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  公園情報サイト構築及び運用管理業務委託に係る説明書 

 

１ 本業務の目的について 

現在の長崎市の公園に関するホームページは、長崎市の総合ホームページの一部として掲載している

が、公園の地図情報がなく、閲覧者が探しづらい状態にある。 

そこで「おでかけ公園ホームページ」と題して、これまでの長崎市の公園ホームページとは別個に、

小学生以下の児童がいる子育て世代を対象として特化した、長崎市の公園紹介ホームページを新しく立

ち上げたいと考えて、このプロポーザルを計画している。 

今回のホームページは、おむつ替え施設の有無、幼児が利用できる遊具、季節の花の情報等、市内の

公園にお出かけしたくなるように親しみやすく、興味を惹くような内容のものを提供することを目的と

している。 

 

２ 本業務の主な提案内容について 

（１） 子育て世代の公園利用を促進するような構成内容（検索項目、特集項目）を表示する。 

（２） 地図上から公園情報を入手できるようにする。 

（３） 初めて利用する人にも分かりやすく、興味を惹くようなデザインを作成する。 

（４） わかりやすく、短時間に目的の情報が検索できる工夫がされている。（全体としてできるだけ階

層が浅くする（最大３階層程度）） 

（５） SNSや他のホームページと連携し、子育て世代に有用な情報を提供できるようにする。 

 

３ 業務の概要 

（１） 業務名 ：①公園情報サイト構築業務委託 

②公園情報サイト運用管理業務委託 

（２） 業務内容：①「長崎市公園お出かけホームページ」構築業務委託 

②「長崎市公園お出かけホームページ」運用管理業務委託 

（３） 履行期間：①構築業務委託 契約締結日から令和 5年 3月 20日まで 

ホームページ運用開始 令和 5年 4月 1日 

②運用管理業務委託 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで 

ただし、令和 5年度以降の契約を保証するものではない       

（４）履行場所：指定場所 

 (５) 契約締結予定日 

令和 4年 11月 14日（月） 

(６) 業務実施上の条件 

ア 本業務の受託者としての条件は、公告日現在、過去５年以内において元請として同種業務の実

績がある者とする。なお、同種業務の実績とは、国、地方公共団体又は企業団体をＰＲするホー

ムページの作成実績とする。 

イ 本業務に従事する業務責任者は、同種業務における実務経験を要するものとする。なお、同種

業務の実務経験とは、国、地方公共団体又は企業団体をＰＲするホームページの作成経験とする。 

（７）成果品 

ア 成果品の種類及び提出部数並びに提出期限 

    提出する成果品は、原則として日本工業規格Ａ４版（やむを得ない場合はＡ３版も可とする。）、
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文字サイズは全て 10ポイント以上とし、紙媒体で２部作成する。併せて、データ等を収録した記憶

媒体（ＣＤ－Ｒ等）についても２部提出すること。 

なお、マニュアル等の様式の詳細、及び、ＣＭＳソフトを用いて作成したコンテンツ類のデータ

の納品方法は、別途協議の上決定する。 

番号 成果品名 提出部数 提出期限 

1 操作・更新方法等に関するマニュアル（印刷物） ２部 

令和 5年 3月 20日 

 

2 その他本業務において作成した資料等（印刷物） ２部 

3 上記データを収録した記憶媒体（ＣＤ－Ｒ等） ２部 

4 
ＣＭＳソフトを用いて作成したコンテンツ類のデ

ータ（※納品方法は別途協議） 
一式 

 

(８) その他 

ア 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

イ 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案者としての提案資格を確認された旨

の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できない。 

ウ 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

エ 提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

オ 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受託者の特定以外に提案者に無断で

使用しない。 

カ 提出期限後における参加表明書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。また、提案書に記

載した配置予定の従事者は特段の事情がない限り変更することができない。 

キ 次の場合は、以後の提案資格を喪失し、参加表明書及び提案書を無効とする。また、指名

停止措置を行うことがある。 

   (ア) 提案資格を満たさないこととなった場合 

   (イ) 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をした場合 

ク 成果物に関する権利は、受託者固有の知識及び技術を除き、全て本市に帰属する。 

ケ 決定された受託者は、決定通知後、企画内容について地域整備 1、2課と協議を行い、追加・修

正が必要と判断される場合には、それに対応すること。 

コ 受託者は、本業務を実施する場合においては、地域整備 1、2課と綿密に打合せを行うなど、相

互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければならない。また、契約終了後において

も、知り得た情報を一切漏洩してはならない。 

サ 参加表明者は、提案書の提出期限の前日までは提案を辞退することができる。この場合におい

て、当該参加表明者はその旨を記載した書面を３(４)の場所（地域整備 1、2課）に届け出なけれ

ばならない。 

 

４ 提案資格 

  提案者が満たすべき要件（以下「提案資格」という。）は次のとおりとする。 

(１) 長崎市契約規則（昭和 39 年長崎市規則第 26 号）第 2 条第 1 項に規定する者（同項後段の規定に

より読み替えて適用するものを含む。）に該当しない者及び同条第 2項各号に該当しないと認められ
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る者であること。 

(２) 長崎市物品等入札参加資格者名簿に「ホームページ作成」の業種で登録があるものであること。 

(３) （２）の名簿に地域区分が市内としての登録がある者であること。 

(４) 本業務の受託者としての条件は、公告日現在、過去５年以内において元請として同種業務の実績

がある者とする。なお、同種業務の実績とは、国、地方公共団体又は企業団体をＰＲするホームペ

ージの作成実績とする。 

(５) 本業務に従事する主任担当者は、同種業務における実務経験を要するものとする。なお、同種業

務の実務経験とは、国、地方公共団体又は企業団体をＰＲするホームページの作成経験とする。 

(６) 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成 7年 11月 7日施行）及び長崎市各種契約等に

おける暴力団等の排除措置に関する要綱（平成 24 年長崎市告示第 85 号）の規定による指名停止措

置の期間中でない者であること。 

(７) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者（更生計

画の認可が決定され、または再生計画の認可の決定が確定されたものを除く。）でないこと。 

(８) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始又は破産

法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあっ

た者でないこと。 

(９) 本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。 

 

５ スケジュール（予定） 

内容 期限等 

公告日 令和 4年 9月 2日（金） 

説明書その他資料配布期間 令和 4年 9月 2日（金）から 

令和 4年 9月 13日（火）午後 5時 30分まで 

参加表明の手続き期限 令和 4年 9月 2日（金）から 

令和 4年 9月 13日（火）午後 5時 30分まで（必着） 

参加資格通知書の通知 令和 4年 9月 16日（金） 

説明書等に対する質問提出期間 令和 4年 9月 2日（金）から 

令和 4年 9月 15日（木）午後 5時 30分まで（必着） 

質問に対する回答期限 令和 4年 9月 22日（木）まで 

※質問内容等を考慮した結果、直ちに回答したほうが良いと

思われるものは適宜回答します。 

提案書提出期限 令和 4年 10月 17日（月）午後 5時 30分まで（必着） 

ヒアリング実施日 令和 4年 10月 27日（木） 

決定・非決定通知日 令和 4年 11月 7日（月） 

見積書提出期限 令和 4年 11月 9日（水） 

※特定者に対して地域整備 2課から連絡します。 
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契約締結予定日 令和 4年 11月 14日（月） 

 

６ 参加表明の手続き 

(１) 提出書類 

次の書類を各１部提出すること。 

     

 (２) 提出期限 

   令和 4年 9月 13日（火）午後 5時 30分まで【必着】（提出期限内に下記提出場所の課に到達して

いること。） 

 (３) 提出場所 

   〒850-8685 長崎市桜町 2番 22号 長崎市役所本館 5階 

長崎市中央総合事務所地域整備 2課（電話：095-829-1184） 

 (４) 提出方法 

   持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）、その他宅配の方法による。 

   電子メール及びファクシミリによる提出は受け付けないので留意すること。 

 

７ 提案資格の確認 

 参加表明書を提出した者について、公募型プロポーザル参加資格確認通知書により通知するとともに、

プロポーザル参加要請書により提案書の提出を要請する。 

なお、提案資格が認められなかった者に対しては、選定しなかった旨及び選定しなかった理由を公募型

プロポーザル参加資格確認通知書により通知するものとする。 

通知予定日  令和 4年 9月 16日（金） 

 

８ 質問書の提出及び期限 

(１) 受付方法 

文書

番号 

書類名 様式 作成要領 

1 公募型プロポーザ

ル参加表明書 

第１号様式  

2 担当者連絡先 様式ア  

3 「３(６) 業務実

施上の条件ア」を

確認できる書類 

 過去５年以内において元請として国、地

方公共団体又は企業団体をＰＲするホー

ムページの作成業務の契約実績を確認で

きる契約書、仕様書の写しを提出するこ

と。（複数の実績がある場合は１部のみで

よい） 

4 「３(６) 業務実

施上の条件イ」を

確認できる書類 

様式エ 主任担当者のみ１部 
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質問書（様式シ）に記載の上、持参、電子メール又はファクシミリにより送付すること。あわせて、

その旨を電話により連絡すること。なお、提出書類に関する記入方法など事務手続きに関するものを

除き、電話等による照会には応じないので留意すること。 

(２) 受付期間 

   公告日から令和 4年 9月 15日（木）午後 5時 30分まで【必着】 

(３) 質問書送付先及び連絡先 

   長崎市中央総合事務所地域整備 2課 

   電話：095-829-1184 

   E-mail: chuo_seibi1@city.nagasaki.lg.jp  ファクシミリ：095-829-1165 

(４) 質問に対する回答 

質問回答書（様式ス）により提案資格を満たす者すべてに直接電子メール又はファクシミリで回答

する。ただし、質問内容等を考慮した結果、直ちに回答した方がよいと思われるものについては適宜

回答する。 

(５) 回答期限 

令和 4年 9月 22日（木） 

    

９ 提案書の提出 

(１) 提出書類 

文書番号 書類名 様式 作成要領 

１ 提案書 第４号様式  

２ 組織調書 様式イ ホームページ作成にかかる実施体制について作成するこ

と。（運用管理体制は除く。） 

３ 業務実績調書 様式ウ ① 過去に同種又は類似業務を受託した実績について、受

託先、受託額及び受託内容の実績を記入すること。 

② 過去５年間に契約し、完了したものを記載すること。 

③ ②記入内容を証明する書類（契約書および仕様書等の

写し）を添付すること。 

４ 配置予定者調書 様式エ 様式イに記載した担当者ごとに、それぞれ作成すること。 

５ 参考見積書 様式オ ① ホームページ作成にかかる経費について下の提出書

類（12、13、17、19）に則ってそれぞれ別途作成する

こと 

② 令和5年度以降の運用管理経費について、下の提出書

類（12、13、18、19）に則ってそれぞれ別途作成する

こと。 

③ 予算額を超える場合は、審査の対象としない。令和5

年度以降の契約を保証するものではない。 

④ 人件費、物件費、その他経費ごとに明細を記載するこ

と。 
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６ 業務実施体制 様式カ  

７ 予定技術者の経

歴等 

様式キ  

８ 予定技術者の過

去における同種

又は類似業務実

績 

様式ク  

９ 業務の実施方針 様式ケ 業務への取り組み体制、提案者の独自性などの特徴、特

に重視する業務上の配慮事項（提案を求めている内容を

除く）及びその他の業務実施上の配慮事項等を簡潔に記

述すること。 

１０ 業務の実施手法 様式コ 業務実施手順を示す実施フローを記載すること。 

１１ 任意様式 業務実施のスケジュールを記載すること。 

１２ サーバーの提供 任意様式 提供予定のサーバーの仕様やバックアップの頻度、セキ

ュリティ対策などについて記載すること。ただし、仕様

書の要件を満たすことができない場合は、代替案につい

ても示すこと。 

１３ 保守体制 任意様式 予定している通常の保守体制や、緊急時の体制などにつ

いて記載すること。ただし、仕様書の要件を満たすこと

ができない場合は、代替案についても示すこと。 

１４ デザイン図 任意様式 デザインを視覚的に示すこと。 

１５ 操作説明 任意様式 操作方法を記載すること。 

１６ 地図検索 任意様式 地図検索機能について示すこと。 

１７ 自由提案（構築） 任意様式 仕様書にかかる提案を含め、子育て世帯へ施策をわかりやす

く伝えるための構成内容・コンテンツ情報の更新について、

当該業務の目的を達成するための提案を行うこと。 

※提案内容は確実に実施可能な提案とすること。 

１８ 自由提案（運用） 任意様式 令和５年度以降、ホームページに掲載する情報の更新の

頻度及び情報収集手段について、提案を行うこと。 

１９ その他（提出要

請書に対する意

見、代替案等） 

様式サ  

※「本業務に係る提案」については、以下の項目を盛り込むこと。ただし、仕様書に記載のない内容で

あっても、本業務を実施するにあたって有益であると考えられる内容については提案を妨げない。 

 

① 子育て世代を対象にした、公園の検索方法 

② 子育て世代を対象にした、公園の魅力を伝える特集 

③ 掲載情報の更新方法（更新内容の情報について、市および指定管理者、実行委員会等を取材するこ

と） 
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④ 子育て世代の興味を引く独自提案 

 

(２) 業務量の目安 

  本構築業務の参考業務規模は 3,800,000 円、運用管理業務の参考業務規模は 800,000 円を想定して

いる。 

 

(３) 参考見積の提出 

提案書に記載する内容を踏まえて、本業務に係る参考見積を提出すること。ただし、その取扱いは

積算の際の参考および提案書を特定するための評価項目の一部（前述のとおり）として用いることと

する。 

参考見積は次の 2部を別途作成し提出する。 

ア 令和 4年度のホームページ作成にかかる経費 

イ 令和 5年度の運用管理経費 

 

(４) 書類作成上の注意事項 

用紙サイズは原則として日本工業規格Ａ４版とし、文字サイズは全て 10pt以上とする。ただし、や

むを得ない場合はＡ３版も可とする。なお、提案にあたっては別途示す仕様書に基づき提案すること

とするが、仕様書に記載のない内容であっても、本業務を実施するにあたって有益であると考えられ

る内容については提案を妨げない。 

(５) 提出部数 

提出書類一式をセットにしたものを 11 部（うち 1 部は会社名あり、10 部は会社名なし）とし、提

案書（第４号様式）については、裏面を白紙とする。また、会社名なしの書類については、会社又は

法人名、ロゴ、所在地等、提出者を特定できるような内容は記載しないこと。 

(６) 提出期限 

令和 4年 10月 17日（月）午後 5時 30分まで【必着】 

 

(７) 提出場所 

〒850-8685 長崎市桜町 2番 22号（長崎市役所本館 5階） 

長崎市中央総合事務所地域整備 2課 

(８) 提出方法 

持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）その他宅配（郵便法（昭和 22年法律第 165号）第 4 

条第 2 項及び民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 1 項に規

定する信書の送達ができる方法に限る。）による。 

 

１０ ヒアリング 

 提出された提案書について、提案者から説明を受けるためヒアリングを行う。 

(１) 実施予定日 

令和 4年 10月 27日（木） 

(２) 持ち時間 

説明 20分以内及び質疑応答 15分程度 計 35分程度を予定。 

ただし、持ち時間については参加者数に応じて変更となる場合がある。 
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※詳細については別途、ヒアリング予定表（様式セ）にて通知する。 

(３) 出席者 

２人以内とする。 

(４) その他 

   ヒアリング用の機材は提案者で用意すること。ただし、ヒアリングに必要なスクリーン及び投影機

は本市で用意する。 

また、説明は事前に提出された提案書に沿って行うこととし、資料の追加は認めない。 

 

１１ 受託者の決定・非決定に関する事項 

  特定審査委員会による提案書及びヒアリングの評価結果を基に、受託者を決定し、受託者として決定

した者に対しては、決定通知書により、受託者として決定しなかった者に対しては、非決定通知書によ

り、それぞれ結果を通知する。 

  結果通知予定日 令和 4年 11月 7日（月） 

 

１２ 受託候補者特定のための基準 

受託候補者を特定するための基準は、別添の「評価基準」のとおりとし、合計点が最も高い者を受

託候補者とする。 

また、合計点が最も高い者が複数となった場合は、見積金額が最も低い者を受託候補者とする。 

なお、「評価基準」のうち、「提案内容評価」の各細目について出席委員全員の評価が 0 点のものが

ある場合、出席委員全員の評価の合計点が満点の 2 分の 1 未満の場合、及び参考見積額が業務規模と

大きく乖離がある場合は、当該企画を失格とする。 

 

１３ 契約書の作成の要否 

 要 

 

１４ 担当課 

〒850-8685 

長崎市桜町 2番 22号 長崎市役所本館 5階 

長崎市中央総合事務所地域整備 2課 柏木  

電話 ：095-829-1184 

FAX  ：095-829-1165 

E-mail：chuo_seibi2@city.nagasaki.lg.jp 

 


