奈良市児童相談システム構築業務委託に係る
公募型プロポーザル募集要項
奈良市児童相談システム構築業務委託に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び
審査等の内容については、次のとおりとする。

1. 業務の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大状況の下、学校園が休校となりステイホームとなる中、
家庭訪問時などリアルタイムな現場での情報確認や、ウィズコロナ・アフターコロナの柔軟
な働き方への対応が急務である。
また、本市では、令和３年度中に、児童相談所・一時保護所を有する（仮称）奈良市子ど
もセンターを開設予定であり、現在本市で行っている子ども家庭総合支援拠点、発達相談に
関する業務に加え、児童相談所・一時保護所に関する業務を行うこととなるため、これらす
べての業務を一元的に管理できるシステムの整備が必要である。
本業務は、こうした背景の下、職員のリモートワークなど柔軟な働き方を可能とし、児童
相談所の業務にも対応した新しいシステムの導入を行うことを目的として行うものである。

2. 業務の名称、内容、履行期間及び予算の概要
2.1. 業務の名称
奈良市児童相談システム構築業務
2.2. 業務の内容
「奈良市児童相談システム構築業務仕様書」
（別紙１。以下「仕様書」という。）のとおり。
2.3. 履行期間
契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日まで
*履行期間は、契約時点では令和 3 年 3 月 31 日までとするが、３月議会において予算の繰
越について承認後、令和 4 年 1 月 31 日（予定）まで期間延長するものとする。
2.4. 予算の概要（提案上限金額、消費税及び地方消費税を含む）
81,549,000 円

3. 事業者選定方法
公募型プロポーザル方式
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4. 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、単独事業者又は共同企業体によるものとし、次に掲げ
る要件を全て満たすものとする。
4.1. 単独事業者の要件
(1) 複数の都道府県、中核市、政令指定都市若しくは特別区向けの児童相談所システム
パッケージ（市町村が行う家庭児童相談のシステム機能も併せて備えるもの）又は
これに類似するシステム（住基等と連携が可能で、個人・世帯のケース管理が可能
であるシステム）の開発及び稼働実績があること。
(2) 製品信頼性確保の観点から、本仕様書のシステム要件、業務仕様を備えており、本
公告日時点も全国の複数の自治体で安定稼働しているパッケージシステムがある
こと。
(3) 機密情報のシステム管理に関し、個人情報保護の観点からプライバシーマーク認
証又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
「ISO/IEC27001」を取得
している企業であること。
(4) 市税（奈良市外の事業者にあっては国税）を滞納していないものであること。
(5) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない
者であること。
(6) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による手続開始申立て及び民事再
生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による手続開始申立てがなされていない
者（会社更生法の規定による計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可
の決定を受けている者を除く。
）
(8) 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及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有す
る団体並びにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
4.2. 共同企業体の要件
(1) 共同提案の場合は共同企業体（以下「JV」という。）を結成し、代表者を決める必
要がある。なお、共同提案者は、複数の JV に所属することができない。また、JV
に所属しながら単独で提案を行うこともできない。
(2) JV を構成するすべての事業者について、4.1(4)～(8)を満たすことが必要である。
また、4.1(1)～(3)については、代表者が満たすものとし、特に 4.1(3)については、
本 JV において本資格が求める個人情報保護管理が徹底されるよう代表者は責任を
持って対応する。
(3) 参加申請や質問等は代表者が代表して行うものとし、市からの通知や回答等につ
いても代表者のみに行う。
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(4) 参加申請書については、様式１の２を使用すること。また、事業者概要書（様式２）
については、JV を構成するすべての事業者について提出すること。
(5) 見積書（様式６）については、
「○○株式会社」部分を「JV 名、代表者の事業者名」
とすること。その他各提出書類において、
「事業者名」の欄には JV 名を記入するこ
と。また、各書類において必要に応じて所属（代表者以外の事業者名）が分かるよ
うにすること。

5. 参加申請
5.1. 参加申請時の提出書類及び提出部数
(1) 参加申請書（様式１）１部
(2) 事業者概要書（様式２）１部
(3) 類似事業の業務実績書（様式３）１部
(4) 4.1(3)に記載するプライバシーマーク認証又は情報セキュリティマネジメントシ
ステム（ISMS）
「ISO/IEC27001」の写し（どちらも所持している場合は両方の写
し）１部
5.2. 提出方法等
(1) 提出期間
令和２年１１月１６日(月)から１１月２７日(金)午後５時まで
(2) 提出場所
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 子ども未来部 子育て相談課（中央棟１階）
(3) 提出方法
持参又は送付（簡易書留郵便）により提出すること。送付については、上記提出
期間内必着とする。持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、各日午前９時から
午後５時までに提出すること。
5.3. 参加承認
本プロポーザルの参加承認の可否の連絡は、参加申請書を提出したすべての事業者
に令和２年１１月３０日(月)までに通知する。
なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信し、
おって通知書（市長公印を押印したもの）を送付する。
5.4. 参加辞退
本プロポーザルへの参加申請後に事業者の都合で参加を辞退する場合は、様式７の
辞退届の写しを令和２年１２月４日(金)午後５時までに電子メールで提出すること。ま
た、おって原本を送付又は持参すること。
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6. 企画提案
6.1. 企画提案の提出書類及び提出部数
参加を希望する事業者は次の書類について提出すること。なお、参加申請に係る書類
は、5.参加申請に記載のとおり事前に提出すること。
(3)を１０部用意するとともに、各書類を PDF 化したものを電子メールにて提出す
ること。
(1) 事業者概要書（様式２）
(2) 機能要件一覧兼回答票（別紙２）に回答を記入したもの
(3) 企画提案書
企画提案書は、6.3 企画提案書作成要領を基に提案すること。
(4) 類似事業の業務実績書（様式３）
(5) 業務の実施体制調書（様式４の１、４の２）
(6) 見積書（様式６）
見積額の記載は、総額（消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込価格）を
記入すること。
6.2. 提出方法等
(1) 提出期間
令和２年１１月１６日(月)から１２月２日(水)午後５時まで
(2) 提出場所
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 子ども未来部 子育て相談課（中央棟１階）
(3) 提出方法
6.1(3)については、持参又は送付（簡易書留郵便）により提出すること。送付に
ついては、上記提出期間内必着とする。持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、
各日午前９時から午後５時までに提出すること。
6.3. 企画提案書作成要領
(1) 留意事項
①企画提案書は、仕様書及び機能要件一覧兼回答票の内容を踏まえ、記載事項に従
い作成すること。専門知識がなくても理解できるよう、できるだけ平易な表現で分
かりやすく具体的に作成すること。また、仕様書及び機能要件一覧兼回答票に示し
ていない内容でも、本市にとって有益になると思われるものについては、積極的に
提案すること。
②様式は、A４に限る。両面印刷とし、表紙、目次を除き５０ページ以内とする。
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PC 操作画面のキャプチャーを貼付する等、ユーザーインターフェースが分かりや
すいものとすること。
③企画提案書には、事業者名を記載しないこと。また、表紙、目次をつけ、各ペー
ジには一連のページ番号を記載すること。
④提案内容はすべて実現可能なものとし、具体的に示すこと。なお、契約後に提案
内容が実現できなくなった場合は、提案内容以外の方法で実現することとし、その
費用は事業者が負担すること。
(2) 企画提案書の構成
1

会社概要及び導入実績

会社概要及び導入実績を提示すること。
蓄積したノウハウ等、アピールできる点は
特に記載すること。

2

本業務に関する取組方針

本市の現状課題を分析し、その解決策を提
示するとともに、本業務に関する基本的な
考え方及び具体的な取組方針について提
示すること。

3

システムの基本概要

基本のシステム（パッケージ及びカスタマ
イズ）の内容について提示すること。
システムのコンセプト、ポイント等を分か
りやすく提示すること。

4

児童相談システム

主な機能ごとに項目を立てて提示するこ
と。児童相談所・一時保護所の業務と、市
町村業務のどちらの機能も備えている仕
様であることを分かりやすく提示するこ
と。
実際の職員が操作をすることを念頭に置
いて、操作イメージがつかめるよう分かり
やすく提示すること。

5

新型コロナウイルス感染症対

リモートワークなど新型コロナウイルス

策

感染症に対応した機能について提示する
こと。

6

連携

仕様書に記載の他システムとの連携につ
いて提示すること。

7

データ移行

仕様書に記載のデータ移行について提示
すること。

8

将来コスト

運用、保守の内容や費用など将来発生する

5

コストについて提示すること。
奈良市情報システム構築に係るプロジェ
クト管理仕様書（別紙３）を参照し、SLA
について提案すること。
コスト削減等に関しアピールできる点が
あれば提示すること。
9

職員への教育

操作研修や操作説明書の提供等、職員のシ
ステム利用にかかる教育について提示す
ること。
職員教育に関しアピールできる点があれ
ば提示すること。

10

追加提案

本市が要求している以外に、有効な機能が
あれば提案すること。ただし、見積計上し
ているものに限る。

11

作業体制、工程表、スケジュ

奈良市情報システム構築に係るプロジェ

ール

クト管理仕様書（別紙３）を参照し、作業
体制、工程表、スケジュールについて本プ
ロジェクトが実現できるかが判断できる
よう具体的に示すこと。

7. 質問の受付及び回答
7.1. 受付期間
令和２年１１月１６日(月)から１１月２４日(火)午後５時まで
7.2. 受付方法
電子メールにて件名を「プロポーザルに関する質問（事業者名）
」とし、質問書（様式
５）を添付して、次のメールアドレス宛てに送信すること。電話及び直接来所による質
問には応じない。
メールアドレス kosodatesoudan@city.nara.lg.jp
7.3. 質問に対しての回答
質問と回答については、質問者名は伏せ適宜ホームページ上で公開する。メール等個
別の回答は行わない。なお、同一の質問にはまとめて回答する。最終の回答日は令和２
年１１月２５日（水）とする。
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8. プレゼンテーション審査
8.1. 実施日及び場所
実施日

令和２年１２月７日(月)

実施場所 奈良市役所 北棟２階第１６会議室
8.2. 実施方法
１事業者につき 40 分程度（プレゼンテーション 20 分、質疑応答 20 分）とする。
8.3. 留意事項
(1) 提案内容については、奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第４５号）第７
条に定める不開示情報に該当するものが含まれていることから、プレゼンテーシ
ョンは非公開で行う。
(2) プレゼンテーションで使用する資料は、提出された企画提案書のみとする。企画提
案書にない追加提案や追加資料の配布は禁止とする。
(3) プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーン、パソコン等を使用
できるものとする。プロジェクター及びスクリーンは本市が用意するが、パソコン
は提案者側で用意すること。
(4) プレゼンテーション出席者は、配置予定の管理技術者、担当技術者を含む３名以内
とする。
(5) 理由なく遅刻又は欠席した場合は、参加辞退したものとみなす。
(6) プレゼンテーションは、対面にて行うことを原則とするが、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の状況にあっては、オンラインにて行う場合がある。その場合の実
施方法については本市の指示に従うこと。

9. 事業者の選定
「奈良市児童相談システム構築業務に係るプロポーザル審査委員会」
（以下「審査委員会」
という。
）が事業者を選定する。
9.1. 審査
企画提案書は、具体的な契約交渉を行う事業者を選定するためのものである。企画提案
書によって業務遂行能力、業務提案力、将来性などを審査する。具体的な契約内容及び契
約金額は、本市との交渉を通じて決定する。
9.2. 選定
(1) 企画提案書等を基に別紙４について審査し、合計評価点の高い者から順位をつけ、
最も順位の高い者を受託候補者として選定する。
(2) 参加事業者が１社の場合においても、審査を実施し、合計評価点が６割以上の場合
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には、受託候補者として選定する。
(3) 合計評価点が最も高い者が２者以上ある時は、見積額が最も低い者を受託候補者
とし、見積額も同額の時は、くじにより受託候補者を選定する。
9.3. 通知
選定結果は、プレゼンテーションに参加したすべての事業者に通知する。受託候補者に
選定された事業者については、その旨を付して通知する。
なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信し、お
って通知書（市長公印を押印したもの）を送付する。選定に関する異議等は受け付けない。
9.4. 公表
審査結果の概要は、本市ホームページにおいて公表する。

10. 失格要件
次のいずれかに該当する場合は失格となる。
① 提出書類に虚偽の記載があった場合
② 参加資格要件を満たさなくなった場合
③ 審査の公平性を害する行為があった場合
④ 見積額（消費税及び地方消費税を含む。
）が 2.4 の予算の概要を超えている場合

11. 契約の締結
11.1. 契約締結の手続き
受託候補者に選定された事業者と本市が協議し、企画提案書による内容を基本として、
業務に係る仕様を確定させたうえで契約を締結する。なお、受託候補者に選定された事
業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の事業者と交渉を行
うものとする。
11.2. 契約保証金
奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２３条第１項の規定により契約
金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第２３条第２
項各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。
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12. その他留意事項
① 本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とする。
② 提出期限後における提案書等の修正又は変更は認めない。
③ 同一事業者からの複数の提案書の提出は認めない。
④ 提出された提案書等の書類は返却しない。
⑤ 本提案に係り知り得た情報は、本提案にのみ活用を認める。

13. 本プロポーザルにかかるスケジュール表（予定）
① プロポーザル方式採否審査会

１０月２７日（火）

② 第１回審査委員会の開催（募集要項等の決定）

１１月 ９日（月）

③ 募集要項公告（ホームページ掲載）

１１月１６日（月）

④ 質問の受付

１１月１６日（月）～２４日（火）

⑤ 質問の最終回答

１１月２５日（水）

⑥ 参加申請書の提出期限

１１月２７日（金）

⑦ 企画提案書の提出期限

１２月 ２日（水）

⑧ 第２回審査委員会の開催（プレゼンテーション、受託候補者の選定）
１２月 ７日（月）
⑨ 審査結果の通知

１２月 上～中旬

⑩ 業務委託契約の締結

１２月 中～下旬

14. 問い合わせ先
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 子ども未来部 子育て相談課
電話 0742-34-4804(直通)
メールアドレス kosodatesoudan@city.nara.lg.jp
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