
盛岡市子育て支援アプリ導入及び運用業務プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

盛岡市（以下「本市」という。）では、子育て支援施策に関する情報を、ホームページ、広報

もりおか等を通じて市民に広報・情報提供を行っている。 

しかし、平成 27 年４月から子ども・子育て支援新制度が始まり、子ども・子育て支援を取り巻

く環境は大きく変化しており、妊娠・出産・子育てへの切れ目ない支援が求められている中子育てに関する制度は複

雑化し、関連する情報も多岐に渡ることから必要な情報が入手することが煩雑な状況となっている。 

このような背景から、子ども・子育て支援に特化したスマートフォンアプリ（以下「アプリ」と呼ぶ）を提供

し、子育てに関する情報を必要としている人が、必要な情報を入手しやすい環境を整備するため、公募型プロポー

ザルにより企画提案募集を実施する。 

手案されたものは、運用予定時期に確実に稼働し、信頼性が高く操作性にも優れたアプリを適

切な価格で提供する提案者（事業者）を見極めるため、総合的に審査した上で最適な提案を選定

し、当該提案者を最優秀提案者とする。また、業務履行に最も適した契約の相手方となる候補者

として決定する。 

 

２ プロポーザルの概要 

(1) 業務名 

  盛岡市子育て支援アプリ導入及び運用業務 

(2) 業務内容 

別紙「盛岡市子育て支援アプリ導入及び運用業務仕様書」のとおり 

(3) 契約期間 

契約締結の日から令和５年３月31日まで。 

(4) 契約の方法及び期間 

ア 本プロポーザル（審査）で決定した候補者（最優秀提案とされた内容について本市と合意

に至った場合に限る。）と本市との随意契約とする。 

イ 本契約はアプリの導入及び運用、保守を包括して委託契約する。 

ウ 契約は以下のとおり行う。 

契約期間は契約締結日から令和５年３月31日までとする。ただし、導入は令和４年６

月30日まで、運用・保守は令和５年３月31日までとする。 

（契約締結は令和４年５月とする。） 

(5) 提案上限額  605,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  【内訳】 

ア 導入経費 110,000円 

イ アプリの運用、保守等 495,000円 

ただし、この金額は本業務契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を

示すもので、本業務に係る見積書の提出の際は、この金額を超えてはならない。 

(6) 履行場所 

盛岡市保健所４階 子ども青少年課 



(7) 支払い方法 

完了払いとする。 

 

３ 日程 

  本プロポーザルのスケジュールは以下のとおり。 

項目 日程 備考 

公募開始 

 

令和４年４月 28日（木）から 

令和４年５月 13日（金）まで 

 

募集に関する質問等受付期間 令和４年４月 28日（木）から 

令和４年５月９日（月）まで 

 

質問に対する本市の回答期限 令和４年５月 11日（水）まで  

参加申込書提出期限 令和４年４月 28日（木）から 

令和４年５月 13日（金）まで 

 

提案書提出期限 令和４年５月 13日（金）から 

令和４年５月 17日（火）まで 

 

１次審査（書類審査） 令和４年５月 18日（水） ３者を超える参加者があっ

た場合は１次審査の結果に

より３者を選定する。 

２次審査（プレゼン審査及びヒ

アリング） 

令和４年５月 20日（金） 

 

 

プロポーザルの結果通知 令和４年５月 23日（月）  

契約締結 令和４年５月下旬を予定  

アプリ導入期間 契約締結日から 

令和４年６月 30日（木）まで 

テスト・職員研修等を含む 

運用開始 令和４年７月１日（金）から  

 

４ 事務局 

  本プロポーザルの実施に係る事務局は以下のとおりとする。 

   事務局：盛岡市子ども未来部子ども青少年課 

       〒020-0884 盛岡市神明町３番 29号 

       TEL ０１９－６１３－８３５４（直通） 

       FAX ０１９－６２３－３５１６ 

       e-mail：kodomo@city.morioka.iwate.jp 

   担 当：企画係 

 

５ 参加資格要件 

(1) 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、本業務に参画する意欲があり、自らがアプリ提供を行
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うことのできる者で、調達するアプリ及びについての十分な知識・導入実績等を備え、以下

の要件を全て満たすものとする。 

ア 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。 

イ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しく 

 は再生手続開始の申立てがされている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定

を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第41条第１項に規定す

る更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

ウ 応募に係る書類の提出期限の日までに、市からの受注業務に関し、入札参加停止等の措置 

 を受けている者でないこと。 

  エ 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（平成３年法律第77号）第２ 

   条第２項に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

オ 応募に係る書類の提出時点において、盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者名簿に登

録されている者であること。 

  カ プライバシーマーク又はISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得して 

   いる者であること。 

  キ 岩手県内の他自治体及び中核市以上の自治体を含む子育て支援アプリの導入及び運用に係

る事務を受託した実績があること。  

 

６ 参加申込及び企画提案書の提出手続き 

本プロポーザルに参加を希望する場合は、盛岡市公式ホームページ上に公開する書類を記載の

うえ、下記受付場所まで持参又は郵送(簡易書留)により提出すること。 

なお、提出された書類等は返却しない。 

(1) 参加申込及び企画提案書受付期間 

 ア 参加申込期間    令和４年４月28日（木）から令和４年５月13日（金）まで 

イ 企画提案書提出期間 令和４年５月13日（金）から令和４年５月17日（火）まで 

(2) 受付場所及び受付時間 

事務局に直接持参又は郵送（簡易書留）で提出すること。直接持参の場合は、開庁日

（土日、祝祭日等の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は、必

ず事務局に送付した旨の連絡を行うこと。提出期限までに到達したものに限り受付する。 

なお、提出後（事務局受付後）の内容変更、差替え又は再提出は認めない。 



(3) 提出書類等 

区分 提出書類等 様式 部数 備考 

参加申込 参加表明書 第１号 １部  

参加申込 会社概要のわかる書類 任意様式 ５部 副本４部含む 

参加申込 業務実績書 任意様式 ５部 副本４部含む 

参加申込 ISMS適合性評価制度認証又はプ

ライバシーマーク認定証の写し 

― １部  

企画提案 企画提案書 任意様式 ５部 副本４部含む 

企画提案 見積書 任意様式 ５部 副本４部含む 

その他 質問書 第２号 ―  

(4) 参加の辞退 

プロポーザル参加表明書（様式１号）提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届によ

り、その理由を記して速やかに提出すること。（提出部数：１部） 

本プロポーザル参加を辞退届により辞退した場合は、指名停止等の処分は行わない。 

 

７ プロポーザル等への質問 

本プロポーザル等への質問は、質問書（様式２号）を使用して、電子メールにて事務局に

記載したｅ-mailアドレス宛に提出すること。（なお、送信後は必ず事務局に確認の電話連

絡を行うこと。） 

なお、質問と回答はホームページ上において下記回答期限までに随時公開することを原則とす

る。 

ただし、質問又は回答の内容が公開することにより質問者の不利益となると判断したものにつ

いては、質問者のみに回答する。 

(1) 質問等受付期間 

令和４年４月28日（木）から令和４年５月９日（月）まで 

(2) 質問回答期限 

令和４年５月11日（水） 

(3) 留意事項 

メールの件名は「盛岡市児童手当システム及び児童扶養システムシステム導入に係る公募

型プロポーザルへの質問」とすること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  参加申込に係る書類を提出したものは、期限までに次に掲げる書類を提出すること。 

 (1) 企画提案書（任意様式） 

  ア 提案者の経験、業務実績について記載すること。なお、業務実績は岩手県内の他

自治体及び中核市以上の自治体に係る実績について必ず記載すること。 

  イ アプリの機能について、仕様書「６．機能要件」に記載の内容を中心に、具体的

かつ分かりやすいよう詳細に記載すること。 

  ウ 仕様書「７．運用保守要件」に記載の内容を中心に、具体的かつ分かりやすいよ



う詳細に記載すること。 

  エ 仕様書「８．情報セキュリティ要件・データセンター要件」に記載の内容を中心

に、具体的かつ分かりやすいよう記載すること。 

  オ アプリ導入までの工程・スケジュールを記載すること。 

 (2) 見積書 

ア 本業務に係る経費の総額（消費税等を含む）により作成すること。 

イ 導入に係る経費と運用保守（運用、維持管理、保守費、周知啓発費用、自治体サ

ポート等）に係る経費の内訳を記載すること。 

 

８ 企画提案内容の審査・評価及び最優秀提案者の選定 

(1) 概要 

１次審査（書類審査）、２次審査（プレゼン審査）とし、別に定める「盛岡市子育て支

援アプリ導入及び運用業務プロポーザルに係る提案審査基準」（以下「審査基準」とい

う。）に基づき審査委員が審査する。 

応募が３者を超えた場合は、１次審査の段階で提案者を上位から３者を選抜する。１次

審査の結果、上位の３者について、２次審査を実施する。 

(2) １次審査について 

１次審査は書類審査とし、提出された企画提案書等を審査基準に基づいて採点する。 

(3) ２次審査について 

 ２次審査は提案内容及びアプリの特徴をより理解するため、次のとおりプレゼンテーシ

ョン及びヒアリングを行う。 

  ア １者ずつ呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明30分、質疑20分の計50分とする。 

イ プレゼンテーションの会場には説明者及び補助者の計３名まで入場できるものとす

る。 

  ウ プレゼンテーションのため追加資料の配布は認めない。ただし、提出された企画提案

書と同一の図案や写真等を用いた資料をプロジェクタ投影による説明は可能とする。な

お、プロジェクタ及びスクリーン等の備品は本市で用意する。 

  エ プロジェクタを使用する場合は令和５年５月19日（木）までにパワーポイント又は

PDFによりデータを準備し、事務局あてにEメールにより提出すること。 

  オ 審査会による採点が同点の場合、審査会での協議により優先交渉事業者を選定する。 

 (4) 最優秀提案者の選定 

   審査委員は審査基準に基づき提案者が企画提案したものを１次審査及び２次審査で審

査・評価し、最も優秀だった提案を最優秀提案（この提案をした者を最優秀提案者とす

る。）として選定するものとする。 

ただし、最優秀提案の選定後に不測の事態等が生じた場合は、次点の審査・評価を得た

提案を最優秀提案（最優秀提案者）に繰り上げる。 

 

９ 審査基準 

  提案額が本要領に定める上限額を超えないこととし、次に掲げる基準によるものとする。 



 (1) 業務遂行における高い信頼性を有していること。 

 (2) 管理側、利用者側の双方にとって利便性の高いアプリになっていること。 

 (3) 安定した運用、保守が見込まれること。 

 (4) 本市の業務及び職員に対するサポート体制が整っていること。 

 (5) 高い費用対効果を有していること。 

 

10 結果の公表 

 最終的な審査・評価結果については、２次審査に参加した者全てに対して最優秀提案の選

定後速やかに文書で通知する。 

 

11 本契約 

最優秀提案者と本業務について仕様の詳細や情報セキュリティに関する事項等について協

議を行い、内容について合意の上、随意契約により契約を締結するものとする。 

最優秀提案者との協議により合意が得られなかった場合は、最優秀提案者としての資格を

失う。その場合は、次点の提案者を最優秀提案者として繰り上げ、交渉する。 

 

12 その他 

(1) 提案書類提出等にかかる経費（交通費等を含む。）や、プレゼンテーションへの参加に 

 かかる経費など、本プロポーザルへの参加に要する経費は全て参加者の負担とする。 

(2) 提出書類は返却しない。 

(3) 提出書類は審査に必要な場合、複製を作成する。 

(4) 本業務の契約は、別途調製する契約書をもって行う。 

(5) 本市から本プロポーザル及び本業務において知り得た情報について、第三者に漏らし、

若しくは本プロポーザル・本業務手続き以外の目的に供し、又は無断で使用することは禁

止する。 

(6) 審査結果に対する異議は一切認めない。 

(7) 電子メール等の通信事故、及び書類等の郵送・配送の途中の事故（郵送・配送の遅延を

含む。）については、本市はいかなる責任を負わない。 

(8) 契約対象事業者は、参加申込書（様式１号）に記載した事業者とする。 

(9) 契約締結後であっても、本件事業において契約締結事業者が談合その他の不正行為に関

わった事実が発覚した場合、または契約締結事業者の役員等が贈賄等で逮捕され社会的影

響が大きいと本市が判断した場合は、契約を解除する場合がある。 

(10) 提案者が１者のみの場合であっても審査は実施するが、その場合、配点合計が６割以

上の得点となった場合に限り、候補者として選定する。 


