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SDGs ポータルサイトシステム構築・運用保守等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務件名 

  SDGs ポータルサイトシステム構築・運用保守等業務委託 

 

２ 募集の目的 

川崎市では、令和３年３月から、市内の SDGs の達成に向けて取り組む企業・団体を市が登録・認

証する川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」（以下、「登録・認証制度」とい

う。）の運用を開始し、令和３年度は約 1,400 者を登録・認証するなど、SDGs に資する取組を行う

団体の活動支援やネットワークづくりを行っています。 

本実施要領は、登録・認証制度をより効率的・効果的に運用し、申請者にとって分かりやすい申請方

法に改善するとともに、登録事業者（かわさき SDGs パートナー）及び認証事業者（かわさき SDGs

ゴールドパートナー）同士の連携を図る「川崎市 SDGs プラットフォーム」による情報発信及びネッ

トワークづくりを促進するためのポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）の構築・運用を

行うために、専門的な知識と豊富な経験を有する事業者から、意欲的で創意工夫のある企画提案を受

け、提案内容や実施体制等を総合的に判断し、本業務にふさわしい事業者を特定する公募型プロポーザ

ルの実施に係る事項を定めたものです。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 応募資格 

 次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

（１） 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２） 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（３） 令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名簿において、業種２２「電算関連業務」に登録

されている者。 

（４） 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する者、又は破産者で復権を得ている者。 

（５） 団体又はその代表者が、過去３年間市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。 

（６） 受託期間中ポータルサイトを安定的に運営することの可能なノウハウ・実施体制・経営基盤等

が確保されていること。 

（７） 国、地方公共団体又は民間企業が発注したシステム構築・運用保守等業務において、本業務と

類似する業務（システムによる情報管理、情報発信及び保守運用等）の実績があること。 
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（８） ISO/IEC 27001（JIS Q 27001）認証又はプライバシーマーク付与認定を取得しているこ

と。 

 

５ 委託金額の上限 

  総額 13,596,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

   １年目（令和４年度）  9,108,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

   ２年目（令和５年度）  2,244,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

   ３年目（令和６年度）  2,244,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

 

６ 募集及び選定スケジュール（予定） 

項         目 日           程 

募集の告示 令和４年５月１２日（木） 

参加意向申出書提出期限 令和４年６月１０日（金）正午 

提案資格確認結果通知書の交付 令和４年６月１３日（月） 

質問書提出期限 令和４年６月１５日（水）正午 

質問への回答 令和４年６月１７日（金） 

企画提案書等の提出期限 令和４年６月２３日（木）１７時 

企画提案書評価委員会 令和４年６月３０日（木） 

選定結果の公表 令和４年７月上旬 

契約締結 令和４年７月上旬 

 

７ 委託業務内容 

  委託業務内容については、「SDGs ポータルサイトシステム構築・運用保守等業務委託仕様書」に定

めていますが、概要は次のとおりです。 

（１） 登録・認証制度の申請、審査及び承認システムの構築 

登録・認証制度へ申請する者がポータルサイト上で必要項目を入力し、審査担当者が内容確認・審

査・承認依頼・修正依頼を行う機能を構築すること。 

（２） パートナーの情報管理機能の構築 

パートナーの情報をシステムで適切に管理し、検索出来る機能を構築すること。また、任意のパー

トナー宛てにメッセージや電子データを送信出来る機能を有すること。 

（３） ポータルサイトにおける情報発信システム及びサイトデザインの構築 

川崎市及びパートナーの SDGs に資する取組を市内外に広く発信するサイトとして、ポータルサ

イトの訪問者にとって見やすく利用しやすいシステムやデザインを構築すること。 
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（４） 上記第１号から第３号に掲げるシステムの運用・保守管理を行うこと。 

（５） その他ポータルサイト運営に必要な業務を行うこと。 

 

８ 公募型プロポーザル実施事務の流れ 

（１）参加意向申出書及び仕様書等の配付 

参加意向申出書、仕様書、各種様式については、次の募集ページからダウンロードしてください。  

    https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000139722.html 

 

（２）参加意向申出書等の提出 

    プロポーザルに参加を希望する事業者は、参加意向申出書（様式１）、団体紹介資料（パンフレ

ット等）を持参又は郵送（必着）にて提出してください。 

    ア 提出期限：令和４年６月１０日（金）正午まで 

           （受付時間：９時～１７時 閉庁日及び１２時～１３時を除く） 

イ 提出場所：川崎市総務企画局都市政策部企画調整課（川崎市役所第３庁舎５階） 

 

  （３）提案資格確認結果通知書の交付 

    参加意向申出書を提出した事業者には、次により当該業務委託の提案資格の有無について、競

争入札参加資格審査申請時に登録している電子メールアドレスへ提案資格確認結果通知書を交付

します。 

ア 交付日：令和４年６月１３日（月） 

 

（４）応募に関する質問事項の受付及び回答 

本要領や仕様書の内容等に関する質問を受け付けます。質問書（様式２）により、川崎市総務企

画局都市政策部企画調整課まで電子メールで提出してください（電話、FAX、郵送による質問はお

受けできません）。なお、提出期限を過ぎた質問については受け付けませんのでご注意ください。 

ア 提出期限：令和４年６月１５日（水）正午まで 

イ 回答日時：令和４年６月１７日（金） 

ウ 回答方法：電子メールで提案資格のある全ての事業者宛てに回答いたします。 

※ 同趣旨の質問が複数あった場合には、まとめて回答します。 

※ 評価に関する質問については回答しません。 

※ いずれの事業者からも質問がない場合は連絡いたしません。 

 

 

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000139722.html
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（５）企画提案書類一式の提出 

次のとおり持参又は郵送（必着）にて提出してください。 

    ア 提出期限：令和４年６月２３日（木）１７時まで 

           （受付時間：９時～１７時 閉庁日及び１２時～１３時を除く） 

イ 提出場所：川崎市総務企画局都市政策部企画調整課（川崎市役所第３庁舎５階） 

ウ 提出書類 

    企画提案書（任意帳票、Ａ４）  ：正…１部 副…１１部 

    見積書（任意帳票）       ：正…１部 副…１１部 

    実績書（任意帳票）       ：正…１部 副…１１部 

    上記書類のデータを格納した CD-R ：１枚 

※ 企画提案書の副本、見積書の副本及び実績書の副本（それぞれ１１部）については、事業者

名を伏せて作成してください。 

※ 企画提案書は、表紙、目次、本編で構成してください。本編は片面印刷とし、枚数の上限は

２０枚です。本編の各ページにはページ番号を記載してください。 

※ 企画提案書には、取組姿勢、企画提案内容、実施体制、経験・ノウハウ、セキュリティ対策

や個人情報保護に関する考え方について必ず記載し、情報システムの専門家以外の者にも理

解できるよう、日本語で十分にわかりやすい記述としてください。作成に当たっては、後述

の「審査の視点」を参考にしてください。 

※ 見積書は単年度ごとに３年分を作成してください。必要な経費を項目ごとに示し、システム

構築費用と運用保守等の費用（月額等）がわかるように記載してください。なお、「５ 委託

金額の上限」の金額を上回った場合は失格とします。 

※ 実績書は本業務と類似する業務を行った実績を記載してください。 

※ CD-R に格納するデータのファイル形式は、原則として、Microsoft Word、Microsoft  

PowerPoint、Microsoft Excel 又は PDF 形式としてください。 

エ 書類提出の注意事項 

（ア）提出後の提案書等の修正又は変更は一切認めません。 

（イ）応募書類の作成及び応募に伴う費用は、応募者の負担とします。 

（ウ）応募書類は返還しませんので、あらかじめ写しをとる等の措置をとってください。 

（エ）応募書類作成に当たり第三者の著作権等に抵触するおそれがあるものは、応募者の責任

において適切な処理を行ってください。 

（オ）応募書類を事務局にて確認後、補足資料・説明を求める場合があります。 
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  （６）企画提案書評価委員会（プレゼンテーション、ヒアリング）の開催 

    企画提案について、企画提案書評価委員会（以下、「評価委員会」という。）において、「審査の

視点」に基づき提案内容の審査及び評価を行い､最も優秀な提案を行ったと認められる者を受託予

定者として選定します｡ 

    ア 評価委員会実施日 

令和４年６月３０日（木）午後 

      ※各社の開始時刻は申込順とし、決定次第連絡します。 

イ 会場 

川崎市役所第３庁舎５階会議室（川崎市川崎区東田町５番地４） 

※感染症の拡大状況等に応じ、評価委員会の開催をオンラインで実施する場合があります。 

    ウ 出席者は、各社３名以内とします。 

    エ 各社３０分とします。（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分） 

    オ 注意事項 

（ア）評価委員会の詳細（集合場所、時間割等）は、別途連絡します。 

（イ）説明は時間内で行ってください。説明時間を超過した場合は、途中であっても打ち切ら

せていただきます。 

     （ウ）評価委員会当日に新たな資料等を追加配布することはできません。 

カ 評価方法 

評価委員会が、以下の評価項目・評価基準に基づき、提出された企画提案書、見積書、実績

書及びプレゼンテーションを基に評価し、最高得点を得た者を受託予定者として選定します。

評価点は、評価委員が採点した各評価項目の評価点の合計点とし、合計点は７００点（委員１

人当たり１００点×７名）を最高得点とします。なお、合計点が同点の場合は、次の順で業者

を選定します。（それでも決定しない場合は、評価委員会の審議により業者を選定します。） 

（ア）評価基準の「２ 企画提案内容」、「３ 利便性」の合計得点が最も高い者を選定 

（イ）見積書の総額が最も安い業者を選定 

    キ 評価項目・評価基準 

（ア）各評価項目の評価点 

   各項目の評価点は２点から１０点までの 5 段階評価とし、評価の配点は以下のとおり。 

    １０点・・非常に優れている 

    ８点・・・優れている 

６点・・・普通 

４点・・・劣っている 

２点・・・非常に劣っている 

（イ）基準点を評価点合計の６割以上とし、基準点を超えた者について適正と判断します。た
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だし、評価委員ごとの評価において、複数の委員から６割に満たない評価を受けた提案

者については選定しないものとします。 

●審査の視点 

 

（７）審査結果等の通知及び公表 

    審査結果については、応募者に対して競争入札参加資格審査申請時に登録している電子メール

アドレスへ結果通知書を交付します。通知及び公表は令和４年７月上旬を予定しています。 

 

（８）契約締結 

    選定した受託予定者に対して、提出された企画提案書及び見積書等を踏まえ、本業務にかかる

契約締結の協議を行い、契約を締結します。契約締結に当たり、受託予定者は契約書を作成する必

要があります。なお、協議にあたっては、提出された企画提案書等の内容（見積金額を含む）を一

部変更する場合があります。 

    契約保証金は契約金額の１０パーセントとします。ただし、川崎市契約規則第３３条各号に該

当する場合は契約保証金の納付を免除します。 

評価項目 評価基準 
配点 
割合 

1 
業務目的の理解

度 

・業務目的に沿った十分な成果が見込めるか。 

・業務目的を十分に理解し、仕様書の趣旨に沿った提案となっているか。 
10 

2 企画提案内容 

川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」や川崎市 SDGs

プラットフォームの趣旨・特徴を十分に理解した上で、 

・提案者の強みを活かした創意・工夫のある提案内容となっているか。 

・運用変更等が生じた場合に柔軟に対応できる提案内容となっているか。 

20 

３ 利便性 

・申請受付機能や検索機能が充実していたり、スマートフォンやタブレッ

ト端末等に応じた分かりやすい表示がされたりするなど、利用しやすいも

のとなっているか。 

20 

４ デザイン性 ・サイト構成などに工夫があり、訴求力のあるデザインとなっているか。 １0 

５ 
ポータルサイト

の開設・管理 

ポータルサイトの開設・管理について、以下の項目を満たし、適切に行うこ

とができるか。 

・ウェブアクセシビリティは、JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA を

満たすなど、「川崎市ホームページアクセシビリティ対応基準書」に準拠す

ることとしているか。 

・停電などシステム停止等の障害発生時に、データの滅失等を防ぐ機能や

速やかに復旧できるシステムを備えているか。 

１0 

６ 
知識、能力及び

実績 

・業務を適切に執行するために必要な専門的な知識・能力を有しているか。 

・同種の業務実績があるか。 
10 

７ 業務実施体制 

・実施スケジュールや計画が、実現可能な内容となっているか。 

・システムの構築並びに運用・保守に必要なスタッフ体制が確保できると

認められるか。 

10 

８ 
見積価格の妥当

性 

・仕様書の内容が全て見積書に反映されているか。 

・企画提案内容と見積額を比較して、相当な見積額となっているか。 
10 
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９ その他 

（１）提出書類の変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

（２）応募の辞退 

提案資格確認結果通知書交付後に応募を辞退する場合は、令和４年６月２３日（木）１７時までに

辞退届（様式３）を電子メールで提出してください。 

（３）虚偽の記載をした場合 

応募書類に虚偽の記載があった場合には、提案資格を取り消します。 

（４）応募書類の取扱い 

    応募書類は理由の如何を問わず返却しません。なお、応募書類は、個人情報のほか、川崎市情報

公開条例（平成 13 年３月 29 日条例第１号）第８条各号に掲げるものを除き、情報公開の対象と

なります。 

 （５）その他 

   ア 川崎市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

   イ 応募者が１者の場合でも審査を行い、受託予定者としての適否を判断します。 

   ウ 手続において使用する言語及び通貨は､日本語及び日本国通貨に限ります｡ 

   エ 本提案により知り得た情報を第三者に漏らすことを禁じます。 

 

10 各種書類提出先・問合せ先 

担当 ：川崎市総務企画局都市政策部企画調整課 熊谷、南、末吉 

住所 ：〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第３庁舎５階） 

電話 ：０４４－２００－２０２７ 

ＦＡＸ：０４４－２００－０４０１ 

メール：17kityo@city.kawasaki.jp 

mailto:17kityo@city.kawasaki.jp

