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都城工業高等専門学校 Webサイトリニューアル作業請負業務公募要領 

 

１．事業名 

   都城工業高等専門学校 Webサイトリニューアル作業請負業務 

 

２．事業の趣旨 

都城工業高等専門学校（以下「本校」という。）の Webサイトが構築されて相当経過しており，

デザインの陳腐化に加え，セキュリティ上の問題も懸念されるため，この機会に本校の情報発信

を積極的に行えるよう大幅な刷新を図り，新たな Webサイトを構築するものである。 

 

３．事業の内容 

本校 Webサイトのリニューアル作業（詳細は仕様書のとおり） 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（独立行政法人国立高等専門学校機構

規則第４１号）第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において，平成３０年度に九州・沖縄地域の「物品の

販売」又は「役務の提供等」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

（３）契約担当役から取引停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

５．参加表明書の提出 

（１）本企画競争に参加を希望する者は，下記の６．（１）へ企画競争参加表明書を持参，郵送，又

はＦＡＸにより提出すること。（別紙様式１） 

（２）提出期限 

    平成３０年１１月２８日（水）１７時００分【必着】 

 

６．企画提案書の提出方法等 

（１）企画提案書の提出場所，企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

     住 所：〒８８５－８５６７ 宮崎県都城市吉尾町４７３番地の１ 

     担 当：独立行政法人国立高等専門学校機構 

         都城工業高等専門学校 総務課契約係 

     電 話：０９８６－４７－１１２２ 

     ＦＡＸ：０９８６－４７－１１２６ 

     E-mail：youdo1@jim.miyakonojo-nct.ac.jp 

（２）企画提案書の提出方法 

    ① 提出方法は，紙媒体を５部（着脱可能なクリップ等で１部ずつまとめること）とその電

子媒体（ファイル形式はＷｏｒｄ形式，Ｅｘｃｅｌ形式またはＰＤＦ形式とし，ファイル

名は事業者名を付したものとすること。）を郵送又は持参すること。 

     ●郵送の場合 

・配達記録が残る簡易書留又は宅配便等で送付すること。 

・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

・下記の６．（５）で示す期日の１５時００分必着とし，消印有効とはしない。 
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     ●持参の場合 

・受付時間は，平日８時３０分から１７時００分（１２時００分から１３時００分を除

く）とする。ただし，最終日のみ１５時００分までとする。 

・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

・下記の６．（５）で示す期日の１５時００分必着とする。 

 

    ②電子データについて 

・電子データを郵送又は持参する場合は，ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて提出すること。 

・ファイルの形式は，Ｗｏｒｄ形式，Ｅｘｃｅｌ形式またはＰＤＦ形式とすること。 

・ファイル名は任意とするが，ファイル名の頭に必ず企画提案者の事業者名を【   】

で囲み付すこととする。 

（例：【株式会社○○】企画提案書.docx ※下線部は任意名称可） 

 

    ③その他 

・企画提案書を提出する際には，組織の代表者名で，本件に対する応募の意思を明確に

示す書面を提出すること。 

・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

・企画提案書は，本要領，仕様書および審査基準を熟覧のうえ提案しなければならない。 

この場合において，当該要領等に疑義がある場合は，前記６．（１）に掲げる者に説明

を求めることができる。 

・提案者は，企画提案書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について，押印を

しておかなければならない。 

 

 （３）提出書類 

    ①企画提案書表紙及び本紙（別紙様式２，３） ５部 

・用紙の大きさは，フロー及び図を除きＡ４縦判，横書きとする。 

・使用する文字の大きさは，１０．５ポイント以上とする。 

（ただし，フロー及び図に使用する文字は，この限りではない。） 

・企画提案書表紙には必ず所定の表紙（別紙様式２）を使用し，次に目次（様式任意）を

付すこと。（別紙様式２，目次，別紙様式３の順番で整理する。） 

 目次以降は指定の様式（別紙様式３－１～３－４）又は任意様式を用いて作成し，全体

をまとめて１部とすること。 

・作成にあたっては，各様式の記載上の留意事項に基づき作成すること。 

・内容が様式の枠を超える場合は，複数ページを作成し記載すること。 

・各様式の記載上の留意事項の表記については，その様式を複数ページに作成する際に２

枚目以降は省略し，空いたスペースの分，記載枠を広げてよいものとする。 

・各様式の右下下段に企画提案書の通しのページ数を付すこと。（表紙，目次はページ数に

含まないものとする。）フロー及び図についても，これに準じてページ数を付すこと。 

・記載事項の該当項目がない又は記載を希望しない場合，その旨を明記すること。 

・各様式の説明で裏付けとなる資料（決算書，パンフレット等）は様式の指示に従い，適

宜添付すること。 

 

    ②その他添付書類 
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・平成３０年度の一般競争（指名競争）参加資格の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）

の写し        １部 

・会社パンフレット（コピー可） １部 

・別紙様式４による誓約書    １部 

・参考見積書（作成例を参照）  １部 

その他，選考にあたって必要な書類を後日求めることがある。 

 

 （４）企画提案書の無効 

     企画提案書で次の各号の一に該当するものは，これを無効とする。 

①公告及び本要領に示した参加資格のない者の提出したもの 

②下記の６．（５）の提出期限までに企画提案書が本校に到着しなかったもの 

③虚偽の内容が記載されている提案書 

④書類に不備があるもの 

⑤その他提案に関する条件に違反したもの 

 

 （５）企画提案書の提出期限等 

     提出期限：平成３０年１２月 ３日（月）１５時００分【必着】 

     提 出 先：上記６．（１）に示す場所 

 

 （６）その他 

・企画提案書の作成にあたって仕様内容等について質問がある場合は，質問書（別紙様式５）

により６．（１）で示す連絡先まで提出すること。電話又は窓口での質問は一切受け付け

ない。 

・企画提案書に使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

・企画提案書等の作成費用については，選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。 

・提出された企画提案書等については，返却しない。 

・企画提案書は，本手続き以外に提案者に無断で使用しない。ただし，提案者の公正性，透

明性及び客観性を確保するため必要があるときは，公表することがある。 

・企画提案書の作成のために本校より受領した資料等は，本校の了解なく公表又は他の目的

のために使用することはできない。 

 

７．事業規模（予算）及び採択数 

 （１）事業規模 

    ①Webサイトリニューアル及びデータ移行費 

     ４，４００千円（税込）程度 

    ②サーバ保守費（VPS利用料含む）及びWebサイト保守費 

     年間 ５００千円（税込）程度 

サーバ保守及びWebサイト保守期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

とする。 

ただし，あくまで今回の事業規模を示す数値であり，契約金額として約束・保証するものでは

ない。 

 （２）採択数  １件 
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８．選定方法等 

 （１）選定方法 

     選定委員会において，①書類選考と②プレゼンテーション審査を実施し，評価項目の得点

合計が最も高い者を「契約予定者」として選定する。 

     その後，「契約予定者」の提出した見積書が，本校が策定する予定価格の範囲内である場

合に限り「契約予定者」を「契約者」として決定する。 

     なお，参加者数が５者を超えた場合は，書類選考による第１次審査を行い，プレゼンテー

ション審査対象者５者を選出する。また，参加者から提出された企画提案書が仕様書に示す

要求要件をみたしていないとの判定がなされた場合には不合格とし，選考の対象から除外す

る。 

    ①書類選考 

     選定委員会において，提出された提案書類にて書類選考を実施する。 

    ②プレゼンテーション審査 

     企画提案者が実施するプレゼンテーションに基づく審査。 

     プレゼンテーションの実施時間等の詳細については，平成３０年１２月上旬に参加表明者

それぞれにメール又はＦＡＸで連絡する。 

 （２）審査基準 

     別途定めた審査基準のとおり。 

 （３）選定結果の通知 

     選定終了後，平成３０年１２月中旬に全ての提案者に選定結果を通知する。 

 

９．契約締結 

   選定の結果，契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。 

この際，必要に応じて業務計画書等の書類提出を求める場合がある。 

   なお，契約金額については，契約予定者に見積書を提出させ，本校の作成した予定価格と比較

して決定する。 

   契約予定者が提出した見積書の金額が，本校の作成した予定価格を上回る場合は，上記８．（

１）の評価項目の得点合計が次に高かった者を，契約予定者とする。 

 

１０．スケジュール 

  ①公 募 開 始     ：平成３０年１１月１２日（月） 

②参加表明書受付     ：平成３０年１１月２８日（水）１７時００分【必着】 

  ③質疑応答期間      ：平成３０年１１月１２日（月） 

～平成３０年１１月３０日（金）１５時００分 

    質問内容は必ず質問書（別紙様式５）に具体的に記入の上，メール添付又はＦＡＸ送付のい

ずれかの方法で６．（１）で示す場所へ提出すること。 

窓口，電話，メール本文及び質問書以外の様式での質問は受け付けない。 

  ④企画提案書提出期限  ：平成３０年１２月 ３日（月）１５時００分【必着】 

  ⑤プレゼンテーション開催日時 

              ：平成３０年１２月上旬頃 実施時間未定 

⑥選定委員会による合議審査・選定 

              ：平成３０年１２月中旬頃 

  ⑦契約予定者の選定   ：平成３０年１２月中旬頃 
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   ※企画提案書の評価に基づく成績上位者の選定。 

  ⑧契約予定者より見積書徴収 

              ：平成３０年１２月中旬頃 

  ⑨結果通知       ：平成３０年１２月下旬頃 

  ⑩契約締結及び業務開始時期 

              ：平成３０年１２月下旬頃 

              （契約期間：契約締結日～平成３１年３月３１日） 

  ⑪納 入 期 限    ：平成３１年３月２９日（金） 

 

１１．その他 

  （１）事業実施にあたっては，契約書及び企画提案書等を遵守し，本校担当者と十分に協議の上

行うこと。 

  （２）企画提案書等の作成，提出，説明会やプレゼンテーションに参加するための旅費交通費等，

本企画競争参加に係る一切の費用は，審査結果のいかんにかかわらず全て企画提案者の負担

とする。 
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別紙様式１ 

 

 

企画競争参加表明書 

 

 

  下記の件にかかる企画競争について，ここに参加を表明いたします。 

 

 

   件 名： 都城工業高等専門学校Webサイトリニューアル作業請負業務 

 

 

                                平成３０年  月  日 

 

 都城工業高等専門学校 

 契約担当役事務部長 馬奈木 弘一 殿 

 

 

 

                住    所 

                商号又は名称 

                代表者氏名                 印 

 

 

 

                （担当者） 

担当部署 

                氏  名 

                電話番号 

                Ｆ Ａ Ｘ 

                Ｅ－mail 
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別紙様式２ 

 

整理番号  

                               ※整理番号は担当係で記入する。 

 

 

 

都城工業高等専門学校Webサイトリニューアル作業請負業務 

 

企 画 提 案 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年  月  日 

 

 

 

                       住    所 

                       商号又は名称 

                       代表者氏名 

                                     代表者印又は社印 

 

                       担当者氏名 

                       電 話 番 号 

                       Ｆ Ａ Ｘ 

                       Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 

 

 

 

注）社印及び代表者印を押印してください。 
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別紙様式３－１ 

 

会社概要及び同種・類似業務の実績 

＊本社，支店の設置場所，会社全体の業務内容，組織体制，会社総従業員数，正社員数について記載

すること。 

なお，会社パンフレット等（コピー可）の添付をもって提出に代えることができるものとする。 

＊直近３年（平成２７年度～平成２９年度）に担当した同種又は類似業務の内容について記載するこ

と。(複数回答可) 

 

記入例） 

（１）契約先：○○大学 

  作業時期：平成２９年９月～平成３０年３月 

  URL：http://*****.ac.jp/ 

  作業内容：Web サイトリニューアル作業 

  CMS 対応の有無：有 

  導入効果：入学者増加，スマートフォン対応 

 

【ページ数    （通し番号）】  
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別紙様式３－２ 

 

提案内容 

＊提案内容を，仕様書の項目を踏まえて任意様式で記載すること。 

＊以下のテンプレートデザインを任意様式で記載すること。 

 ①共通ページ用テンプレート 

 ②機械工学科用テンプレート 

 

【ページ数    （通し番号）】  
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別紙様式３－３ 

 

業務の実施方法及びスケジュール 

＊業務の実施に当たっての人員配置計画を記載する。人員については，実績・能力・経験を記載する

こと。 

＊提案内容を実現する際のスケジュールを任意様式で記載すること。 

 

【ページ数    （通し番号）】  
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別紙様式３－４ 

平成     年     月      日 

参考見積書 

都城工業高等専門学校  殿 
住所                                

 
見積者   商号又は名称                          

 

代表者職・氏名                         

「都城工業高等専門学校Webサイトリニューアル作業請負業務」 について, 下記のとおり見積致します。 

       記 

見積金額 (税抜) 
 

金額                              円也 
 

 

２．Webサイト保守費用 

項    目 月数 月額単価 合  計 

保守業務に関する費用 ６０   

サーバ維持に関する費用 ６０   

VPS利用料 １２   

 

 

 

【ページ数    (通し番号)】 

  

１．Ｗｅｂサイトリニューアル作業 

項     日 
工数(人日) 単価  

(円/日) 

 

合  計 
PM SE1 SE2 PG 

デザイン・サイト構成       

サイ トユーザビリティ ・アクセシビ 

リティ・ファインダビリティ 

      

コンテンツ管理の効率化 ・ 高度化 

(CMS) 

      

CMS構築 
      

ソフトウェアのインストール及び設定 
      

サポート体制 
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参考見積書 (別紙様式３－４) 作成にかかる留意事項 

事業にかかる費用について, 下記の要領で記載すること。 

 
 

１．Ｗｅｂサイトリニューアル作業 

〇参考見積書の作成にあたっては「作業項目ごとの工数(人日)」で費用を記載すること。 

工数に係る部分の数量を「一式計上」とするのは不可とする。 

〇人日単価は, 1月=20日間, 1日=8時間をそれぞれ基礎数として積算すること。 

〇積算の詳細が記載された資料を内訳書として添付すること(様式任意)。 

〇追加項目がある場合は、適宜、行を追加すること 
 
 

※技術者の定義は以下のとおりとする。 

①プロジェクトマネージャー(PM): 

Webサイトリニューアル作業の責任者として,作業計画を立案し,必要となる要員や資源を確保し, 

計画した予算・納期・品質の達成について責任をもって業務を管理する者 

②システムエンジニア1  (SE1): 

システムの機能設計およびシステム具体化の中心的役割を担う者 

③システムエンジニア2 (SE2): 

基本設計を基にした詳細設計の中心的役割を担う者 

④プログラマー(PG): 

プログラミングの中心的役割を担う者 

 

２．Webサイト保守業務 

〇以下の費用について、保守・支援業務期間の５年分（６０カ月分）を記載すること。 

保守業務に関する費用 

サーバ維持に関する費用 

〇VPS利用料について、Webサイトリニューアル後の１年分（１２カ月分）を記載すること 

 

３．その他 

 〇金額の訂正は認めない。 金額を誤記入した場合は本見積書を再作成すること。 

〇本参考見積書は「消費税抜きの金額」 で作成すること。 
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別紙様式４ 

 

平成  年  月  日  

 

 

誓 約 書 

 

 

 

 都城工業高等専門学校 

契約担当役 事務部長 馬奈木 弘一 殿 

 

 

 

                        住 所  

                        会 社 名  

                         代表者名              印 

 

 

 弊社は，「都城工業高等専門学校 Webサイトリニューアル作業請負業務」について，弊社と貴校が

請負契約を締結した場合，独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則に従い，仕様書を熟

知の上，責任をもって業務を履行することを誓約します。 
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別紙様式５ 

 

平成   年   月   日 

 

質 問 書 

 

都城工業高等専門学校（FAX 0986-47-1122 youdo1@jim.miyakonojo-nct.ac.jp） 宛 

 

 都城工業高等専門学校Webサイトリニューアル作業請負業務に係る，次の事項について質問

します。 

 

商号又は名称  

質問者 

（連絡先） 

部署： 

氏名： 

回答送信先E-mail： 

 

仕様書項目No.  

質問事項  

質問内容 

 

注） 質問内容は「仕様書項目毎に別葉で作成」してください。 

 


