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八街市財務会計システム構築事業に係る公募型プロポーザル実施要綱

八街市総務部システム管理課

第１ 基本事項

１ 目的

この要綱は、八街市が実施する「八街市財務会計システム構築事業」を実

施するに当たり、最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために

必要な事項を定めるものである。

２ 事業の概要

(1) 事業の名称

八街市財務会計システム構築事業

(2) 事業場所

八街市役所及びその他本市が指定する場所

(3) 契約期間

契約日の翌日から令和１０年９月３０日までの期間

契約日の翌日から令和５年９月３０日までの間は、新たに構築する財務

会計システム（以下「新システム」という。）の導入準備期間とし、新シ

ステムの本稼働は下記のとおりとする。

① 予算編成 令和５年１０月１日

② 執行管理 令和６年４月１日

③ 決算管理 令和６年４月１日

④ 起債管理 令和６年４月１日

(4) 運用開始日

令和５年１０月１日

(5) 事業の概要

現在の財務会計システムは、令和元年１０月から運用しており、予算編

成、執行管理、決算統計及び起債管理などの財務会計に関する業務を管理

している。
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当該システムが更新時期を迎えることから、最新環境への対応と業務効率

化を推進するため、財務会計システムを再構築するものである。

また、再構築する財務会計システムは、クラウド環境上にシステムを構築

し、原則、カスタマイズを行わないシステムの導入を前提に業務最適化を図

り、安定性、確実性、拡張性のあるシステムとし、維持管理コストの抑制と

安定的な稼働の実現を目指すものである。

なお、システムの仕様については、別紙「八街市財務会計システム構築事

業提案仕様書」のとおりとする。

(6) 提案上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む）

本事業に係る費用は、４６,２８６,０００円（消費税及び地方消費税相

当額を含む）を限度額とする。

なお、提案上限額には、新システムの構築に係る費用のほか、構築後５

年間（６０か月）の使用（保守含む。）に係る費用も含むものとし、八街

市が本プロポーザルによる選定業者との間で賃貸借契約を締結するものと

する。

また、上記の提案上限額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業

内容の規模を示すものであることに留意するとともに、提案見積書を提出

する際には、上記の提案上限額を超えてはならない。

(7) 契約方法

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。

(8) 契約金額の支払い

新システムの構築に係る費用は、構築後５年間（６０か月）の使用（保

守含む。）に係る費用に含め、四半期毎払い（令和５年１０月分～令和１

０年９月分までの計２０回）とする。

(9) 事務局

① 担当部署 八街市総務部システム管理課

② 担当係 システム管理係

③ 所在地 〒289-1192 千葉県八街市八街ほ 35 番地 29

④ 連絡先 (TEL)043-443-1118 (FAX)043-440-1231

⑤ 電子メール(E-mail) syskan@city.yachimata.lg.jp
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(10) 企画提案書等及びプロポーザル時における言語、通貨及び単位

① 言語 日本語

② 通貨 日本国通貨

③ 単位 日本標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位

３ 選定スケジュール

＊都合によりスケジュールを変更する場合があります。

公募開始の公告 令和５年１月１０日(火)

質問受付期限 令和５年１月２０日(金)

質問回答日 令和５年１月２７日(金)

参加申込書の受付期間 令和５年１月３０日(月)～２月１０日(金)

企画提案書等の受付期間 令和５年１月３０日(月)～２月１７日(金)

第１次審査(書類審査)結果通知 令和５年２月２４日(金)

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審査)
令和５年３月 ２日(木)～３月 ３日(金)

第２次審査結果通知 令和５年３月 ９日(木)
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第２ 参加申込に関する事項

１ 参加資格要件

本プロポーザルに参加する提案者（以下「参加者」という。）は、公告日か

ら受注候補者決定の日までの間において、次の要件の全てを満たすものとす

る。

(1) 八街市入札参加資格者名簿の業種「委託－情報処理」に登録がされてい

る者

(2) 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

基づく入札参加排除の認定に関する要領（昭和５８年訓令第２３号）によ

る入札参加の資格制限に該当しない者

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

てがなされていない者、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者であること。ただし、手

続開始の決定後、八街市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者

を除く。

(4) 八街市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていない者並びに八街

市暴力団排除条例（平成２４年八街市条例第１７号）第２条第３号の暴力

団及び第９条第１項の暴力団員並びに暴力団密接関係者に該当しない者。

また、警察当局から暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに

準ずるものとして国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。

(5) 本公告の日から起算して前２年間に手形交換所による取引停止処分を受

けていない者、又は前６か月以内に手形もしくは小切手を不渡り事故を出

していない者。

(6) 本プロポーザルに係る入札参加資格審査申請において、提出された書類

の記載事項に虚偽がないこと。

(7) 上記参加資格条件を満たす者のうち、千葉県内において、令和元年度以

降に財務会計システムの導入又は運用・保守業務等を直接受注し、かつそ

の委託業務等を履行し、稼働した実績を有すること。
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(8) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会指定のプライバシーマーク又は

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認定を受けており、定

期的に更新がされていること。

(9) 同一の法人、団体又は代表者が、重複して複数の参加表明をしていない

こと。

２ プロポーザルへの参加申込

本プロポーザルへの参加者は、以下に基づき、予め参加表明を行うものとす

る。

(1) 提出書類及び提出部数

次の各号に掲げる書類を各１部提出すること。

① 様式１「参加申込書」

② 様式２「誓約書」

③ 様式３「システム導入実績一覧」

④ 「プライバシーマーク（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）を

取得していること又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

の認定を証する書類の写し」

(2) 提出期限

令和５年２月１０日（金）午後５時００分まで

(3) 提出方法

提出書類は、事前に電話連絡の上、事務局まで直接持参、もしくは郵送

により提出すること。なお、直接持参する場合の受付時間は、平日の午前

８時３０分から午後５時００分まで（市役所の閉庁日を除く。）とする。

郵送する場合は、期限を過ぎたものは受け付けない。（期限必着）

３ 参加資格の確認及びプロポーザル提案の要請

本プロポーザルの参加資格は、提出された書類により確認し、その結果に

ついて、参加申込書に記載された連絡先宛に、「公募型プロポーザル参加資

格確認結果通知書（様式４）」により通知する。
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また、併せて参加資格確認者には「公募型プロポーザル提案要請書（様式

５）」により、企画提案書等の提出を要請する。

４ 質問の受付及び回答

本プロポーザルに関して質問がある場合は「質問票（様式６）」に質問内

容を簡潔に記載し、受付期間内に電子メールで提出すること。

(1) 提出期間

令和５年１月２０日（金）午後５時まで（必着）

(2) 提出方法

事務局のメールアドレス宛に電子メールに添付して提出すること。

なお、メール件名の先頭には「八街市財務会計システム 質問票」を付

け、送付すること。

また、やむを得ない事情により、電子メールによる提出ができない場合

には、ＦＡＸでの提出も可とする。

電子メールの送信又はＦＡＸの送信後は、電話による確認連絡を行うこ

と。

(3) 質問票に対する回答

質問票に対する回答は、令和５年１月２７日（金）午後５時までに電子

メール又はＦＡＸにて質問者に対して回答する。

なお、質問に対する回答は、本要綱及びその他配布した提供資料の追加

又は修正として取り扱う。
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第３ 企画提案書等の提出及び作成に関する事項

１ 企画提案書等の提出

(1) 提出期限

令和５年２月１７日（金）午後５時００分

(2) 提出書類

① 企画提案書

※様式７「企画提案書等について（提出）」を表紙として添えること。

② 様式８「システム機能確認書」

③ 任意様式「会社案内等」

④ 任意様式「参考見積書」及び「経費内訳書」

(3) 提出物の形態及び部数

① 提出書類①から④までを一綴りにした紙媒体 ６部

ただし、提出書類④については、原本に対する写しを添付

② 提出書類④（原本） １部

③ 提出書類①から④までを収めたＣＤ－Ｒ等の電子データ １部

(4) 提出方法

提出書類は、事前に提出日及び時間を電話連絡の上、事務局まで直接持

参又は郵送により提出すること。なお、直接持参する場合の受付時間は、

平日の午前８時３０分から午後５時００分まで（市役所の閉庁日を除

く。）とする。郵送する場合は、期限を過ぎたものは受け付けない。（期限

必着）

(5) 提案のための費用負担

提案に係る費用は、全て参加者の負担とする。

(6) 企画提案書等の提出辞退

参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届（様式９）」によ

り、その理由等を記入して、速やかに電子メール等にて提出すること。

なお、本プロポーザル参加辞退は自由であり、辞退によって不利益な扱

い（指名停止等）を受けることはない。

(7) 市から疑義照会

提出のあった企画提案書等の内容について審査の過程で疑義が生じた場
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合は、後日、必要に応じて市から疑義事項の照会を行う。

(8) 企画提案書等の取り扱い

① 企画提案書等の提出後の企画提案書等に記載された内容の追加及び変

更は、原則として認めない。

② 提出された企画提案書等は、一切返却しない。

③ 提出された企画提案書等は、審査の過程で必要に応じて複製する場合

がある。

④ 提出された企画提案書等は、営業上の秘密に該当する部分が含まれて

いることが考えられることから、原則公開しないものとするが、八街市

情報公開条例の対象行政情報となるため、情報公開請求や情報公開請求

訴訟のいかんによっては、公開される可能性がある。したがって、企業

秘密等、公開されることにより参加者が不利益を被る恐れのある情報に

ついては、極力含まないようにするか、マル秘マークを付加する等、適

切な措置を講じること。

２ 企画提案書の規格

企画提案書を作成する際は、次の条件を順守すること。

(1) 企画提案書の形式は、Ａ４用紙、縦向き、両面印刷、左綴じとし、文字

の大きさは１１ポイント以上とする。ただし、図表等で一部Ａ３用紙を使

用してもよい。この場合はＡ４版に折り込むこと。

(2) 「３ 企画提案書の内容」に基づき正確かつ簡潔な内容とし、提出が求

められていない資料等を添付することがないよう留意すること。文書を

補完するため、写真、イラスト及びイメージ図等を使用してもかまわな

い。また、カラーも可とする。

(3) 言語は日本語とし、記述内容はできる限り平易な用語を用い、専門用語

のみの記載を避けること（専門用語や略語等を使用する場合は、説明書き

をつけること）。

(4) 企画提案書のボリュームは評価の対象ではないので、読み易さや解りや

すさに留意し、簡潔に作成すること。
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３ 企画提案書の内容

企画提案書の作成にあたっては、下記に掲げる事項を記載すること。

(1) 会社概要等

①会社概要（資本金、自己資本比率等）

②システム構築体制（人員等）

(2) 提案の概要

①提案のポイント

②システムの機能構成

(3) システムの概要

①ソフトウェア

・パッケージの概要

・システム間連携（財務会計⇔人事給与）

・システムの特徴（使いやすさ、システムの強み等）

・システムの将来拡張性（公会計システム、決裁システム、行政評価シ

ステム、契約システム等）

②ハードウェア及びネットワーク

・機器構成（ネットワーク）概要

・機器一覧表

(4) セキュリティ関係

①全体のセキュリティ

②ソフトウェアのセキュリティ

(5) 運用支援

①サポート体制やサポート内容

②職員研修概要

③各種業務マニュアルによる支援体制や運用支援機能

④システムへの要望対応、機能改善への取組

(6) スケジュール

①全体のスケジュール及び役割分担

②データ移行スケジュール

(7) 保守支援体制
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①システムダウン時や障害時の対応方法

②法改正時の対応方針、システム改修費の考え方

(8) その他

その他、提案すべきこと等があれば、追加して記載してもよいこと。

４ 参考見積書の規格

(1) 別紙「八街市財務会計システム構築事業提案仕様書」に記載した内容

（仕様を満たさない場合であって具体的な代替案を提案できる場合におけ

る当該代替案を含む。）及び別紙「様式８ システム機能確認書」で対応

可能な機能に対する見積りの額を総額として記載すること。ただし、「シ

ステム機能確認書」で対応可能な機能のうちカスタマイズのための費用が

発生する機能における当該費用は、総額には含めず、外書きで参考見積書

又は見積明細書に記載すること。

(2) (1)以外の提案内容に係る費用及び別紙「様式８ システム機能確認

書」以外の機能に係るカスタマイズ費用は、総額には含めず、外書きで参

考見積書又は見積明細書に記載すること。

(3) 見積内訳は可能な限り詳細に記載すること。

(4) システム導入に関する費用と使用（保守含む。）に関する費用に分けて

記載してすること。

(5) 年度における費用の総額が分かるように記載すること。

(6) 正本 1部として、商号又は名称及び代表者氏名を記入し、並びに社印及

び代表者印を押印したものを提出すること。
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第４ 審査に関する事項

１ 選定委員会の設置

庁内に「八街市財務会計システム構築事業公募型プロポーザル選定委員

会」(以下、「選定委員会」という。)を設置し、次の第１次審査及び第２次

審査の結果、総合的に最も優れた受注候補者を選定する。

(1) 第１次審査（書類審査）

選定委員会において、提出書類等を確認・選定し、上位５者の受注候補

者を選定する。なお、参加者が５者以内の場合は、すべての参加者におい

て提出書類等の確認を実施の上、「３ 失格事由」に該当しない限り、第

１次審査通過者として扱う。

① 評価配点

第１次審査の評価点の合計点数は１,０００点とし、各項目の配点は

以下のとおりとする。

②評価方法

ア 企画提案書に対する評価審査

「八街市財務会計システム構築事業提案仕様書」及び「第３ 企画

提案書等の提出及び作成に関する事項」に基づき提出された企画提案

書について採点する。評価については、本市基準により選定委員会委

員が評価項目単位で設けられる配点に応じて採点する。

イ システム機能要件に対する評価審査

システム機能確認書（様式８）の対応状況に応じて、本市基準に基

づき採点する。

ウ 価格に対する評価審査

「第３ 企画提案書等の提出及び作成に関する事項」に基づき提出

された参考見積書について、本市基準に基づき採点する。

エ 評価項目

評価項目 評価の内容 配点

提案評価 企画提案書に対する評価 ３００点

機能評価 システム機能要件に対する評価 ４００点

価格評価 価格に対する評価 ３００点
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「八街市財務会計システム構築事業に係る公募型プロポーザル審査要

綱」で定める。

オ 審査員

選定委員会の委員

カ 第１次審査の審査結果について

第１次審査の評価点の合計が高い順に５者を選定する。同点者が２

者以上あるときは、機能評価点の高い順に選定する。当該システム機

能確認書による評価点が同一の場合は、委員長の決するところとす

る。なお、１次審査の結果は、企画提案書を提出した全ての者に対

し、企画提案書に記載された連絡先宛に電子メールにより通知する。

(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審査）

プレゼンテーション及びデモンストレーションを行い、画面の見やす

さ、操作性、事務の効率性等の観点から選定委員会が評価を行う。

① 評価配点

第２次審査の評価点の合計点数は５００点とし、各項目の配点は以下

のとおりとする。

② 評価項目

「八街市財務会計システム構築事業に係る公募型プロポーザル審査要

綱」で定める。

③ 第２次審査日程

ア 日時：令和５年３月２日(木)又は令和５年３月３日(金)

イ 場所：八街市役所 会議室

ウ 参加人数：３名以内

評価事項 配点

プレゼンテーション ５０点

デモンストレーション

(財政部門(共通事項含む))

３５０点

(うち共通事項５０点)

デモンストレーション

(出納部門)
１００点

合計 ５００点
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エ 実施時間

・参加者からの説明時間として１時間３０分以内

・八街市からの質問時間として１時間以内

２ 提案採用者の決定

(1) 提案採用者の決定は、第１次審査及び第２次審査における評価点を合計

した数値（1,500 点）の最も高い者とする。この場合において、最高得点

者が２者以上あるときは、第２次審査評価点の高い者を提案採用者とす

る。当該第２次審査評価点が同一の場合は委員長の決するところとする。

ただし、提案採用者の決定後、不測の事態が生じた場合は、次点の評価

点を取得した者を提案採用者とする。

(2) 提案採用者に対しては、「参加申込書」に記載された連絡先宛に通知す

る。その他の参加者に対しては、提案を採用しない旨の通知を行う。

(3) 審査の経緯及び内容に関する問合せ、審査結果に対する異議申し立ては

受け付けない。

※応募者が一者の場合も本プロポーザルは実施し、評価点が６割以上(900 点

以上)の場合のみ、当該応募者を提案採用者とする。（なお、提案上限額を

上回る場合は採用しない。）

３ 失格事由

下記の事由に該当した参加者は、審査基準に定める評価点にかかわらず失

格とする。

(1) 本実施要領に定める参加資格を満たさなくなったとき。

(2) 参加申込書及び企画提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(3) 企画提案書等の提出を要請した者以外の者が企画提案書等の提出等を行

ったとき。

(4) 見積書の見積額が、「提案上限額」を超えているとき。

(5) 期限までに所定の手続きをしなかったとき。

(6) 審査の公平性を欠く行為があったとき。

(7) その他提案に当たり著しく信義に反する行為があった等、選定委員会の
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委員長が失格であると認めたとき。

４ その他

(1) 企画提案書類提出等にかかる経費は、すべて参加者の負担とする。ま

た、提出書類は返却しない。提出書類の著作権は参加者に帰属する。

なお、提出書類は審査に必要な場合、複製を作成することがある。

(2) 本事業の成果品に関する著作権、利用権（開示権含む）その他の権利

は、すべて八街市に帰属する。（参加者が本事業前に著作権を既に持つも

のは除く）

(3) 本契約に関しては、仕様に沿って詳細事項を協議後、契約する。

(4) 本市から本提案及び本事業において知り得た情報については、第三者に

漏らしたり、本事業手続以外の目的に供したり、本提案以外に無断で使用

してはならない。

(5) 提出期限後に、参加申込書及び企画提案書等の差し替え又は再提出は認

めない。

(6) 参加申込書及び企画提案書等に虚偽の記載等をした場合は、当該申込書

又は企画提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して八

街市指名停止基準に基づく指名停止措置を行うことがある。

(7) その他実施要領に記載のない事項については、協議のうえ決定する。

５ 別紙様式

(1) 様式１ 参加申込書

(2) 様式２ 誓約書

(3) 様式３ システム導入実績一覧

(4) 様式４ 公募型プロポーザル参加資格確認結果通知書

(5) 様式５ 公募型プロポーザル提案要請書

(6) 様式６ 質問票

(7) 様式７ 企画提案書等について（提出）

(8) 様式８ システム機能確認書

(9) 様式９ 辞退届


