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１．業務企画提案の趣旨 

 

小山市（以下、本市という）の市街地周辺には、豊かな農地と自然環境が広がり、商業や工業も盛んで、

災害の発生が少なく、住みやすいという魅力を背景に、市民が愛着と誇りを持ち、生き生きと暮らす「市

民ひとりひとりが主役のまち」とするために、情報発信に取り組んでいます。 

具体的には、小山の魅力である市民や自然環境、食などを取り上げ、様々な媒体で発信することで、本

市に対する愛着の醸成を図り、市民には市政への参加を促すとともに、市外の方であれば、本市のファン

として、本市で開催する取り組みへの協力や支援を呼びかけていきます。 

その際に必ず必要となるのがホームページであり、現行の「小山市公式ホームページ」を刷新及び「小

山市広域保健衛生組合公式ホームページ」を新設することで、市民と市外の方が求める情報を発信します。 

ホームページの更新にあたっては、ページデザインやコンテンツ作成に関する専門知識や豊富な業務ノ

ウハウ、最新の情報通信技術を有する事業者の協力のもと、より使いやすく長期運用が可能なホームペー

ジへと再構築していきます。 

つきましては、上記趣旨に沿った優れたホームページ作成のための企画提案をお願いいたします。 

 

２．業務の概要 

（１）事業名 

今回の業務は、「小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務」（以下、本業務という。）

とする。 

 

（２）業務内容 

 別紙「小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務仕様書」に定めるとおり 

 

（３）見積提案上限額 

   ３５，８６５，０００円 

※公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務費用及び小山市公式ホームページ管理運用

保守費用の見積を加算した額を上限額とする 

※見積提案上限額は企画内容の規模を示すもので、契約時の予定価格を示すものではない 

 

（４）履行期間 

 ①公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務 契約締結日～令和５年９月２９日（金） 

 ②公式ホームページシステム保守管理 令和５年９月３０日（土）～令和１０年９月末日まで 

 

（５）公開時期 

  リニューアル後のホームページの公開時期は、令和５年９月３０日（土）～１０月１０日（火）を予定 

 

（６）条件付き業務 

本業務は「令和４年度小山市一般会計補正予算（令和４年１２月小山市議会定例会）の成立」を前提に

事業化される停止条件付き業務であることを承知の上、参加いただきたい。 

 

３．連絡先 

  本業務に関する質問・問い合わせ及び資料の提出先は、以下のとおりとする。 

①担当部署   小山市総合政策部シティプロモーション課 シティプロモーション係 

②担当者    柿崎、松本 

③所在地    〒323-8686 小山市中央町１丁目１番１号 小山市役所 

④電話     0285-22-9353 

⑤電子メール  d-promotion@city.oyama.tochigi.jp 
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４．選定方法及びスケジュール 

 ４．１ 企画提案選定組織 

  本業務の選定は、以下の「表１ 市公式ホームページリニューアル選定組織」のとおりである。 

表１ 市公式ホームページリニューアル選定組織 

選考 選考組織 評価対象 

優先交渉権者選考 

事業者選定委員会 

①企画提案書・プレゼンテー

ション 

②提案見積書 

最終承認 選考結果 

 

４．２ 選定スケジュール 

本事業の選定スケジュールは、以下の「表２ 選定スケジュール」のとおりである。 

表２ 選定スケジュール 

イベント 日時 

企画提案依頼の公募開始（ホームページ） 令和４年１０月２０日（木） 

提案参加表明書の提出期限 令和４年１１月 １日（火） 

企画提案に関する質問書の提出期限 令和４年１１月 ４日（金） 

質問に対する回答 令和４年１１月 ８日（火） 

企画提案書・見積書の提出期限 令和４年１１月２２日（火） 

プレゼンテーションの実施 令和４年１２月１９日（月）～２７日（火） 

優先交渉権者の選考 令和４年１２月２７日（火）～２８日（水） 

優先交渉権者の決定 令和５年 １月 ６日（金） 

優先交渉権者決定結果の通知 令和５年 １月１１日（水） 

契約内容の交渉 令和５年 １月１６日（月）～ ２５日（水） 

選考委員会承認 令和５年 ２月７日 

契約締結（予定） 令和５年 ２月下旬 

 

５ 業務企画提案の公募 

５．１ 業務企画提案参加要件 

業務企画提案参加事業者は、次の参加要件を満たすこと。なお、参加要件が入札までに満たさなくなっ

たときは，入札に参加できない。 

（１）地方自治法施行令 (昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に規定する入札参加の資格制限に該

当しない者であること。（※破産者で復権を得ない者等) 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく申立ておよび商法（明治３２年法律第４８号）に基づく会社整理の申立てがなされて

いない者であること。 

（３）国または地方公共団体から指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）公租公課に滞納がないこと。 

（５）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７７号）に規定する暴力団又は暴 

   力団員若しくはそれらと密接な関係を有しないこと。 

（６）提案事業者自身、または提案事業者に所属するいずれかの事業所が、プライバシーマークの認証や

ＩＳＯ２７００１、ＩＳＭＳ認証を取得していること。ただし、他自治体のホームページ構築事業

を受注し、本提案依頼書配布日から過去２年以内に、その構築および運用にあたってセキュリティ

事故を起こしていない旨の証明を、当該自治体が発行した書類により確認できる場合はこの限りで

はない。 

（７）本市と同規模の地方公共団体において、令和２年４月１日以降にホームページの構築から運用まで

包括的にサービスとして提供した実績を有する者、又はホームページ構築事業の実績（対応中の案

件を含む）を有する者であること。 

※契約者でない場合においては、作業主体としての実績が確認できれば可とする。なお、本事業を

共同で提案する場合は、上記実績の有無はいずれかの事業者の実績を持って可とする。 
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 ５．２ 参加手続き 

業務企画提案参加事業者は、「表２ 選定スケジュール」にある提案参加表明書の提出期限日までに以

下のとおり書類を提出する。 

（１）提案参加表明書提出期限 

令和４年１１月１日（火） 

 

 （２）提出書類 

   ①小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務企画提案参加表明書（様式第１号） 

②事業者概要書（様式第２号） 

③業務実績書（様式第３号） 

④プライバシーマーク、ＩＳＯ２７００１等証明書の写し 

⑤履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本、写し可） 

※申込日前３ヵ月以内のもので、最新事項が掲載されたもの 

⑥市税納税証明書（写し可） 

※完納証明書又は法人市民税の納税証明書（令和３年度分及び令和４年度納期到来分） 

※小山市内に事業所等がある場合、小山市発行の納税証明書を提出するものとし、ない場合は契約

予定事業者が所在する市区町村発行の納税証明書を提出すること 

 

 （３）提出方法 

   ３．連絡先に持参、郵送（必着）、電子メールとする。 

※持参及び電子メールの場合は、受付は午後５時１５分まで 

 

 ５．３ 質問及び回答 

  本件に関する質問は、質問書（様式第４号）に内容を簡潔に記入の上、３．連絡先に記載のある電子メ

ールアドレスへ送信すること。 

（１）企画提案に関する質問書の提出期限 

令和４年１１月４日（金） 

 

 （２）回答方法 

    参加申込書を提出した全ての事業者に対し、令和４年１１月８日（火）に質問及び回答を電子メー

ルにて回答する。なお、以下のことを質問及び回答後のルールとしたいので、ご承知いただきたい。 

①同趣旨の質問が複数あった場合には、まとめて回答 

②質問者の名称等については非公表 

③評価に関する質問には回答しない 

④質疑応答事項は、仕様書の追記事項として取り扱う 

 

 ５．４ 企画提案書・見積書 

  企画提案書及び提案見積書は「５．５ 企画提案書作成事項」及び「５．６ 提案見積書作成事項」を

参照の上、３．連絡先に記載のある住所まで持参又は郵送（必着）すること。 

 （１）企画提案書・見積書の提出期限 

令和４年１１月２２日（火） 

 

（２）提出書類 

  ①企画提案書 

②提案見積書 

   ③小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務 ＣＭＳ機能要件書一覧 

 

（３）提出部数 

提出書類①②③は、書面で正本 1部、副本１０部提出すること。 
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 （４）留意事項 

   ①提出期限後は、提出された書類の差し替えは認めない 

  ②提出された書類は、提案審査終了後も返却しない 

  ③提出された書類についての情報公開請求の申請を受けた場合、契約事業者のみ一部公開に応じる

こととし、その他については提案事業者の著作権保護を目的に情報公開には応じない 

  ④提出書類の提出など、本業務の契約前までに係る費用は参加者の負担とする 

  ⑤提出された書類は、小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務を受託する事業者

を選定するための資料であり、提出された書類に関する著作権等の主張は認めない 

  ⑥小山市から受領した資料等は、小山市の了解なく公表又は使用してはならない 

⑦提出書類に虚偽の内容が記載されたとき、又は不正行為が判明した場合、小山市の判断で失格とす

る場合がある 

⑧業務企画提案参加事業者が１者の場合でも、プレゼンテーションは実施する 

 

 ５．５ 企画提案書作成事項 

企画提案書は、１社につき１点の提出とし、以下に示す企画提案書の構成に従い、企画提案書を作成す

ること。 

 （１）共通 

①企画提案書は、日本工業規格Ａ３版とし、横書き両面で作成し、目次の作成及び下部にページ番号

をふること。 

②表紙は、題名に「小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務企画提案書」と記述し、

以下の事項を明記すること。なお、正本の表紙のみ事業者の社名等会社のわかる名称を記載するこ

ととし、副本には社名やロゴマーク等会社のわかる名称を記載しないこと。 

③段落書式は任意だが、参考として「表３ 段落書式案」を示す 

表３ 段落書式案 

段落 表示書式 

章 １ 

節 １．１ 

項 １．１．１ 

以下 （１） 

    ① 

     a. 

      ア. 

 

④専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用するなど、見やすく明

確に作成し、専門用語を使用する際は、注釈または用語集をつけること 

⑤企画提案書記載内容に不整合等があった場合、本市が有利と考える記述内容を正とする 

⑥企画提案書の枚数は、表紙・目次および中表紙・背表紙を除き、本編５０ページを上限とし、要

点を明確に記載すること 

⑦パンフレット等の補足資料は別綴じとし、冊子としてまとめるとともに、表紙に資料一覧を添付

すること（企画提案書のページ数には含まない） 

⑧企画提案書の内容は、「企画提案書記載項目」と「評価項目」に従って作成することとし、記載

必須項目の内容が読み取れない場合は失格とする場合がある 

⑨提案書に記載する内容は、事業者が提出した提案見積書の費用内で実現できるものであること 

⑩仕様書等その他関係資料に記載のある内容以上に、この業務の目的を達成するために有効な方

法がある場合は、積極的に提案書に記載すること 

 

 （２）企画提案書記載項目と評価項目 

    企画提案書の作成にあたっては、「表４ 企画提案書記載項目一覧」と「表５ 主な評価のポイン

ト」を参照の上、構成すること。 
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表４ 企画提案書記載項目一覧 

記載項目 

１ 基本方針 １.目的の達成 

本市公式ホームページの現状を十分に理解し、その目的の達成に資するホーム

ページのイメージや利用者目線での利用方法ついて具体的に記載すること 

２．課題解決 

本市が抱えるホームページの課題に対して、具体的な対策と改善効果を記載す

ること 

２ サイト構成・ 

デザイン 

１.サイトの構成 

(1)ホームページのサイトマップがわかる概略図を記載すること 

(2)ブラウザ画面、スマートフォン画面での表示について記載すること 

(3)災害時におけるホームページの対応について記載すること 

(4)トップページ案とその構成について記載すること 

２.利用者への配慮 

(1)多岐に渡るサイト利用者に配慮したページデザインや操作性等について記載

すること 

(2)サイト利用者が必要とする情報に容易にたどり着き、関連する情報にもアク

セスできる直帰率の低いサイトとなるような仕組みについて記載すること 

３ サイト管理 

運用 

１.サイトの編集 

ＣＭＳについての機能、操作性といった特徴及び職員が更新作業をしやすくな

る工夫について記載すること 

２.サイト管理サーバ等の特徴 

(1)サイト管理サーバの基本仕様・機能を記載すること 

(2)データセンターの特徴について記載すること 

３.サイト運用保守 

(1)サイト運用、維持管理について記載すること 

(2)セキュリティ対策について記載すること 

(3)システム障害発生時の対応等について記載すること 

(4)サイト運用時のサービスレベル（ＳＬＡ）について記載すること 

４.管理者への配慮 

システム管理者がサイト運用する上でのシステムや体制などによるサポート

について記載すること 

４ 業務受託 

体制 

１.業務受託計画 

どのように受託した業務を進めていくか、イメージを記載すること 

２.業務受託体制 

 本業務に専従する人員などについて記載すること 

３.業務受託スケジュール及びポイント 

 本業務のスケジュール概要及びポイントを記載すること 

４．本稼働への準備 

 研修の実施などといった本市と連携するポイントを記載すること 

５.管理運用保守体制 

 どのような管理運用保守を予定しているか記載すること 

５ 貴社の 

優位性 

１.サイト構築実績 

貴社が構築したサイトを紹介すること。特に、今回のサイトに類似したもしく

は参考になるものがあれば記載すること（令和２年度以降の実績） 

２.貴社の独自提案 

今回の契約期間内に実現可能な、より有効なサイトとするための提案やアピー

ルポイントがあれば記載すること 
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表５ 主な評価ポイント 

評価項目 評価ポイント 

１．基本方針 ・業務の趣旨 

・提案事業者から見た本市が抱える課題 

２．サイト構成・デザイン ・機器に応じた表示、サイト構成など 

・利用者視点での配慮 

３．サイト管理運用 ・ＣＭＳの特長など 

・サーバやデータセンターなどの仕様や機能 

・サイト運用や維持管理、災害時などの対応 

４．業務受託体制 ・業務実施計画 

・業務受託体制 

・作業スケジュール 

・テストや研修 

・保守・管理体制 

５．貴社の優位性 ・他市等におけるサイト構築実績 

・仕様以外の独自提案 

６．会社概要 ・専門部署やサポート体制 

・技術力 

７．経費の見積 ・提案内容と見積 

 

 

５．６ 提案見積書作成事項 

提案見積書の書式は任意であるが、以下の点に留意し作成をすること。 

①本業務に係る参考として、「表６ 見積項目一覧」を示す 

②提案見積書作成に当たっては、費用総額を示すとともに、見積項目別に費用内訳を示すこと。 

③ハードウェアおよびソフトウェア費用は、構成品単位とし、一式による見積は、不可とする。 

④ハードウェア仕様を選定した性能見積根拠については詳細を記載すること。 

 

表６ 見積項目一覧 

項  目 内  容 

《システム導入一時費用》  

１．プロジェクト管理費用 ホームページ構築に係る管理費用 

２．ホームペ－ジ作成支援費用 ホームページの企画・構築、コンテンツを移行および

新規作成するための支援費用 

３．ＣＭＳ導入および設定 コンテンツを管理するソフトウェアの導入費用 

４．ホームページ用サーバ費用 ホームページ用サーバは、データセンターの利用を想

定している。そのサーバを使用するための設定費用 

５．操作研修 ホームページを維持管理するための操作研修 

・コンテンツ更新 

・サーバ運用 

６．その他 上記 1～５項以外に発生する費用 

《ホームページ運用・保守費用》 （月額）  

１１．ＣＭＳ保守費用 ＣＭＳおよび関連ソフトウェアのバージョンアップ等

に係る保守費用 

１２．サイト利用料 データセンターにおけるサーバの使用料等 

１３．ホームページ運用支援費 ホームページ運用に関する支援、障害対応、ヘルプデ

スクに係る費用 

１４．その他 上記１１～１３項以外に発生する費用 
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（３）見積対象期間 

業務委託契約後、ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入が完了するまでの期間に発生する費用

とサイト管理運用保守期間を５年とし、令和５年９月３０日（土）から令和１０年９月末までに発生

する管理運用保守費用を対象とすること。 

 

（４）追加提案に関する費用 

本市の仕様に特に記載はないが、提案事業者が有効とする提案を記載する場合、その提案を採用し

た場合に発生する費用又は削減が見込むことのできる費用及び本市側と事業側との役割分担につい

て提示すること。 

 

６ プレゼンテーション 

企画提案書を提出した事業者には、以下のとおりプレゼンテーションを実施することとし、ここに記載

のない詳細については、別途通知する。 

６．１ 実施日及び会場 

令和４年１２月１９日（月）～ ２７日（火）の期間に開催する。会場については小山市役所本庁舎

内の会議室とする。 

 

６．２ プレゼンテーション時間 

１社あたり５０分（プレゼンテーション４０分、質疑応答１０分）程度とする。 

 

６．３ 使用機材 

スクリーンや電源、プロジェクターについては本市が用意し、その他機材は事業者が用意するものと

する。また、事業者が無線インターネット環境の用意やその他必要な機材を持ち込むことについても可

能とする。このほか、事前に会場の確認を希望する場合は事務局に相談すること。 

 

６．４ その他 

   ①企画提案書等の提出した資料を使用し、新たな資料等の使用は、認めない 

   ②企画提案書を見ながら説明を聴くことを意識した、プレゼンテーション資料とする 

③小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務企画提案参加表明書（様式第１号）を受

け付けた順番に、プレゼンテーションを実施する 

   ④プレゼンテーションの参加者は５人までとする 

 

７．事業者選定方法 

事業者の選定方法は、次に示す採点、選定により行うものとする。 

７．１ 採点方法 

採点方法は予め定めた評価項目、配点に従い、提出された企画提案書等とプレゼンテーション、提案

見積書をもとに、技術点、価格点を採点し、委員５人の合計点により、総合的に提案内容を採点する。 

   なお、配点については非公開とする。 

 

７．２ 選定方法 

採点結果を踏まえ、事業者選定委員員の総合評価点が最も高い事業者を優先交渉者として選定し、仕

様書の確定及び見積書の詳細を確認する。最終選考は優先交渉者と協議し、最終的な仕様書及び見積書

の詳細を確定した上で、事業者選定委員のメンバーが承認する。 

 

８．その他 

（１）無効となる応募書類 

応募書類が次のいずれかに該当する場合、審査の対象から除外するものとする。 

①定められた提出方法、提出先、期限に適合しない応募書類 

②この要項で指定する様式および記載上の留意事項に示された条件に適合しない応募書類 

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない応募書類 

④虚偽の内容が記載されている応募書類 
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⑤この要項に定める手続き以外の方法で、本市関係者に問い合わせや連絡を求めた場合 

 

（２）失格事由 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

    ①参加資格に該当しない場合 

    ②要領に違反または著しく逸脱した場合 

    ③審査の透明性・公平性を害する行為があったと認められる場合 

    ④その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合 

 

（３）本市が必要と認めた場合は、企画提案を中止、延期または取り消すことがある。 

 

（４）提案書の作成、提出等に要する全ての費用は提案事業者の負担とする。 

 

（５）手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限定する。 

 

（６）応募書類は、本事業の提案選定以外の目的に無断で使用しない。 

 

（７）応募書類は、提案事業者に返却しない。 

 

（８）応募書類は、受理した後に提案事業者による加筆および修正は認めない。ただし、応募内容に書か

れた内容等について、本市と提案事業者との協議のうえ契約内容に含めることがある。 

 

（９）本事業に関連して本市より受領したすべての資料は、本提案行為にのみ使用することを許可するも

のであり、本市の了解なく公表または目的以外に使用することを禁止する。 

  

（１０）本事業に関連して本市より受領した全ての資料および複写した資料を含めて、本提案行為が終了した

時点で速やかに返却すること。なお、提案を辞退した場合も同様とする。 

 

（１１）提案書作成時において入手した本市独自の情報、個人情報は適正に管理し情報漏えい、不正使用を行

わないこと。         

以上 

 

 

 


