足利市学校電子図書館システム運用業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項
１ 業務名
足利市学校電子図書館システム運用業務委託
２ 業務概要
（１）目的
この要領は、
「足利市プロポーザル方式実施ガイドライン」に基づき、足利市学校
電子図書館システム運用業務委託プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）
の実施について、必要な事項を定めるものである。
（２）業務の内容
「足利市学校電子図書館システム運用業務委託仕様書」
（以下「仕様書」という。
）
のとおり
（３）契約期間
契約締結日より２年間
（４）提案限度額
１７，０００，０００円（消費税等込）
（５）提案内容
提案にあたっては、契約日を令和５年１月 1 日と仮定し、令和 5 年 1 月からシステ
ムを運用開始し、令和６年１２月末日までの２年間下記の条件でシステムを運用する
ものとした場合における費用の一切を（４）の提案限度額内で提案すること。
なお、実際の契約に当たっては、契約方法、契約開始日、導入コンテンツの内容、数
量等については双方協議して決定するものとする。
ア システム導入初期費用
イ クラウド使用料、その他システム保守、運用に係る費用
（令和５年 1 月～令和 6 年１２月の２４か月分とする）
ウ 無期限で使用できる有料電子書籍コンテンツ２０００冊の使用料
（初期導入２０００冊程度とする。）
エ 有期限又は限定回数で使用できる有料電子書籍コンテンツ２０００冊使用料
（初期導入１０００冊程度とし、令和 5 年度前半に５００冊程度、令和 6 年度前半に
５００冊程度導入するものとする）
※初期導入は無期限、有期限合計で３０００冊とすること。
オ その他、契約期間内に発生すると思われる費用
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３ 選考方法
公募型プロポーザル方式による。
「８ 企画提案書の記載内容」にある内容についての提案書提出後、プレゼンテーション
を行う。なお、詳細な評価内容の公開はしない。
４ 参加資格
（１）採用業務が足利市の令和４・５年度物品購入・業務委託等認定業者名簿に登録され
ている者であること。未登録の場合は、参加表明期限の３日前までに登録すること。
（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同令第 167 条の 11 第
１項において準用する場合を含む）の規定に該当しない者であること。
（３）足利市競争入札参加者指名停止要領（平成 22 年４月１日実施）の規定に基づく指
名停止を受けていない者であること。
（４）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号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びに足利市暴力団排
除条例（平成 24 年足利市条例第 22 号）第６条に規定する密接関係者でないこと。
（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）
に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
（６）学校電子図書館の取扱いがあり、平成 30 年度から令和４年度の間に、関東地方（１
都６県）の自治体で学校電子図書館を導入し、運用した実績があること。
※ここでいう学校電子図書館とは、運営者が学校での利用を目的としてインターネ
ット上に電子書籍コンテンツ等を配備した電子図書館サイトを開設し、児童生徒
及び教職員がインターネットを経由して検索、貸出、閲覧、返却等ができるサービ
スを指す。
５ 募集要項の質問に関する事項
（１）受付期間
令和４年１０月３日（月）午後５時必着
（２）提出方法
「質問書」
（様式第４号）を作成し、電子メールに添付して提出すること（口頭、
電話、ファックス、郵送、持参による質問は不可）
。件名に「足利市学校電子図書館
システム運用業務委託 募集要項への質問」と記載し、電子メール送信後、必ず電話
による受信確認連絡をすること。
（３）受付先
足利市教育委員会事務局学校教育課のメールアドレス宛とする。
Ｅ－ｍａｉｌ：gakukyou@city.ashikaga.lg.jp（担当：山田）
（４）回答方法
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質問に対する回答は、令和４年１０月７日（金）までに、ホームページに掲載する。
なお、質問に対する回答は、本要項及びその他提出資料等の追加または修正とみなす。
６ 参加表明に関する事項
参加しようとするものは、下記の書類の提出を要する。
（１）提出書類
ア 参加表明書（様式第１号）
イ 参加資格要件確認票（様式第２号）
ウ 会社概要書（様式第３号）及び実績報告書（様式第３-２号）
エ

会社案内パンフレット

（２）提出部数
・ア、イ及びウ 各１部
・エ

１１部

（３）提出期限並びに提出場所及び方法
ア 提出期限
令和４年１０月１４日（金）午後５時必着
※持参の場合は、市役所の閉庁日を除く午後８時 30 分から正午、午後１時から
午後５時の間に持参すること。
※郵送の場合は、封筒に「足利市学校電子図書館システム運用業務委託参加表明
書在中」と記して送付すること。
イ 提出場所
〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目２１４５ 教育庁舎
足利市教育委員会事務局学校教育課 担当：山田
ウ 提出方法
持参または郵送（書留郵便または配達証明できる方法に限る）
※郵送の場合は、発送時に学校教育課まで電話にて連絡すること。
（℡０２８４－２０－２２２０ 学校教育課 担当：山田）
（４）参加資格要件の審査
提出があった参加表明書及び関係書類等を足利市教育委員会事務局学校教育課で
審査し、参加資格要件を確認した者に対し、企画提案書提出要請書を電子メールで通
知及び郵送で送付する。また、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさ
なかった旨及び理由を書面により通知する。
（５）資格要件が満たなかった者に対する理由説明
ア

参加表明書を提出した者のうち、参加資格要件が満たなかった旨の通知を受け

た者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して７日（休日を除く）以内に書
面により、市長に対し、参加資格要件が満たなかったことについての説明を求める
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ことができる。
イ

市長が説明を求められたときは、説明をもとめることができる期限の翌日から

起算して 10 日（休日を除く）以内に書面により回答する。
７ 企画提案書に関する事項
参加表明に関する資料の審査において、参加資格要件を満たし、企画提案書提出要請書
の通知を受けた事業者のみが対象となる。
（１）提出物
ア 提案書（任意書式Ａ４版）
・
「８ 企画提案書の記載内容」に基づき作成すること。
・Ａ４版、横書き、文字サイズ 10.5 ポイント以上とし、下部中央にページ番号を
ふること（印刷色は問わない）
。
・専門知識がないものでも理解できるよう簡潔でわかりやすく記載すること。
イ システム機能要件確認表（様式第５号）
各項目の要件の可否と備考がある場合は備考欄を記入すること。
ウ 見積書（様式第６号）
・見積書は、所定の様式を使用すること。
・見積書には、事業者の所在地及び商号又は名称並びに代表者の役職名、氏名を記
名すること。
・２（５）アからオの区分に応じた金額を記載すること。
・見積内容にかかる算出根拠、単価、内訳等を明らかにした別紙（任意の様式）を
提出すること。
・価格については、消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
・合計は、提案限度額を超えないこと。
エ 電子書籍コンテンツ提案一覧表（様式第７号）
・電子書籍については、初期導入を予定している３０００コンテンツを提案限度額
の範囲内で提案すること。
（翌年度以降導入予定分の提案は不要）
・提案一覧表に記載された区分や提案割合等の指示に応じた提案をすること。
・提案する電子書籍コンテンツは有料のもののみとすること。
・初期導入分の合計は３０００コンテンツとし、無期限コンテンツが２０００冊程
度、有期限コンテンツが１０００冊程度となるよう提案すること。
（２）記載上の留意事項
ア 企画提案書の提出は、１事業者につき１案とする。
イ

（１）提出物ア～エを１部として整理し、１１部を提出すること。

ウ

提出書類の差替、修正、追加等は認めない。ただし、審査委員会から要請のあっ

たものについてはこの限りではない。
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（３）企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
ア

提出期限
令和４年１１月２日（水）午後５時必着

イ 提出場所
〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目２１４５ 教育庁舎
足利市教育委員会事務局学校教育課 担当：山田
ウ 提出方法
持参または郵送（書留郵便または配達証明できる方法に限る）
※持参の場合は、市役所の閉庁日を除く午後８時 30 分から正午、午後１時から
午後５時の間に持参すること。
※郵送の場合は、
「足利市学校電子図書館システム運用業務委託企画提案書在中」
と記して送付すること。
※郵送の場合は、発送時に学校教育課まで電話にて連絡すること。
（０２８４－２０－２２２０ 学校教育課 担当：山田）
８ 企画提案書の記載内容
別紙「仕様書」に記載の基本方針に基づいた考え方、コンセプト等とする。
（１）スケジュール案（令和５年１月の運用開始を想定したもの）
（２）提案する学校電子図書館の特徴
（３）使用するハードウェアについて
（４）セキュリティ対策について
（５）電子図書館の構成について
（６）利用画面のレイアウト案（タブレット用、ＰＣ用、スマートフォン用）
（７）利用者や管理者の操作方法等について
（８）図書の検索機能について
（９）ユーザビリティ、アクセシビリティへの対応や支援ツールについて
（10）マニュアルやガイドラインの作成について
（11）管理者及び教職員向け研修の実施方法について
（12）実施体制及び運用サポート体制、障害への対応体制について
（13）将来の拡張性について
（14）独自提案について
（15）その他特記すべき事項
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９ 優先交渉権者を選定するための評価基準等
次表に掲げる項目を基準として提案の審査を行う。
審査区分
企業評価

評価項目
会社概要
実績
実施体制

提案内容

スケジュール
セキュリティ対
策

評価配点
２０
１０
１０
１０

システムの使い
やすさ

評価事項
・他の自治体において同様の学校電子図書館業務
をどの程度実施しているか。
・企業としての業務体制は万全か。
・管理責任者・担当者の業務実施の経験はあるか。
・作業計画が効率的で、市側の作業負担について
も考慮されているか。
・個人情報保護、ウイルス、不正アクセス等への
対策は万全か。
・児童生徒が操作しやすいかどうか。

１２０

・読みたい本が見つけやすいかどうか。
・管理者が操作、管理しやすいかどうか。
・管理者が選書しやすいかどうか。

運用保守

・運用後のサポート体制は万全か。
５０

・管理面やコスト面での負担があるか。
・運用開始の問合せや障害発生時に速やかなサポ
ート体制が期待できるか。

プレゼンテーシ
ョン及び企画提

・ヒアリングへの応答は明確で誠意あるものか。
３０

・本市にとって有益な独自提案があるか。

案
電子書籍

電子書籍の充実

の内容

度・ライセンス内
容

・児童生徒へ提供可能な電子書籍を多数確保して
いるか。
５０

・指示通りの電子書籍を「電子書籍一覧表」で提
案しているか。本市のニーズに合った提案内容
か。

システム

要件確認

機能要件
見積金額

５０

導入初期費用
クラウド使用料

・
「システム機能要件確認表」の項目の要件を満た
しているかどうか。
・判断基準によるものとする。

５０

電子書籍使用料
合計

４００
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１０ 優先交渉権者の選定方法及び審査
（１）選定方法
本要項に従い提案書を提出した者（以下「提案者」という）を対象に「足利市学校
電子図書館システム運用業務委託業者選定審査委員会」
（以下「審査委員会」という）
が審査し、最も優れた提案を行ったものを優先交渉権者とし、２位の者を次点者とす
る。
※提案者が１者のみの場合であっても審査は実施するが、審査委員会が評価の基準
を満たしていないと判断した場合は選定しない。
※最も優れた提案を行ったものが複数の場合、くじにより優先交渉権者を決定する。
（２）審査
提出された企画提案書をもとに、あらかじめ定められた評価基準（前項参照）に基
づき厳正かつ公平に書類審査及びプレゼンテーションを行い審査する。なお、プレゼ
ンテーションは、本業務を担当する業務責任者（業務担当者も可）が行うものとする。
プレゼンテーションの開催等については別途通知する。
１１ 優先交渉権者及び非選定者に対する通知方法等
（１）優先交渉権者への通知
優先交渉権者に選定されたものに対しては、選定された旨を書面（選定通知書）に
より市長から通知する。
（２）非選定者への通知
ア 優先交渉権者に選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨とその理
由（非選定理由）を書面（非選定通知書）により市長から通知する。
イ アの通知を受けたものは、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。
）以内に、書面により、市長に対して非選定理由について説明を求めることが
できる。なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりとする。
（ア）受付場所 上記「６（３）イ」による。
（イ）受付時間
持参または郵送（書留郵便または配達証明できる方法に限る）とし、持参の場
合は、市役所の閉庁日を除く午後８時 30 分から正午、午後１時から午後５時の
間に持参すること。郵送の場合は、
「足利市学校電子図書館システム運用業務委
託説明請求書在中」と記して送付すること。
ウ 上記イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休
日を含まない）以内に書面により行う。
（３）審査結果の公表
優先交渉権者決定後、選定結果及び評価結果を足利市ホームページに公表する。
ア 優先交渉権者氏名及び住所
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イ 優先交渉権者が提案した見積金額
ウ 応募者の数
エ 評価結果（優先交渉権者以外の氏名は符号によるものとする）
１２ 契約の締結
（１）契約交渉
審査の結果、優先交渉権者を特定し、本業務の仕様の協議及び確認等の契約交渉を
行う。ただし、下記のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合に
は、次点者と契約交渉を行う。
ア 優先交渉権者が審査後、上記「４ 参加資格」を満たさなくなったとき
イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき
ウ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき
エ その他の理由により優先交渉権者と本契約の締結が不可能となったとき
（２）契約締結日
令和４年１１月下旬を予定
（３）契約内容について
提案内容を基本として、契約方法、契約開始日、導入コンテンツの内容、数量等に
ついては双方協議して決定するものとする。
１３ スケジュール ※日程は都合により変更することがある。
令和４年 ９月２２日（木）
１０月 ３日（月）

公示
質問の受付期限

令和４年１０月１４日（金）

参加表明書等の提出期限

令和４年１１月 ２日（水）

企画提案書等の提出期限

令和４年１１月１１日（金）

プレゼンテーション開催

令和４年１１月 中（予定）

審査結果通知発送、優先交渉権者との協議及び契約

令和４年１２月～令和５年１月 学校電子図書館システム構築、選書作業、教職員研修
令和５年 １月

運用開始

１４ その他の留意事項
（１）本業務に関する委託契約は、足利市学校電子図書館システム導入及び保守・運用業
務に係る｢足利市学校電子図書館システム運用業務委託契約｣とする。
なお、必要に応じて運用業務とコンテンツ使用料を別途契約とする、もしくは、令
和４年度の契約と、令和５年度以降の契約を別契約にするなど、調整を行う場合があ
る。
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（２）参加表明書及び企画提案書
ア 提出期限までに参加表明書を提出しないものは企画提案書を提出することがで
きないものとする。
イ 提案書の著作権は参加事業者に帰属するものとする。
ウ 参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とす
る。
エ 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合、またはプレゼンテーショ
ンの中で虚偽の説明をした場合は、参加表明書及び企画提案書を無効とするとと
もに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行う場合がある。
オ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、提出された参加表明
書及び企画提案書は、足利市に無断で使用しない。
カ 企画提案書に記載した業務責任者は、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合を
除き、変更できないものとする。
（４）提出された企画提案書等は、足利市情報公開条例（平成 11 年 3 月 23 日条例第
3 号）の規定に基づき、開示することがあるので留意すること。
（５）様式・見積書への押印は不要とし、持参または郵送により提出することで当該事業
者から提出された正規の書類であるとみなす。
１５ 問い合わせ先
〒326-8601
栃木県足利市本城三丁目２１４５
足利市教育委員会事務局学校教育課 担当：山田
電

話：０２８４－２０－２２２０

ＦＡＸ：０２８４－２２－０６９６
E-mail：gakukyou@city.ashikaga.lg.jp
Ｈ

Ｐ：https://www.city.ashikaga.tochigi.jp
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