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（仮称）西宮市健康ポイント事業システム構築等業務 提案者募集要項 

 

 

（仮称）西宮市健康ポイント事業システム 

構築等業務受託候補者選定委員会 

   

 

１ 業務名 及び 提案概要 

（仮称）西宮市健康ポイント事業システム構築等業務 

公募型のプロポーザル方式により提案書を求め、提案内容、提案価格、プレゼンテーション等

の評価基準をもとに評価・審査し、受託候補者を選定する。 

 

２ 業務内容 

西宮市内に住民登録のある 70 歳以上の高齢者（以下「高齢者」という）を対象に、歩数計等及

びスマートフォンアプリを使用し、歩いた歩数やイベントへの参加等に応じてポイントを付与す

る。また、段階的なサービス拡張及び利用者の利便性の向上に対応できるシステム（以下「本シ

ステム」という）を構築する。 

委託内容については、「（仮称）西宮市健康ポイント事業システム構築等業務提案仕様書（以下

「提案仕様書」という）」のとおり。 

  

３ 開発（稼働）期間 

令和２年度（契約締結日の翌日）～令和３年９月 30日まで（令和３年 10月稼動予定） 

 

４ システム等提案について 

（１）基本方針 

本システムは、主に高齢者を対象に、歩数計等及びスマートフォンアプリを使用し、歩いた歩

数やイベントへの参加等に応じて、インセンティブを付与することで、日常生活の中で気軽に楽

しく健康づくりに取り組める仕組みとする。また、自身の歩数記録を確認できる等、継続して続

けられるような環境の構築を目指すものである。さらに個人の活動から社会参加に結び付ける事

業に発展していくものとする。 

選定にあたっては、段階的なサービス拡張など、民間のノウハウや柔軟なアイデアを積極的に

取り入れることや、それらに伴う事務局運営も含めた総合的な評価等を行う必要があるため、本

事業の受託者は、単に価格面のみでの選定になじまないことから、公募型プロポーザル方式で選

定を行うものである。 

 

（２）選定の考え方 

本システムの選定にあたっては、所要の要件を満たすものであることに加え、将来において機

能拡充が可能である柔軟なシステムであることを原則とする。システム構成についてはクラウド
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型等のサービス提供を前提とし、本市の仕様に合わせてカスタマイズして提供するものとする。

利用者の使いやすさ、並びに運用する市職員の事務量、経費、利用促進のためのアイデアなどを

総合的に勘案し選定する。 

また、応募にあたっては、使用形態を十分考慮した上で、コストパフォーマンスに優れたシス

テムを提案するとともに、長期的な運用に耐え、維持管理費用が低廉となるようトータルコスト

を考慮した提案とすること。 

 

５ プロポーザルの範囲・内容 

本システムは、利用者の利便性、今後の拡張性を考慮した導入を前提とし、提案することとする。

本プロポーザルの範囲は、「システム構築・導入、稼動後３年間のシステムの運用・セキリュティ対

策・保守対応、機器（歩数計等）導入、事務局運営、賃借費、その他経費」全体である。 

 

６ 見積限度額・見積参考値 

（１）見積限度額 

令和２～３年度合計 107,965,000 円（税込）【システム構築に係る経費】 

※令和２～３年度中にシステムを構築後、本番環境による試行期間等設ける場合はその期間

等も提案すること。 

（２）見積参考値 

令和３～５年度合計 430,361,000 円（税込）【システム運用・保守、機器導入、事務局運営経

費、賃借費等】 

※ソフトウェア（アプリ）及び稼働後の事務局運営等業務として契約締結を行う予定である

ため、令和３年度を含め３年間の維持管理費用についても提案すること（総額ではなく、1

年ごとの契約金額がわかるようにしておくこと）。 

・令和３年度：令和３年６月～令和３年９月（準備期間）。 

令和３年 10月～令和４年９月。 

・令和４年度：令和４年 10月～令和５年９月。 

・令和５年度：令和５年 10月～令和６年９月。 

なお、事務局運営等にかかる委託契約は、それぞれの年度の予算が本市議会で議決された

場合のみ締結するものであり、上記金額については参考値とする。 

 

７ 提出に係る参加資格要件 

プロポーザルへの参加を希望する者は、次に掲げる資格要件を全て満たさなければならない。た

だし、契約締結までの間に、以下の参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（１）本募集要項をよく理解し、定められたスケジュール等を順守できる者であること。 

（２）西宮市から指名停止を現に受けていない者であること。 

（３）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こと。 

（４）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をしていないこと。 

（５）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をしていないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びそれら
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の利益となる活動を行う者でないこと。 

（７）専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること、及び本市

の指示に柔軟に対応できること。 

（８）歩数計等及びスマートフォンアプリを活用した仕組みの実施に必要な費用を確実に負担す

る資力・信用力を有するものであること。 

（９）個人情報の適正管理、情報の流出防止策など、情報セキュリティ対策を講じており、情報

セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証またはプライバシーマ

ークの付与認定を受けている者であること。 

（１０）法人税及び消費税の未納がないこと。また、西宮市内に事業所を有する場合は、市税の

未納がないこと。 

（１１）本業務と同種・同規模程度の業務を実施した実績があること。 

（１２）ＪＶ＜共同企業体＞による応募の場合は、とりまとめ事業者（連絡窓口）を代表者とし

て設定すること。なおかつ、ＪＶ＜共同企業体＞構成事業者の全てが、上記（１）～ 

（１０）の要件を全て満たすこと。 

 ※共同企業体で応募の場合は、各社が業務をどのように分担するのか明確にしてください。 

 

８ 全体スケジュール 

項 目 日 程（予 定） 備 考 

①募集開始（ホームページ） 令和２年 10月 12日（月）  

②参加申込書等の提出期限 令和２年 10月 23日（金） 様式第 1～4、6号 他 

③参加申込書等の審査 令和２年 10月 26日（月）～ 28日（水）  

④提案依頼書の送付 令和２年 10月 29日（木）  

⑤提案仕様書に対する質問受付 令和２年 11月 2日（月）～6日（金） 様式第 5号 

⑥提案書等の提出期限 令和２年 11月 12日（木）～20日（金） 様式第 7～10号 他 

⑦書類審査（ヒアリング） 令和２年 11月下旬  

⑧プレゼンテーション 令和２年 12月中旬（予定） 受託候補者の選定 

⑨結果通知 令和２年 12月下旬（予定）  

⑩契約締結 令和３年 1月中旬（予定）  

※スケジュールは現時点での予定であり、状況に応じて変動する可能性があります。 

 

９ 参加申込について 

本提案のプロポーザルへの参加を希望される方は、下記の①～⑧の書類を高齢福祉課に郵送又は

持参により提出すること。 

（１）提出書類 

提出書類 様 式 提出部数 

① 参加申込書 様式第 1号 １部（原本） 

② 会社概要 様式第 2号 １部 

③ 登記事項全部証明書  １部（原本） 
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④ 受注及び納入実績 様式第 3号 １部 

⑤ 委任状 様式第 4号 １部（必要があれば提出） 

⑥ 納税証明書  

１部 

※国税は税務署様式 3 の 3、市税は市税納

付状況証明書。市税は西宮市に納税義務

がない場合は不要。 

⑦ 情報セキュリティマネ

ジメントシステムまたは

プライバシーマーク認証

証書の写し 

 １部 

⑧ 共同企業体結成届出書 様式第 6号 １部（共同企業体の場合のみ） 

※②、③、⑥、⑦については、共同企業体の場合は構成事業者全ての書類を必要とする。 

  

 

（２）参加申込書等提出期間 

令和２年 10月 12日（月）～令和２年 10月 23日（金）必着 

 受付時間：9:00～17:00 

 ※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 

（３）提出先 

西宮市役所 高齢福祉課（１Ｆ）  担当：正中・竹中 

所在地：〒662-8567 西宮市六湛寺町 10-3 

Tel  ：0798-35-3077 

e-mail：vo_koufuku@nishi.or.jp 

 

 

１０ 質問等の受付 

提案仕様書等の内容について質問がある場合は、質問書（様式第 5 号）を以下の期限までに電子

メールで提出し、送信後は必ず担当者へ電話連絡を行うこと。 

（１）提出期間 

令和２年 11月 2日（月）～令和２年 11月 6日（金）必着 

受付時間：9:00～17:30 

※提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 

（２）提出先 

質問書を電子メールにて「９（３）提出先」へ提出すること。 

 

（３）回答方法 

各質問について、電子メールで随時回答を行う。質問及び回答を一覧表にまとめ、随時西宮市

HP で公開する。 
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１１ 提案書類について 

（１）提出書類一覧 

提出書類 様 式 提出部数 

① 提案書 様式任意 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

② 作業工程表 様式任意 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

③ 要件定義一覧表 様式第 7-1,2 号 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

④ 見積書 様式第 8 号 1 部（原本） 

⑤ 総括技術者業務経歴書 様式第 9 号 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

⑥ 主任技術者業務経歴書 様式第 10 号 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

⑦ その他提案書に記載さ

れている関連資料 
様式任意 13 部（うち社名等抜いたものを 11 部） 

 

（２）提出書類の作成要領及び注意点 

ア 上記（１）の提出書類は漏れなく提出すること。また、下段等にある各注意事項をよく読

んだ上で記載すること。 

イ 原則として A4 版横書き（横置き上綴り又は、縦置き横綴り）とし、A3 の場合は A4 サイ

ズに折り込むこと。また、支障のない範囲で両面印刷としても構わない。 

ウ 基本的には提案書をプレゼンテーションにおける資料とするが、プレゼンテーション当日

に提案書の抜粋による概要版を配布することも可とする。 

  ※概要版については、プレゼンテーション前日の 17：00までに事務局へ郵送または持ち込

むこと。 

エ 上記（１）の提出書類で社名等抜いたものについては、社名を「●●」とするなど、提案者

が特定されないように作成すること。また、提案書等の提出方法は、「社名入り分」及び「社

名抜き分」のそれぞれを A4 版２穴ファイル等で綴じ、計 13 部（うち社名等抜いたものを

11 部）を提出すること。 

オ 見積書は封筒に入れて封印し、封筒表面に応募社名を記入の上、提出すること。また、見

積書には算出根拠を別紙として添付すること。 

 

（３）提案書に記載する項目 

上記（２）を参照し、提案書を作成すること。 
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（４）２次審査（プレゼンテーション）についての進め方 

２次審査（審査委員へのプレゼンテーション）は、プレゼン 30 分、質疑 30 分を予定して

いる。提出した提案書に沿ってプレゼンテーションを行うこと。 

＊本システム導入後のイメージを掴みやすい提案説明とすること。 

 

 
 ＜提案書記載項目＞ 
 
１．システムの概要 

  （１）概要 
    ※健康増進、健康寿命延伸への効果についての記載も含める。 
 
 ２．システム・アプリの構築 
  （１）導入スケジュール 
  （２）システム・アプリの構成 
  （３）システム操作等の研修体制 
 
 ３．システムの運用・保守 
  （１）システムの運用 
  （２）保守の範囲・体制 
  （３）セキュリティ対策 
 
４．機器の導入 

  （１）測定器（歩数計等）の調達 
   
 ５．事務局運営について 
  （１）事務局の運営体制 
  （２）事業参加者への案内・啓発 

（３）事業の効果分析について 
 
 ６．将来的な対応 
  （１）バージョンアップ 
  （２）次期データの抽出 

（３）事業拡充 

２次審査（プレゼンテーション）についての進め方 

 

（仮称）西宮市健康ポイント事業システム構築等提案書に基づいて説明を行う。 

１．「システムの概要」を説明 

２．「システム・アプリの構築」を説明 

３．「システムの運用・保守」を説明 

４．「機器の導入について」説明 

５．「事務局運営について」を説明 

 ※利用シーンに沿ったポイント付与の説明を含む 

６．「将来的な対応」を説明 
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（５）見積書（様式第 8 号） 

見積り範囲は、システム構築・導入費、稼動後３年間のシステム運用・保守対応経費、機器導

入経費、事務局運営経費、賃借費、その他必要な費用を計上し、消費税を含む金額を提示するこ

と。 

見積り内容のうち、下記の①～⑥がそれぞれわかるようにすること。 

① システム開発・導入費用、初期設定費用 

② システム運用保守・サポート（セキュリティ対策・障害対応含む） 

③ 機器導入経費（歩数計等測定器他） 

④ 事務局運営経費（コールセンター、広報・啓発、管理運営費） 

⑤ 周辺機器等賃借料 

⑥ その他経費 

 

（６）提案書提出期間 

令和２年 11月 12日（木）～11月 20日（金）必着 

受付時間：9:00～17:00 

※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 

（７）提出先 

「９（３）提出先」へ郵送又は持参により提出すること。 

 

（８）その他の留意事項 

ア 提出書類は一応募者につき一提案とする。 

イ 提出に要する諸費用は全て提出者の負担とする。 

ウ 提出書類の著作権は、提出者に帰属すること。 

エ 提出期限までに提出書類の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

オ 提出書類の提出後、差し替え及び追加等はプレゼンテーション当日に使用する概要版以外

は認めない。（但し、市から請求するものは除く） 

カ 提出書類に記載された予定技術者等は契約後に原則変更できないものとする。 

キ 提出書類は返却しない。 

ク 提出書類は非公開とする。 

ケ 提案に係るプレゼンテーション及び本市から提案者に対しての書類内容ヒアリングの実施

については、提出書類を確認ののち、当方より連絡する。 

コ 開発業務に関わる技術者（総括または主任）は、プレゼンテーションに参加することとする。 

   ※人数は最大５名とする。 

 

１２ 審査及び選考等 

（１）審査の流れ 

ア １次審査：書面審査 

原則として、応募数が 5 社を超えた場合は、提出書類の内容を審査（ヒアリング）した上
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で、提案見積額等、客観的審査基準により上位 5 社を選考する。応募数が 5 社以下の場合は、

提出書類の内容を審査した上で 2 次審査の対象者とする。 

イ 書類内容ヒアリング 

（仮称）西宮市健康ポイント事業システム構築等業務受託候補者選定委員会（以下「選定

委員会」という）作業部会がヒアリングを行い、審査する。 

ウ ２次審査：プレゼンテーション 

１次審査を通過された提案者によるプレゼンテーションを行い、選定委員会によって審査

する。プレゼンテーションの進め方は、P.6「（４）２次審査（プレゼンテーション）について

の進め方」を参照すること。 

 

（２）審査項目と評価対象 

審査項目 評価対象 配点 

非機能要件 

（システム全般） 

非機能要件定義一覧表（様式 7－1） 

（システム全般に共通した要件の評価：システム環境、性能要件、 

セキュリティ、データ保全、運用、保守、システム開発、 

マニュアル整備・教育研修等） 

100 

機能要件 

（モバイル端末上の機

能・操作等） 

機能要件定義一覧表（様式 7－2） 

（各種機能要件に対する評価：歩数計等、アプリ、ウェブサイト、設

計・構築、管理者機能、付加機能、事務局運営、拡張性） 

300 

価格 
見積書 （システム構築・導入費、システム運用・保守経費、機器

導入経費、事務局運営経費、賃借費、その他経費） 
100 

総合評価 提案書（本編）、プレゼンテーション 300 

 

（３）審査方法及び選定結果 

ア 選定委員会は市職員で構成する。 

イ 各種要件及び価格に関する評価点は作業部会が提出書類及びヒアリング等により審査・算

出し、総合評価の評価点は選定委員会により審査・算出する。 

ウ 評価点の合計が最も高い提案者を受託候補者とする。 

エ 最も高い評価点を獲得した提案者が複数いた場合は、選定委員会の議決により選定する。 

オ 選定結果については、全ての提案者に対して個別に文書で通知する。 

 

（４）受託候補者選定後について 

所管課（高齢福祉課）と受託候補者は、システム導入の仕様内容について提案書をもとに協議

し、その内容を決定する。その後、仕様の内容が確定し、準備が整った段階で契約を締結する。

契約にあたっては、本市が定めた契約書を使用する。本市のホームページ（http://www.nishi.or.jp/）

の「事業者向け情報＞入札・契約＞規則・要綱等＞契約書（契約約款）」で閲覧できるので、事前

に記載内容を確認しておくこと。事務局運営の契約は受託事業者と別途協議の上、契約を締結す

る。 
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（５）失効及び無効 

以下のいずれかに該当する場合は、選定の前後を問わず失格とする。 

ア 提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合 

イ 提案額が限度額を超えている場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があった場合 

オ 非機能要件と機能要件の必須項目で対応不可の項目があった場合 

 

１３ 契約相手方としての取扱い 

審査により選定された業者は、システム等の導入に係る契約候補者となる。再度、細部につい

て協議、調整を行い、契約を締結することとなる。 

 

１４ 本提案募集についての問い合わせ先 

 西宮市高齢福祉課  担当：正中・竹中 

 所在地：〒662-8567 西宮市六湛寺町 10 番３号 

 Tel   ：0798-35-3077 

 e-mail：vo_koufuku@nishi.or.jp 

 

以上 


