
 
 
 
 

 

地域情報基盤ポータル構築業務委託 

提案競技実施要項 
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・資料１ 基本仕様書 

・資料２ 提案書作成要領 

・資料３ 評価項目・評価基準 

［様式］ 

・様式１ 提案説明会 参加申込書 

・様式２ 質問書 

・様式３ 提案 参加申込書 

  



 

この提案競技実施要項は、地域情報基盤ポータルサイト構築業務委託にかかる契約相手
方候補者を選定するための提案競技に参加される方（以下、「提案者」という。）に留意
いただく事項を定めたものです。 

提案者は、以下の事項を十分に踏まえた上で、提案をお願いします。 
 
１． 事業名称 

地域情報基盤ポータルサイト構築業務委託 
 

２． 履行期間 
契約締結日から平成２８年３月３１日まで 
 

３． 納入場所 
公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター 
 

４． 委託内容 
資料１ 基本仕様書による。 
 

５． 提案限度価格 
3,900,000円（消費税相当額を含む。） 
 

６． スケジュール 
（１）説明会      平成２８年１月２６日（火）１０時００分から 
（２）質問締切     平成２８年１月２９日（金）１２時まで 
（３）参加申込締切   平成２８年２月 １日（月）１７時まで 
（４）提案締切     平成２８年２月 ５日（金）１７時まで 
（５）審査（プレゼン） 平成２８年２月 ８日（月）＜予定＞ 
（６）事業者決定    平成２８年２月１０日（水）＜予定＞ 
 

７． 説明会参加申込書の提出と説明会 
 提案協議の説明会を行います。なお、説明会への出席は、１事業者２名までとし
ます。 
 
（１）日時 平成２８年１月２６日（火）１０時００分から 
（２）場所 公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター ２Ｆ会議室 



（３）参加申込  
   説明会参加希望者は、１月２５日（月）１６時までに、「１５．問い合わせ・
提案提出先」宛にＥメールで提出し、参加申込書※を提出した旨を電話で連絡して
ください。（※：様式参照） 
 

８． 質問書の提出 
 提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、平成２８年１月２９日（金）１２時ま
でに、「１５．問い合わせ・提案提出先」宛にＥメールで提出し、質問書※を提出し
た旨を電話で連絡してください。（※様式参照） 
 

９． 参加申込書の提出 
 参加を希望される場合は、平成２８年２月１日（月）１７時までに、「１５．問い
合わせ・提案提出先」宛にＥメールで提出し、参加申込書※を提出した旨を電話で
連絡してください。（※：様式参照） 
 

１０． 企画提案書の提出 
（1）提出書類 
  書類は、以下①、②をひとつにまとめて提出してください。 
   ① 提案書 
   ② 見積書 
  ※本業務期間内に実施する提案内容の一切を含んだ額とすること。尚、 
  「５．提案限度額」に留意すること。 
  ※経費の内訳は、出来る限り詳細に分けて記載してください。 
（2）提出部数 
  ５部 
（3）提出期限・提出方法 
   平成２８年２月５日（金）１７時までに、「１５．問い合わせ・提案提出先」 
  宛に持参してください。 
（４）その他 
  ・１事業者１提案とし、複数の提案は認めません。 
  ・提出期限までに提出がなかった場合は、提案競技への参加を辞退したものと 

 みなします。 
 
１１． 審査概要 

 採択予定事業者を選考するためプレゼンテーションを実施します。プレゼンテー
ションは、契約を締結した場合に当業務を主に担当する方が行ってください。尚、



プレゼンテーションの詳細な時間・場所はＥメールにて通知します。 
※プレゼンテーションは、提出された企画提案書をもとに行ってください。追加資

料の配付はできません。 
※プレゼンテーションに機材・プロジェクタなどが必要な場合には、提案者側で用

意してください（スクリーンについては当方で準備します）。 
※機材を持ち込む場合は、設置時間も説明時間（３０分想定）に含みます。 

 
１２． 提出書類の取扱 

・提案書類提出後の内容の変更は認めません。 
・提案書類は返却しません。 
・提案書類は審査の都合上、複製する場合があります。 
 

１３． 契約 
 当財団内の審査会メンバによる採点により、最も優秀と認められる事業者を決定
し、当該提案を行った参加事業者と提案内容をもとに最終的な仕様等を決める協議
を行い、業務委託契約手続きを行います。 
 

１４． その他留意事項 
・提案に係る費用は、参加事業者が負担するものとします。 
・審査結果に関する質問には一切回答しません。 
・提案内容を他の目的のために使用することは禁止します。 
・委託内容については、現時点で必要と思われる提案内容を示しており、契約締結 
 の際、契約交渉者との協議の上、変更することがあります。 
・この委託で制作された成果物は、北九州市及び公益財団法人 九州ヒューマン 
 メディア創造センターに帰属するものとします。 
 

１５． 問い合わせ・提案提出先 
公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター  

     〒：805-0071 北九州市八幡東区東田一丁目5番7号  
     TEL：093-663-2950 FAX 093-663-2955 
     E-mail: eppf@human-media.or.jp 
 

  



                               （資料１）
基本仕様書 

 
１．目的 
  北九州市は、政令指定都市の中でも高齢化率が最も高い等、多くの課題を抱える、課

題先進都市です。北九州e-PORT推進機構（ヒューマンメディア財団）では、 「北九州
e-PORT構想2.0」を策定し、この地域課題を解決するビジネスの創出支援を行っていま
す。 

  また、北九州市には、製造業をはじめ、様々な業種の会社が立地し、その構図は日本
の縮図と捉えることができます。リーンスタートアップの考え方にもとづき、縮図環境
を用いて製品やサービスの検証がコンパクトに実施出来れば、事前にリスクの洗い出し
が可能となり、その後の事業展開を効率的に進めることが出来ます。 

  このビジネス創出を支援する取り組みとして、市が保有する統計情報等の基本データ
のほか、地域の知識情報やニーズ・シーズ情報等のシティデータを簡便な方法で提供す
る、地域情報基盤の整備を進めていきます。地域情報基盤により、シティデータを基点
としたデータの循環が生まれ、様々な業種、業態の事業体が相互に連携することが可能
となります。この仕組みを活用いただくことで、新たなサービスを創出し、地域の課題
を解決します。地域の課題と市にまつわる客観的データにアクセスできるポータルサイ
ト地域情報基盤を整備し、ビジネス創出のスピードを高めていきます。 

 
２．実施主体 
  公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター 
 
３．履行期間 
  契約締結日から平成２８年３月３１日 
 
４．業務内容 
  委託する業務内容は、以下の通りとします。 

（１） ポータルサイトの開発とクラウド環境への構築 
「５．ポータルサイトの基本的機能」を満たすアプリケーションの開発、及び
クラウド環境への環境構築。（初期データの移行を含む。）尚、コスト削減など
の理由により、受託者側で開発済の既存アプリケーションを利用、カスト
マイズして制作しても差し支えない。 

（２） ポータルサイトの運用 
開発着手後から委託期間終了までのポータルサイトの運用・保守管理を行い、 

    必要な対応（不具合等の修正）を行うこと。 



（３） 利用者数等数の把握 
   アクセスログの解析等により、利用者数の把握が可能な機能を考慮すること。 

    （４）統計データの編集 
     Ｅｘｃｅｌ形式の統計データをＣＳＶ形式のデータに編集する。ファイル数は、

３００程度。１ファイル内に複数シートある場合あり。項目見出しを含んだＣＳ
Ｖ形式（カンマ区切り）のファイルに変換、編集後、（１）のクラウド環境にある
データベースへ登録する。 

 
５．ポータルサイトの基本的機能 
   ポータルサイトの基本機能等は次の通りとします。 

ポータルサイトは、利用者が地域情報基盤に関する情報を「探す・見つける・活用 
  する」機能を有するものとします。具体的には、検索機能（課題、カタログ、事例 ）、 

データ活用機能、サイト運用者向けの管理機能を指します。  
 

ポータルＴＯＰ       
   メインとなる画面で、「さがす」機能を基点とし、以下により構成される。 
    

（１）利用者登録、変更機能 
    利用者ＩＤ、パスワードなどを登録、認証できる機能。ＳＳＬ通信によりパスワ

ード情報などの秘匿を考慮すること。また、設定した利用者情報を変更できること。 
 
  （２）「さがす」機能       
    地域情報基盤内に保持する情報を検索する機能。保持する情報は、カテゴリーに

より分別できるものとする。カテゴリーを指定することにより保持する情報を検索
し、 検索結果画面に概要を一覧表示する。また、カテゴリーにより検索する際に、
キーワードによる絞り込み検索を可能とする。 

  「さがす」機能で検索できる大区分としては、「カタログからさがす」「課題から
さがす」「有識者・支援者からさがす」の３つとする。 

    
   ア．利用者の権限に応じて検索対象の表示、非表示の制御が可能であること。  
    ＜想定する権限＞       

① 一般：利用者登録がされていない一般のサイト利用者 
② 会員：サイト内で利用者登録を行い、認証済のサイト利用者 
③ e-PORTパートナー：e-PORTパートナー会員 

     将来的に権限を拡張する可能性があります。拡張を考慮ください。  
     



 
   イ．検索結果の概要一覧から、詳細画面への遷移 

一覧から選択することで詳細な情報が表示できること。 
ウ．検索結果の概要一覧から、ダウンロード画面への遷移 
  一覧から選択することで対象のファイルがダウンロードできること。 
 

（３）「e-PORTパートナーバナー」表示機能 
   e-PORTパートナーのバナーを表示する。表示においては、ランダムに表示順を制御

させるなど考慮すること。※表示するコンテンツは提供します。 
 

（４）「お知らせ情報」表示機能 
   サイト運営者からのお知らせ情報を一覧表示する。「（２）「さがす」機能」における

①一般、②会員の権限に応じて、お知らせ情報を表示できること。 
 

（５）その他各種情報コンテンツの表示、リンク表示 
   以下の通りとする。 
   ア．「外部のサイトへつなぐ」一覧表示     
  外部のサイトへリンクするものを一覧表示する。外部サイトへのリンクである 

   ことを明示し、一覧で表示すること。 
イ．「地域情報基盤について」紹介コンテンツ表示 
  地域情報基盤の概要を説明するコンテンツを表示する。※表示するコンテンツ

は提供します。 
 ウ．「サイトマップ」表示 

     サイトマップ、サイト内の構造情報を表示する。 
 エ．「利用規約」表示 

     利用規約を表示する。※表示するコンテンツは提供します。 
   オ．「関連サイトへのリンク」表示 
     リンク先へのリンクを表示する。※表示するリンク先は提供します。 
 

（６）「お問い合わせ」機能 
   ポータルサイト運営者への問い合わせを可能とする。 
 

  



＜サイト運用者向けの管理機能＞ 
  以下の通り。 
 
（１）ポータル管理機能 
  ア．お知らせ情報の登録・変更・削除 
  イ．バナー情報の登録・変更・削除 
  ウ．利用者情報の一覧表示 
 
（２）マスタ管理機能 
  ア．利用者情報の変更 
   権限の情報付与（e-PORTパートナー）を想定しています。 
  イ．カテゴリー情報 
  ウ．サイト運営者情報 
 
（３）ログイン認証機 
  サイト運営者の各機能を利用する前に、管理者用のＩＤ及び パスワードで認証する

こと。       
 
＜その他利便性の高い機能や必要と思われる機能＞ 

その他、利便性の向上や必要と考えられる機能について自由に提案すること。 
 
 
６．言語対応 

日本語対応とする。 
 
７．クラウド環境への配置対応 

クラウド環境の利用を想定している。サーバーやデータベースの必要なスペック 
とともに運用方法について提案すること。（履行期間内のクラウド利用にかかる毎月の
費用は、見積に含めてください。次年度にかかるクラウド利用にかかる費用はご提案
ください。クラウド環境へのセットアップはお願いします。）    
 

８．企画提案のポイント 
  （１）デザインと機能性 
     デザインについては、利用者の興味を引き付けるデザインとすること。利用に 

配慮した、なじみのあるインタフェースを参考に、操作が分かり易く、利便性の 
高い画面とすること。具体的な画面イメージ（案）をもとにご提案ください。 



  （２）e-PORT2.0推進 
     事業の趣旨を的確に捉え、e-PORTパートナーの利用効果が高まるような

提案を求めます。 
  （３）ポータルサイトの運用・保守・更新 
     ポータルサイトの効果的な運用方法、更新等の容易さを考慮し、後年度

以降の経費縮減のための運用方法、保守管理・更新方法についてご提案くだ
さい。 

  （４）バックアップとセキュリティ対策 
バックアップとセキュリティ対策についてご提案ください。 
 

９．著作権等 
  ・著作権法を遵守し、第三者の権利を侵害しないこと。 
  ・著作権法上の紛争が生じないようにすること。紛争が生じた場合、責任の一切は受

託者が負うこと。 
  ・委託契約期間以降、委託者がポータルサイトの更新・修正を要請する場合に

ついて、受託者は委託者の協議に応じるものとする。 
 
１０．試験 
  ポータルサイトがインターネット経由で正常に動作することを確認すること。 
   
 
１１．保守・運用 
  （１）障害発生時には迅速に対応を行うこと。 
    保守対応時間は、緊急の場合を除き、原則として平日の９時から１７時までとす

る。 
  （２）瑕疵があった場合には、修正を行うこととする。瑕疵担保期間は１年とし、期

間中の修正については無償で行うこと。 
  （３）運用支援 
    委託者が運用できるように運用マニュアルを作成すること。また、運用マニュア

ルの内容は障害対応等にかかる問い合わせについて業務支援を行うこと。 
    マニュアルについては、Ｗｅｂに関する専門知識を保有しない（ワープロや表計

算ソフトの操作ができるレベル）職員が利用することを考慮すること。 
 
12．成果物 
  （１）納入物 
    ア．システム概要図 



    イ．設計書 
    ウ．プログラムソース 
    エ．運用マニュアル 
  （2）納入期限 
    平成２８年３月３１日（木） 
  （3）納入場所 
    公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター 
 
１３．その他 
  ・業務の実施に先立ち、本財団の担当者と十分な協議を行い、承諾を得ること。 
  ・納入物の一切の権限は、当財団に帰属するものとする。 
  ・委託業務の実施（処理）上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
  ・本仕様書に定めないに事項については、本財団と協議して決定する。 

  



（資料２） 
提案書作成要領 

 
提案者は、資料１「基本仕様書」の内容を十分に踏まえた上で、本作成要領に従い提案

書を作成してください。提案書の作成にあたっては、IT用語には必要に応じて注釈を付け
るなど、専門知識を有しない者でも容易に理解できる配慮をお願いします。図や表などを
適宜使用するなど、見やすく明確な提案書としてください。 

 
１．提案書 
 ・提案書は、Ａ４サイズ横書き、上部綴じとしてください。フォントは自由ですが、文

字サイズは図表中の文字を除き、10.5ポイント以上としてください。ページ数の上限
として表紙を除いて３０ページ以内としてください。 

 ・提案書の宛先は、「公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター」、表題は、 
 「地域情報基盤ポータル構築業務委託」、「提出年月日」を記載してください。 
・表紙を除いて、一連でページ番号を付与ください。 
・提案書に以下の項目を記載ください。（必須項目） 

（１） 本業務の目的の理解  
（２） 各業務の実施方法  
（３） 基本機能の実現方法  
（４） クラウド環境  
（５） 企画提案のポイント 
（６） 次年度以降の運用保守費用（次年度以降におけるランニングコスト参考、企画

提案書の提出書類「見積書」の見積範囲外） 
 

２．留意事項 
 ・実現可能性を十分考慮して提案してください。 
 ・専門知識を有しないもので者でも容易に理解できるよう見やすく明確な提案書を作成 

してください。 
 ・提案書記載は日本語、通貨は日本国通貨とします。 
 

 
 

  



（資料３） 
評価項目・評価基準 

 
評価項目 評価基準 

 
配点 

理解度 本業務の目的・意図を的確に理解し、それらを
踏まえた提案となっているか。 

１０ 

提案内容 基本機能を実現し、実現可能なものか、また利
便性の向上が意識されているか。 

３０ 

加点ポイント 
（１） デザイン・機能性 
（２） e-Port2.0推進 
（３） ポータルサイトの運用・保守・更新 
（４） バックアップとセキュリティ対策 

２０ 
 

次年度以降のランニングコストが考慮され
ているか。 

１５ 

実施体制 本業務を円滑に実施できるか。 １０ 
見積額 提案上限額からのかい離から算出。 １５ 

合計 
 

１００点 

 
  ※審査員1人１００点満点とし、審査員の合計点を総合点とします。 
   総合点の最も高かった事業者が提案評価第一位となります。 
  ※総合点が最も高かった事業者が複数の場合、提案内容の得点が高い事業者を選定し

ます。 
 
 


