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チャレンジャーバッジシステム基本機能等の設計と開発に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

平成２７年１１月１１日 

公立大学法人会津大学 

 

１ 趣旨 

この募集要項は、チャレンジャーバッジシステム基本機能等の設計と開発を委託する

にあたり、公募型プロポーザル方式により応募者の適性及び能力等を総合的に比較検討

し、最も優れた応募者を選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１） 委託業務名 

チャレンジャーバッジシステム基本機能等の設計と開発委託 

（２） 委託業務期間 

契約締結の日から平成２８年３月３１日（木）までとする。 

（３） 委託業務概要 

別添「チャレンジャーバッジシステム基本機能等の設計と開発委託仕様書」及び「チ

ャレンジャーバッジシステム基本機能等の設計と開発委託要件定義書」のとおりとす

る。 

 

３ 応募資格 

参加表明書（様式第１号）の提出時から本業務委託契約締結日までの間、次の（１）か

ら（４）までに掲げる条件をすべて満たしている者 

（１） 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 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てをし

た者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（会社更生法にあっては

更生手続き開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を

除く）でないこと等、経営状態が著しく不健全な者でないこと 

（３） 公立大学法人会津大学契約事務取扱規則（平成１８年４月１日規則第３号）第３条

第１項の規定に該当しない者であること 

（４） 国、地方公共団体、その他の公共団体又は企業の発注する各種運営システム開発業

務を元請けとして受注した実績を有していること 
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４ 募集要項（本書）等の交付 

（１） 交付資料 

①  チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発に係る公募型プロポーザル

募集要項（本書） 

②  チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発委託仕様書 

③  チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発委託要件定義書 

④  チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発に係る公募型プロポーザル

提出書類様式(様式第１号から第１１号まで) 

⑤  公立大学法人会津大学契約事務取扱規則（平成１８年４月１日規則第３号） 

⑥  公立大学法人会津大学 案内パンフレット 

（２）資料交付期間等 

① 資料の交付は、公立大学法人会津大学グローバル推進本部・スーパーグローバル

大学推進室（「１３ 送付先及び問い合わせ先」参照）にて交付するほか、郵送希望

の場合は、同住所あて返信用の封筒（Ａ４版 ４００円の切手を貼付のうえ、返信

先を明記）を簡易書留郵便で郵送して請求すること。 

郵送希望の場合は、請求封筒の表に必ず「チャレンジャーバッジシステム基本機

能の設計と開発委託プロポーザル参加手続書類請求用封筒在中」と明記すること。 

② 交付期間は、平成２７年１１月１１日（水）から平成２７年１１月２５日（水）（た

だし、土曜日、日曜日を除く。）の午前９時から午後５時まで（最終日は午後３時ま

で）とする。 

郵送により請求する場合は、上記交付期間内必着とする。  

 

５ 事業者の選定方法 

当該公募型プロポーザル方式による事業者の選定にあたっては、複数の応募者から提

出された提案内容、実績、能力等が明示された書類及びヒアリング（平成２７年１２月

１０日（木）実施予定）により、その適性及び能力等を総合的に判断する。 

 

６ 契約締結までのスケジュール 

募集要項等の公表 平成２７年１１月１１日（水）～１１月２５日（水） 

参加表明書の提出 平成２７年１１月１１日（水）～１１月２５日（水） 

午後３時必着 

質問受付 平成２７年１１月１１日（水）～１１月２５日（水） 

午後３時必着 

質問に対する回答期限 平成２７年１１月３０日（月） 
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提案書等の提出期限 平成２７年１２月２日（水）午後３時必着 

ヒアリング 平成２７年１２月１０日（木）(予定) 

審査結果の通知 ヒアリング実施日から概ね７日以内 

契約締結 審査結果の通知後、仕様を確定し見積書の提出を受けた上で

契約締結手続きを行う。 

 

７ 参加意思の表明 

当該公募型プロポーザルに応募する者は、事前に参加表明書（様式第１号）を提出す

ること。 

なお、定められた提出期限までに参加表明書を提出しない者については、当該公募型

プロポーザルへの応募を認めない。 

（１） 提出書類 

 参加表明書（様式第１号） 

（２） 提出期限 

 平成２７年１１月２５日（水）午後３時（必着） 

（３） 提出場所 

 公立大学法人会津大学グローバル推進本部・スーパーグローバル大学推進室（「１３．

送付先及び問い合わせ先」参照） 

（４） 提出方法 

 持参または郵送により提出すること 

郵送の場合は、封筒の表に「チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発

委託 参加表明書在中」と朱書きのうえ、一般書留郵便又は簡易書留郵便により送付

すること 

 

８ 質問及び回答 

（１） 質問書 

 提出書類の作成に関する質問は定められた質問書（様式第２号）の提出により行う

こととし、審査に支障をきたす質問、電話または口頭による質問については受け付け

ない。 

（２） 提出期限 

 平成２７年１１月２５日（水）午後３時（必着） 

（３） 質問受付及び回答の方法 

 質問は電子メール（sgu-office@u-aizu.ac.jp）により受け付ける。 

 受け付けた質問については、参加表明書（様式第 1 号）を提出したすべての者に対

し平成２７年１１月３０日（月）までに電子メールで回答する。 
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９ 提出書類 

(１) 提出書類の種類及び部数 

 つぎの①から⑩までに掲げる書類各１部をセットにしたものを７組提出すること。    

ただし、①の「企画提案書」については原本１部と写し６部とする。 

 なお、提出後における提出書類の内容変更、差替え、又は再提出は認めない。 

①  企画提案書（様式第３号 要押印） 

②   会社概要（様式第４号） 

・ 事業内容、経営状態をわかりやすく記載すること 

・ 平成２７年１１月１０日を基準日とし、直前２年の各営業年度の財務諸表又はそ

の写しを添付すること 

③   類似業務の実績（様式第５号） 

・ 各種運営システム開発業務を元請けとして受注した実績を５件まで記載すること。

相手企業名や契約金額について公表できない場合は、業種(○○県内の市役所、大手

都市銀行など)や概算金額(約２千万円、約３百万円など)を記載すること 

④  業務実施体制（様式第６号） 

・  総括責任者及び主たる担当者について明記するとともに、その他作業に携わる

担当者数を明記すること 

・ 運営システムに関する知識全般を有し、これらの技術に関する処理の流れにつ

いて十分に把握し、対処可能な技術者を配置すること 

・ 本業務の主たる部分（業務の総合企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判

断等）の再委託は認めない。なお、当初より２社以上の分業によって提案する場

合は、参加する会社における協議のうえ、実務経験や知識・ノウハウ等を勘案し

て、代表会社以外から総括責任者及び主たる担当者を選定しても構わない。 

⑤  総括責任者等の経歴・類似業務の実績（様式第７号） 

・ 総括責任者および主たる担当者を定め、ヒアリングの席上、提案内容の主たる

説明を行うこと 

・ 総括責任者及び主たる担当者について、実務経験年数など必要事項を記載する

こと 

⑥  業務に対する基本的な考え方（様式第８号） 

・ 本業務を遂行するにあたっての基本的な考え方について、文章のみで簡潔に記

載すること（写真・図表等は用いないこと） 

⑦  提案書（任意様式） 

・ 様式は任意とするが、目安としてＡ４判横組・横書きとした片面印刷で２０ペ

ージ以内の資料を作成すること。 

（盛り込むべき内容） 
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◇ 本業務における全体像・コンセプトについて簡潔にまとめること 

◇ 本業務を遂行するにあたっての円滑な推進方法を提案すること 

◇ 各設計における実現方式について具体的に提案すること 

◇ 全体システム構成図を提案すること 

◇ 導入予定のハードウェア、ソフトウェアの製品、数量等を提案すること 

◇ ２社以上の会社による分業によって提案する場合、分業の必要性を説明し

た上で、代表会社を指定し、各会社の役割と連携・共同開発の体制を明ら

かにすること。 

◇ 会津大学、ならびに会津大学生、教職員、参加会社や組織、地域など、想

定される関係者のニーズへの対応に関する考え方を明確にすること 

◇ 本業務で開発したシステムを試験運用する際の実施体制も提示すること

（具体的な規模や複数の協力会社名などを挙げられることが望ましい） 

◇ その他、本業務を遂行する上で有用と考えられる機能、手法、追加の提案

をすること 

⑧  業務推進のスケジュール（様式第９号） 

・ 本業務の推進スケジュールについて、作業項目毎に記載すること 

⑨   見積書（様式第１０号） 

・ 想定される必要な経費を項目毎に積算し、記載すること 

⑩ 業務に関連するその他の実績（様式第１１号） 

・具体的な業務名、人数なども記載すること 

 

(２) 提出期限 

     平成２７年１２月２日（水）午後３時（必着） 

(３) 提出場所 

     公立大学法人会津大学グローバル推進本部・スーパーグローバル大学推進室 

（「１３．送付先及び問い合わせ先」参照） 

(４) 提出方法 

 持参または郵送により提出すること。 

  郵送の場合は、封筒の表に「チャレンジャーバッジシステム基本機能の設計と開発

委託 提出書類在中」と朱書きのうえ、一般書留郵便又は簡易書留郵便により送付す

ること 

 

１０ 審査及び選定 

（１） 審査体制 

 チャレンジャーバッジシステム基本機能と設計と開発公募型プロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）が審査する。 
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（２） 審査方法 

 提出された書類及びヒアリング（平成２７年１２月１０日（木）実施予定）により、

応募者の適性及び能力等について審査し、最適な応募者１者及び次点１者をそれぞれ

選定する。 

 

（３） ヒアリングの進め方 

①   ヒアリングの実施にあたっては、主たる説明者である総括責任者を含めて各応募

者３名（応募者及び協力者に限る）までの出席を認める。 

②   ヒアリングで求める内容は、提出書類の内容を補足する追加説明及び審査委員か

らの質疑に対する応答とし、新たな資料（模型も含む）の追加配布や提示等は認め

ない。 

③   ヒアリング会場にはプロジェクター及びスクリーンを用意するが、その他ヒアリ

ングに必要な機材は応募者が持参し、持参した機材の操作は各自行うこととする。 

④  審査の公平性を確保するため、応募者は他の応募者のヒアリングを傍聴してはな

らない。 

（４） 審査基準 

審査項目 審査の観点 

会社概要・類似業務

の実績 

・ 健全な経営状態での事業遂行が期待できるか 

・ 会社が元請として受注した類似業務の実績（件数・金額・

内容等）は十分か 

・ 件数や金額等によって評価点が異なるので注意すること 

業務実施体制 ・ 必要な資格や能力を有するスタッフの適切な役割分担のも

とで、十分な実施体制が構築されているか 

総括責任者等の経

歴・類似業務の実績 

・ 主たる担当者の適性や能力、過去に担当した類似業務の実

績（件数・金額・内容等）は十分か 

業務に対する基本的

な考え方 

・ 業務の趣旨を理解し、課題を把握しているか 

・ 会津大学の特徴や取組に関する理解は十分か 

専門知識・企画能力 ・ 運営システム全般に対して知識やノウハウに裏付けられた

提案がなされているか 

・ システム開発に関する考え方や手法は適切か 

業務推進のスケジュ

ール 

・ 効率的で履行可能なスケジュールになっているか 

・ 発注者の意図を組み入れる機会は確保されているか 

見積書 ・ 見積額は経済性があるか 

本業務の特殊性に

関する理解度、およ

び、経験量と経験知 

・ 会津大学の専門性や特色、および会津大学生の特性や活動

などについて理解しているか 

・ システム開発のエンジニア（または補助業務担当者）とし
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ての学生の雇用、インターン生として受け入れ実績があるか 

・ 大学における学生支援、授業・講座での講師・インストラ

クターなどを行った実績があるか 

・ 学生を対象としたハッカソン、アイデアソン、学生コンテ

ストなどを実施あるいはサポートした実績があるか 

（５） 審査結果の通知等 

 ヒアリングを行った日から概ね７日以内に、文書で応募者全員に審査結果を通知す

るとともに、本学のホームページに掲載する。 

（６） 契約手続等 

 審査の結果最適な応募者として選定された者（以下「最適な応募者」という。）につ

いて、公立大学法人会津大学会計規程第１７条及び公立大学法人会津大学契約事務取

扱規則第３１条に定める随意契約の相手方として当該業務委託の契約に係る協議を行

うものとする。 

 なお、契約額は、提出された見積金額がそのまま採用されるものではなく、最適な

応募者と見積合わせにより決定する。 

 また、最適な応募者が応募資格を満たさないと判明した場合、その他の理由により

最適な応募者との契約締結が不可能と判断された場合には、次点の者と契約締結に係

る協議を行うものとする。 

 

 １１ 失格条項 

参加表明書を提出した者が次に掲げる条項のいずれかに該当するときは、失格となる。 

（１） この要項に定める手続き以外の手法により、審査委員会の審査委員又は事務局等関

係者に当該プロポーザル競技に対する援助を直接又は間接に求めた場合 

（２） 参加表明書を複数提出した場合 

（３） 他の参加表明者の協力者（協力会社）であった場合 

（４） ヒアリング時に新たな資料の追加配布や提示等を行った場合 

（５） ヒアリング時に応募者以外の第三者を同席させた場合 

（６） 提出書類の提出方法や提出期限を遵守しない場合 

（７） 提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合 

（８） その他審査委員会が不適格と認めた場合 

 

１２ その他 

（１） 当該提案に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（２） 応募者から提出された書類は、返却しない。 

（３） 公立大学法人会津大学は、応募者から提出された書類について、本業務以外の目的

には使用しない。 
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（４） 応募者から提出された書類は、福島県情報公開条例に基づき公開される場合がある。 

（５） 応募や提案、契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨と

する。 

 

１３ 送付先及び問い合わせ先 

公立大学法人会津大学 グローバル推進本部・スーパーグローバル大学推進室 

〒９６５－８５８０ 福島県会津若松市一箕町鶴賀上居合９０（研究棟２階２４１-Ｆ） 

電話番号  ０２４２－３７－２７０１ 

ＦＡＸ番号 ０２４２－３７－２７６６ 

電子メール sgu-office@u-aizu.ac.jp 


