者の決定から契約締結までの間に、契約候補者の経営事情等の変化により、業務

の履行が困難であると市長が判断したとき。 

④著しく社会信用を失う行為等により、契約候補者としてふさわしくないと市が判断したと

き。 

⑤契約候補者が、参加資格要件に適合しなくなったとき。 

  

13 その他 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）提出された提案書等の差し替え、再提出は認めないものとする。 

（３）提出書類で用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

（平成 4 年法律第 51 号）に定める単位とする。 

（４）提出書類の文章は横書きとし、文字サイズは 10 ポイント以上とする。文字等の色指定は

ない。 

（５）提案書等は、選定作業の過程で複製を行う場合がある。提案者は提案書等の複製に同意し

たものとみなす。 
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14 お問合せ・提出先 

 〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免 27-1 

  平戸市教育委員会 教育総務課 

  担当：石田 

  TEL：0950-22-9213 

  FAX：0950-25-1211 

E-mail:kyoikusomu@city.hirado.lg.jp 


