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平成 22 年度地域 ICT 利活用広域連携事業に於ける「ＮＰＯ法人熊本まちづくり」が

実施するシステム開発の調達に基づく入札は、国等の関係法令に定めるほか、この入札

説明書によるものとする。 

 ＊本業務は、一般競争入札に於ける総合評価方式で落札者を決定する方法の業務であ

る。技術的要素と価格を総合的に評価し、落札者を決定する方式である「総合評価方式」

による入札を行う。 

 

Ⅰ．入札及び契約に関する事項  

 

１．契約の責任者（担当官） 

     ＮＰＯ法人熊本まちづくり 

       会長 丸山 定巳 

 

 

２．業務概要 

 （１） 目的 

本仕業務は、総務省・平成 22 年度地域ＩＣＴ利活用広域連携事業の委託によ

って、｢ＮＰＯ法人熊本まちづくり｣が実施する「地域のソーシャルキャピタル（地

域力）を豊かにするユビキタス見守りネットワーク（ひご優ネット）の構築」の

システム開発の業務である。 

 

（２）情報システム（ひご優ネット）の方式 

 （ひご優ネット）は、｢第①号・地域ポータルサイト｣、「第②号・見守り支援管

理システム」、「第③号・ユビキタス福祉連絡システム」の三本の個別機能システ

ムで構成し、共通するデーターベース及び横断的に共通した機能を、共通基盤と

した統合システムとする。 

 

 

 

 

ひご優ネット 

第①号 

地域ポータルサイト 

第②号 

見守り支援・管理シス

テム

第③号 

ユビキタス福祉連絡

システム 

第②号  共通機能部分全体の試験・設定業務
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（３） 委託業務番号、業務名 

（委託業務番号）：第①号 

（業務名）：（ひご優ネット）ＩＣＴシステム設計・構築 

（地域見守りポータルサイト）業務委託  

 

（委託業務番号）：第②号 

（業務名）：（ひご優ネット）ＩＣＴシステム設計・構築 

（見守り支援・管理システム）及び（試験・設定）業務委託  

 

（委託業務番号）：第③号 

（業務名）：（ひご優ネット）ＩＣＴシステム設計・構築 

（ユビキタス福祉連絡システム）業務委託  

 

 

３．業務内容 

本業務は、地域弱者（高齢者、障がい者、子ども）の見守り活動を支援し、

地域のソーシャルキャピタルを向上させ拡張性、汎用性、機動性のある「ユ

ビキタス見守り情報ネットワーク」システムを構築する。また、多様で質の

高い福祉サービスを創出するために、地域の人的資源を情報化し地理情報も

加えたデータ構築を行ない、ＧＩＳを活用して福祉業務の効率化をはかると

ともに、地域ネットワークの核としての役割を果たすシステムを開発する。 

 

（１）業務数量 

別添、仕様書（システム要件）のとおり。 

 

（２）納入期限 

     平成 23 年 2 月 28 日迄 

別添、仕様書（履行期間、及び想定スケジュール）のとおり。 

 

（３）履行場所は、熊本市及び菊池市地内とする。 

 

 

４．競争参加資格 

        （１）平成 22 年度有効の国・（全省庁統一資格）、又は熊本県、熊本市、菊池市の何 

れかに於ける「役務の提供」の競争参加資格を有する者。（「役務の提供」の営業   

種目「ソフトウェア開発」、「情報処理」又は「調査・研究」に登録している者であ
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ること。） 

（２）平成 22 年度有効の国・（全省庁統一資格）、又は熊本県、熊本市、菊池市の何

れかに於ける「測量・建設コンサルタント業務競争参加資格」に登録し、一般競争

（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

（３）上記の（１）（２）の何れかの国、又は熊本県、熊本市、菊池市が定める競争

参加資格に適合していること。 

（追加） 【参加資格を証明する受付表又は通知書等の写しを添付すること】  

（４）国省庁及び九州地区の自治体における物品等の契約、又は建設コンサルタント

業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（５）入札への参加応募は 1社当り複数に参加できるが、短期間での実施、及び求め

るコンテンツが多様で３件のシステムはその内容・分野が異なるので、得意分野で

の受注を目的とし、１社が複数受注による技術の偏重を防止する為に、特別の効果

的な理由がない限り基本は１社当り１件の受注とする。 

 

 

５．提出書類 

   入札に参加を希望する事業者は、次の書類を作成し提出して下さい。但し、書類作

成等に要した経費等は、事業者の負担とする。 

 

＜提案書一式＞ 

（１）参加申込書（様式１）           1 部・（郵送又はメール受付） 

（２）提案書（様式２）             ５部・（郵送受付） 

（３）企業の同種業務実績報告書（様式３）    ５部・（郵送受付） 

（４）担当者の経歴（様式４）          ５部・（郵送受付） 

（５）入札書・内訳書              ５部・（郵送受付） 

 ★様式２～５は一冊に製本して５部作成し、下記の添付資料を同封して郵送して下

さい。 

 ★質問は次ページ記載箇所への郵便、又はメールでの受付とする。 

 

＜添付書類＞   【削除】 

 （１）過去１月以内（提案書提出日基準）に発行された法人登記簿謄本または登記事

項証明書（称号、所在地、代表者、資本金等の事項が記載されているもの）。 

＊写し可、１部  

（２）納税証明書等の写し、所管税務署が過去６月以内（提案書提出日基準）に発行

した納税証明書（未納税額のない証明書、１部） 
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＜提出・応募の方法＞ 

（１）入札参加を希望する者は、「ＮＰＯ法人熊本まちづくり」のホームページから

関係資料及び提出様式を取得し規定の様式に記入して、下記の提出先に郵送して下

さい。（参加申込書及び質問書は、郵便（期日当日消印有効）かメールの受付とす

る。メールの場合は捺印したものをＰＤＦで添付送信とする。） 

 

（２）提出先： 〒862-0918 熊本県熊本市花立５－５－８７ 

        ＮＰＯ法人熊本まちづくり 事務局 入札係、宛て 

 

  ・郵便封書の表側の左下に、赤書きで希望する（委託業務番号）を、 

   第①号、第②号、第③号の何れか申込の業務番号を記入して下さい。 

 

「ＮＰＯ法人熊本まちづくり」のホームページ：http://www.machizukuri.jp/ 

「     〃      」のＥ-Meil：yokote@machizukuri.jp 

 

 

６．技術審査基準 

（１）評価・配点の概要 

審査項目 審査内容 配点 

（１）技術評価（１５０／２００） 

Ａ． 専門技術力 システムの基本方針やコンテンツ等の考え方 ８０ 

Ｂ．適格性・安全性 ハードウエアーや運用・保守の方針 ４０ 

Ｃ．体制と発展性 実績と体制及び将来性 ３０ 

計   １５０ 

（２）価格評価 

（５０／２００） 
50×（１－入札価格／予定価格） ５０ 

落札方式 （加算方式）評価値＝技術評価点＋価格評価点 200 点満点 

 

（２）技術審査に於いて重要視する評価の要因 

・本調達の目的はシステムの機械的な性能などを求めるものではなく、汎用性・モデ 

ル性・操作性などの利用面に重点を置くものであり、独創的なアイデアなど開発シス 

テムの中身・コンテンツを最重視する。 
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・福祉介護分野の業務、人相手の細分化された複雑な分野・業務のシステム開発・情 

報化である。個人情報の取扱いは特に慎重を必要とし重要であって、人の感情や信頼 

感が重要であり、統一化・画一化が非常に難しく、人のあいまいな部分・分野に於け 

るＩＣＴの利活用であり、システムの柔軟な拡張性や発展性、先進性も重要である。 

 

 

７．その他の留意事項 

 （１）入札保証金は免除とする。 

 （２）契約保証金は免除とする。 

 （３）入札価格は予定価格の制限の範囲内とする。 

・予定価格の制限の範囲内で総合評価の最高得点をもって有効な入札を行った 

入札者を落札者とする。 

（４）入札の無効 

 ・熊本県・熊本市・菊池市の工事競争入札心得や申請内容などに虚偽の記載 

をして入札を行った場合や、業務の履行能力等が疑われる場合には、落札決定 

を取り消すものとする。 
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Ⅱ．一般競争（総合評価落札方式）入札のスケジュール 

 

 年 月 日 内容 備考 

① 平成２２年１０月２５日 評価委員へ手続きの説明  

 ～   

② 平成２２年１１月 １日 手続き開始の公示  

③ 平成２２年１１月 ８日 参加申込書の提出締切  

④ 平成２２年１１月 ８日 入札に関する質問受け付けの締切  

⑤ 平成２２年１１月 ９日 入札に関する質問の回答  

⑥ 平成２２年１１月１１日 技術提案書の提出締切  

⑦ 平成２２年１１月１５日 技術評価点の算出 予定 

⑧ 平成２２年１１月１５日 総合評価審査会（技術評価点確定） 予定 

⑨ 平成２２年１１月１５日 一般競争結果の公表 予定 

⑩ 平成２２年１１月１５日 契約、開発業務開始 予定 

 ～   

⑪ 平成２３年 ２月２８日 業務完了、成果物提出  

○12  平成２３年 ３月 ４日 竣工確認検査  

    

 


