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（仮称）尼崎市スマートバイクポータルサイト企画、構築、管理委託業務実施事業者募集要項 

 

１ 件名 

（仮称）尼崎市スマートバイクポータルサイト（以下「ポータルサイト」という。）企画、構築、

管理委託業務 

 

２ 背景 

本市は、①地理的特長、②交通利便性、③コンパクトな都市機能などの面で、自転車利用に適

した都市としての特性を備えており、身近な交通手段である自転車が多く利用されてきた。その

反面、自転車に関する事故や盗難の多発そして多くの放置自転車などが、長年にわたり都市課題

となってきた。それらの課題については、市の取組や多くの市民、事業者等の努力で、少しずつ

改善されているところである。 

この中で、平成２７年度から、本市の自転車利用に適した都市としての特性を、まちの強みと

位置づけ、環境や健康面等における自転車の持つメリットを最大限に活用したまちづくりを推進

し、自転車の位置づけを都市課題から都市魅力へ転換することで、市民一人ひとりが自転車に愛

着を持ちシビックプライドを持つまちとするため、自転車政策について、総合的な取組を進め、

市民が、生活の中で安全に、安心して、快適に自転車を利用できる魅力あるまちを目指している。 

 

３ 目的 

自転車を活用した観光やイベントなどの魅力に関する情報や交通事故防止、放置自転車対策な

どの課題解決に向けた取組の情報を、ワンストップで取得できるポータルサイトを創設し、本市

が自転車が利用しやすいまちということを市民のみならず、来街者等にも広く周知することによ

り、本市の自転車のまちづくりの推進を図るため。 

 

  

４ 業務内容 

  本業務の概要は、以下のとおりとする。 

  なお、詳細な業務内容については、別添の仕様書のとおりとする。 

（１）企画業務 

サイト名称、全体構成・コンテンツ、閲覧ビュー数の継続的向上に向けての工夫等の企画・ 

提案 

（２）構築業務 

サーバーの提供、ドメインの取得、暗号化通信（ＳＳＬ）の導入、デザインの構築、ホー

ムページ作成支援システム（ＣＭＳ）の導入等 

（３）管理業務 

   システムの管理、セキュリティ対策、管理マニュアルの作成等 

   

５ 契約期間 

契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

 

 

６ 委託料 

１，３７５，２７２円（税込）を上限とする。 
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７ 募集対象事業者 

  民間企業、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人（NPO

法人）、その他の法人又は法人以外の事業者等 

   

８ 選定事業者数 

 １事業者又は１共同事業体 

なお、複数の事業者が１つの共同事業体を結成することも可能とする。 

 

９ 応募資格 

実施事業者の応募資格は、以下のとおりとする。なお、共同事業体にあたっては、全ての構成

団体が該当すること。 

（１）本募集要項に定める記載内容等を理解･承諾し、仕様書内容を遵守できること。 

（２）宗教活動や政治活動を目的とした事業者ではないこと。 

（３）特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした事業者

ではないこと。 

（４）法令等に違反していないこと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項各号の規定に該当していないこと。 

（６）本市が発注する契約に係る入札参加停止の措置を受けていない事業者であること。 

（７）会社更生法に基づく更生手続の開始の申立又は民事再生法に基づく再生手続開始の申 

   立がなされていない事業者であること。 

（８）代表者及び役員等に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者ではな 

いこと。 

（９）応募する事業者、代表者、役員等が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号に規定する暴力団又は同法同条第６号に規定する暴力団員、尼崎市暴力団排除条例第

２条第４号に規定する暴力団密接関係者でないこと。また、それらの利益となる活動を行う

事業者でないこと。 

（１０）国税、都道府県税、市区町村税を滞納している事業者ではないこと、かつ代表者、役員等

がこれらの税金を滞納している事業者ではないこと。 

（１１）提案事業を行うにあたり、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を

受けている必要がある場合には、当該免許、許可又は認可を受けている事業者であること。 

（１２）守秘義務を遵守できること。 

（１３）本業務の実施にあたり、本市との打合せなどに適切に対応できること。 

 

１０ 応募方法等 

（１）応募期間 

平成２９年１１月２２日（水）から平成２９年１２月１３日（水）までのうち、土曜、日曜 

  及び祝日を除く午前８時４５分から午後５時３０分までの間。（持参の場合、午後０時から午 

後１時までは除く） 

（２）応募場所 

尼崎市危機管理安全局危機管理安全部生活安全課 

住所：尼崎市東七松町１丁目２３番１号（尼崎市役所中館８階） 

電話：０６－６４８９－６５０２ 
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（３）応募方法 

（４）の提出書類を持参または郵送すること。（郵送の場合も提出期限までに必着） 

    電子メール、ＦＡＸによる受付は行わない。 

（４）提出書類 

 

 内容 備考 

１ 応募申込書（様式１）  

２ 企画提案書（様式自由） カラー刷りにすること。 

３ 共同事業体構成表（様式２） 共同事業体のみ提出のこと。 

４ 共同事業体協定書（様式自由） 共同事業体のみ提出のこと。 

５ 見積書（様式自由） 

 

※見積金額は、税込とすること。 

（ただし、消費税の額を内訳に

記載すること。） 

６ 事業実施体制（組織表）（様式自由）  

７ 業務実績一覧表（様式３） 

（過去５年間において受託した類似業務） 

共同事業体は、全構成団体のも

のを提出のこと。 

８ 応募資格に関する誓約書（様式４）  

９ 定款又は寄付行為の写し（６カ月以内の日付で原本証明した

もの） 

共同事業体は、全構成団体のも

のを提出のこと。 

１０ 法人登記簿謄本（提出の日において発行日から６ヶ月以内の

もの） 

共同事業体は、全構成団体のも

のを提出のこと。 

１１ 国税、都道府県税、市区町村税それぞれの納税証明書（提出

の日において発行日から６ヶ月以内のもの） 

共同事業体は、全構成団体のも

のを提出のこと。 

１２ 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の写し（直

近１ヵ年のもの：半年決算の場合は２期分） 

共同事業体は、全構成団体の 

ものを提出のこと。 

（５）提出部数 

正本１部と副本９部の合計１０部を提出すること。 

（６）質問 

この募集要項についての質問及び回答は次のとおり行う。 

  ア 質問を行うことができる者 

応募資格に該当する者のみとする。 

イ 質問の受付期間 

    平成２９年１１月２２日（水）午前８時４５分から平成２９年１２月７日（木）午後５時

３０分まで 

  ウ 質問の方法 

（ア）質問の受付期間内に、電子メールにより受付を行う。 

（イ）来庁、電話、ＦＡＸ、郵送による問い合わせには一切応じられない。 

（ウ）様式は問わないので、送信者の連絡先及び質問の要旨を簡潔にまとめて下記へ送信する

こと。 

エ 質問の送信先 

   尼崎市危機管理安全局危機管理安全部生活安全課 

   E－mail：ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp 

mailto:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp
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オ 回答 

提出された質問内容については、項目ごとに集約等を行い、その回答を随時本市 

のホームページ上で公表する。（質問者の個人情報は公表しない） 

なお、質問への回答は、この募集要項と一体のものとし、本要項と同等の効力を有するも

のとする。 

   ※原則、平成２９年１２月１１日（月）中に回答する。 

（７）留意事項 

ア 提出書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがある。 

イ 応募する者の提案は１事業者、１共同事業体につき１提案とする。 

ウ 企画提案書については、カラー刷りとする。 

エ 提出の際、正本、副本それぞれ１セットずつ綴って提出すること。 

オ 共同事業体での応募は、代表団体が構成団体の書類をまとめて提出すること。 

カ 応募にかかる費用は応募する事業者の負担とし、提出された書類や資料は返却しないこと

とする。 

キ 提出された書類は、尼崎市情報公開条例に基づき開示する場合がある。 

ク 受付期間終了後の差し替えは認めない。（本市が補正等を求める場合を除く。） 

ケ 提出書類に虚偽の記載をした事業者（共同事業体の全構成団体を含む）は、本件募集への

一切の参加資格を失うものとする。 

 

１１ 選定方法 

（１）選定方法 

   選定方法は、以下のとおりとする。 

ア １次選定 

応募者数が５者を超えた場合は、１次選定を実施し、企画提案書の内容を書類審査し、上

位５者を選定する。なお、応募者が５者以下の場合でも、提出書類に不備等があった場合に

は失格とする。 

（ア）実施日時 

   平成２９年１２月１５日（金）に生活安全課にて実施する。 

（イ）結果通知 

応募者全員に選定結果を電子メールで通知する。なお、１次選定が実施されなかった場

合は、その旨を通知する。 

イ ２次選定 

選定は、本市の職員で組織する選定委員会において、企画提案書その他の提出書類、プレ

ゼンテーション及び質疑応答の内容を総合的に評価し選定する。選定基準に基づき各選定委

員が採点を行い、評価点数の総合計が最高得点の応募者を契約候補者として選定する。ただ

し、最高得点の候補者が複数あった場合には、選定委員会の議決により選定する。応募者が

１者の場合であっても、２次選定を行うものとし、選定の結果、提案内容が仕様を満たして

いると認められた場合には、その応募者を契約候補者として選定する。 

（ア）実施日 

平成２９年１２月２１日（木） 

（イ）説明方法 

応募者ごとに説明する（説明時間２０分程度、質疑１０分程度） 

① ２次選定の日時及び場所は、提出書類提出後に通知する。 

② ２次選定では、本市において、プロジェクター、スクリーンを用意するが、ノートパ 
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ソコン等の機器については、用意できないので、必要な場合は、直接、会場に持参す 

ること。また、２次選定を予定している会場は、インターネット接続環境がないため、 

インターネットを利用したプレゼンテーションを希望する事業者については、インター 

ネット接続に必要な機器等を準備し、会場に持参すること。（ただし、２次選定を予定 

している会場には、ＬＡＮポートはない。） 

なお、追加で紙資料がある場合は、必ずカラー刷り資料を１０部持参すること。 

③ 選定内容に係る質問や異議は、一切受け付けない。 

④ 契約候補者は、特別の理由がない限り、業務委託契約の交渉相手方となる。 

⑤ 提出書類受付後に応募資格を満たしていないことや提出書類に重大な瑕疵があるこ

とが判明した場合は、選定の対象としない。 

（２）選定結果 

選定委員会による契約の相手方の決定後に、文書で全応募者に対して選定結果を通知する。 

（３）選定対象からの除外（失格事由） 

次のいずれかに該当した場合は、選定の対象から除外する。 

ア 本募集要項に定める応募資格に該当しない場合 

イ 本募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

ウ ２案以上の企画提案をした場合 

エ 選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

オ 他の応募者と提案内容又はその意思について相談を行った場合 

カ 選定委員会終了までの間に、他の応募者に対して自らの提案内容を意図的に開示した場合 

キ 提出書類に虚偽の記載を行った場合 

ク その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

 

１２  選定基準 

別紙の選定基準に基づき、総合的な観点から選考を行う。 

なお、選定委員会において、市内事業者、準市内事業者からの提案に対して、地域経済活性

化の観点から一定の加点を行う。また、市外事業者を含め、事業実施にあたって市内在住者を

雇用するなど地域経済の活性化が図られる配慮を行う提案があった場合、一定の加点を行うこ

とがある。 

   

※市内事業者 尼崎市内に本社や本店の主たる事務所を有している事業者 

   準市内事業者 尼崎市内に支店や営業所等のみを有し、人員を配置し、事業活動を行ってい 

          る事業者 

   市外事業者 市内事業者、準市内事業者以外の事業者 

 

１３  選定後の契約手続き 

（１）選定後、契約候補者は本市と委託業務について、契約に必要な事項を協議した後、本市が

作成した契約書によって契約を締結する。 

（２）採択された提案については、採択後に本市と詳細を協議するものとし、内容及び金額等に

ついて変更が生じることがある。 

（３）契約に際して、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号に規定する

暴力団又は同法同条第６号に規定する暴力団員、尼崎市暴力団排除条例第２条第４号に規

定する暴力団密接関係者を排除するため、受託者は「暴力団排除に関する特約」を本市の
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間において締結することとする。 

（４）契約保証金等、契約にあたっては尼崎市契約規則に基づくこととする。 

（５）契約候補者が契約の締結を辞退した場合、または契約締結時までに応募資格を欠いている

ことが判明した場合には、次点の応募者を契約候補者とする。 

 

１４ スケジュール（予定） 

（１）募集開始日     平成２９年１１月２２日（水）午前８時４５分から 

（２）質問開始日     平成２９年１１月２２日（水）午前８時４５分から 

（３）質問締切日     平成２９年１２月７日（木）午後５時３０分まで 

（４）募集締切日     平成２９年１２月１３日（水）午後５時３０分まで（必着） 

（５）１次選定実施日   平成２９年１２月１５日（金） 

（６）２次選定実施日   平成２９年１２月２１日（木） 

（７）契約締結      平成２９年１２月下旬 

（８）事業着手      平成３０年１月上旬 

 

１５ その他 

（１）応募内容については、補足説明等を依頼することがある。 

（２）契約に際しては、提案内容を厳守すること。なお、提案内容に虚偽の内容があった場合には、 

契約をしないことがある他、本市が被る損害について賠償を請求することがある。 

 

１６  問い合わせ先 

  尼崎市危機管理安全局危機管理安全部生活安全課 担当：毛利・乾 

  〒660-8501尼崎市東七松町１丁目２３番１号（尼崎市役所中館8階） 

電話：06-6489-6502 FAX：06-6489-6166 

E-mail：ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp 

以 上 

 

 

mailto:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp

