広島留学ポータルサイト作成等業務提案書作成要領
公益財団法人ひろしま国際センターが実施する「広島留学ポータルサイト作成等業務」
（以下
「本業務」という。
）に関し，公募型プロポーザル参加者が提案書を作成するために必要な事項
は次のとおりとする。
公募型プロポーザル参加者は，
「広島留学ポータルサイト作成等業務公募型プロポーザル説明
書」を確認の上，本要領により，必要な書類を提出するものとする。
１ 提案書の記載方法
(1) 別紙「企画提案書提案事項一覧」の各提案項目について，「広島留学ポータルサイト作成
等業務仕様書」
（以下「仕様書」という。）の趣旨に沿って提案すること。
(2) 提案はすべて提案書に記載すること。（見積書関係を除く）
(3) 提案は１者１提案とし，提案後の変更・加筆は一切認めないこと。
(4) 用紙は，原則Ａ４判両面使用とし，縦置き横置き（横綴じ）とすること。ただし，図表
等については，Ａ３判の用紙をＡ４サイズに折り込むことも可とする。
(5) 提案書は，専門的な知識を持たない者でも理解できるように，イメージ図等を用いるなど
極力分かりやすい表現で記載すること。
(6) ページ番号は目次を除き通し番号とし，各ページの下部中央に印字すること。
(7) 審査の公正を期すため，提案書の副本には，プロポーザル参加者名を記載しないこと。な
お，制作体制，体系図等には，プロポーザル参加者名を「当社」と記載すること。
（企業名は
記載しないこと）
。
２

提案書の記載内容
提案書は，別紙「企画提案書提案一覧」に記載の各項目について，項目ごとにタイトルをつ
け，表形式などによりわかりやすく，すべて記載すること。
（1）基本方針
本業務の仕様書に記載する基本方針や現状の課題などを踏まえて，開発の意義，開発に当
たっての課題，将来像等について提案者の基本的な考えを記載すること。
（2）機能，デザイン，企画内容
ア 提案事項説明
仕様書の基本方針に記載の事項を踏まえ，ＣＭＳの機能，デザイン，企画等でそれぞ
れ工夫している点がわかるように記載すること。
イ デザイン案
トップページのデザイン案を２案，分類ページ（ミドルページ）のデザイン案を１案，
最終ページ（目的ページ）のデザイン案を１案，それぞれ提案すること。
ウ サイトマップ等
サイトの構成がわかるサイトマップ，ワイヤーフレームを記載すること。
なお，サイトマップにおいて職員が更新できる箇所を明示すること。
(3) 業務の管理体制・実施体制
ア 業務体制
本業務を遂行するための業務実施体制について記載すること。また，本業務を遂行す
るために，配属予定の要員が保有する資格等について記載すること。
（デザイン総括責任者を含む，業務に携わる中間的な要員について記載）
イ 作成スケジュール
ポータルサイトの作成スケジュールについて記載すること。
ウ 職員研修
導入後の操作研修について実施計画を提案すること。
(4) ＣＭＳ導入実績等
ア 国や地方自治体，民間企業等における設計・開発・導入業務及びその内容

国や地方自治体，民間企業等を対象として行った設計・開発・導入実績及びその内
容について記載すること。
（現在公開されていればそのアドレスも記載すること。）
イ 開発手法等の保有状況等
本業務の遂行に当たって，品質を確保するための公的資格（ＩＳＯ等）を保有している
場合や，有効と思われる専門知識，専門技術等を保有している場合には，その内容につい
て記載すること。
３

見積額
見積書は提案書とは別葉で作成し，仕様書を熟読した上で，本業務に係る所要経費をすべ
て見積もること，
見積もりの根拠となった所要経費の明細を明らかにすること。
見積額には，翻訳費用（上限額 100 万円）を含む。（制作段階で 100 万円を超える場合は
委託者と受託者が協議の上，契約金額の変更を行う。）また，次年度以降の保守・運用経費を
含まず，参考として別葉で提出すること。

４

その他
その他本業務に関連して，特記すべき事項があれば記載すること。
なお，企画提案書の作成に係る費用は，すべて提案者の負担とすること。

５

提出部数
提案書 ６部（正本１部，副本５部）
見積書 ６部（正本１部，副本５部）

「企画提案書提案事項一覧」
１

基本方針

提案の概要・視点
「広島留学ポータルサイトの作
成等業務」について基本的な考
え方を記載すること

２

審査基準
【業務の基本的な考え方】
業務実施に当たり，ポータルサイト構築
の基本方針を理解し，その実現に有効な
提案，構成になっていること。

提出物
①業務の基本方針
開発意義，将来像等

審査基準
【たどり着きやすさ】
利用者の視点を重視した「たどり着きや
すさ」を実現するための創意工夫がなさ
れていること。

提出物
②提案事項説明書
③デザイン案
トップページ（2 案）
分類ページ（1 案）
最終ページ（1 案）
スマホ版（1 案）
④サイトマップ
⑤ワイヤーフレーム
⑥システム構成図

機能・デザイン・企画内容

提案の概要・視点
仕様書に沿ってＣＭＳの機能，
デザイン，企画等の内容を提案
すること。

【わかりやすいページ構成】
伝えたい情報が効率よく掲載されてお
り，わかりやすいシンプルなページとな
るような創意工夫がされていること。
【アピール性の向上】
広島留学の魅力が強力にアピールできる
デザインとなっており，県民の興味・関
心を引き付ける工夫がされていること。

３

業務の管理体制・実施体制

提案の概要・視点
本業務を確実に実施・履行する
ための組織体制（開発・導入体
系図等）
，職員向け操作研修の
実施計画を具体的に示すこと。

４

審査基準
【開発・導入体制】
責任者，役割分担等が具体的に示され，
支援センターの要請に応じて即時の対応
ができる体制となっており，本業務を確
実に履行すると認められること。
【作成・運用体制】
ポータルサイトの作成がスムーズに行わ
れ，運用に当たっても主任担当者を設置
し支援センターの要請に即時対応ができ
る体制となっていること。
【職員研修，マニュアル整備】
操作マニュアルが整備され，導入時にお
ける作成担当者や承認者への研修が確実
に実施されると見込まれること。

提出物
⑦開発・導入体制図
⑧コンテンツ移行計画
⑨運用体制
⑩研修等実施計画書

審査基準

提出物
⑪国や地方公共団体，
民間企業等における実
績一覧表
⑫その他保有資格

ＣＭＳ導入実績等

提案の概要・視点
国や地方公共団体，民間企業等
における設計・開発・導入実
績，その他保有資格等を示すこ
と。

【実績】
国や地方公共団体，民間企業等における
実績や，品質管理に関する資格の有無，
その他開発手法の保有状況

５ 見積額
提案の概要・視点
本業務の実施に要する費用を示
すこと。

審査基準
【経費】
必要に応じ開発・構築費，データ移行
費，保守・運営費等に区分し見積もるこ
と。
なお，次年度以降の保守・運用は，審査
対象としないが，別葉で提出すること。

提出物
⑬見積書

広島留学ポータルサイト企画提案公募型プロポーザル審査基準
審査の視点

配点

係数

評価点

【業務の基本的な考え方】
業務実施に当たり，ポータルサイト作成の基本方針を理解し，そ
の実現に有効な提案，構成になっているか。
２ 機能・デザイン・企画内容
【たどり着きやすさ】
利用者の視点を重視した「たどり着きやすさ」を重視するための
創意工夫がされていること。
【わかりやすいページ構成】
伝えたい情報が効率よく掲載されており，わかりやすいページ
となるような創意工夫がされていること。
【アピール性向上】
広島留学の魅力が強力にアピールできるデザインとなってお
り，留学を検討している人や現に留学している人の興味・関心を
惹きつける創意工夫がさえていること。
３ 業務の監理体制，制作体制等
【開発・導入体制】
責任者，役割分担等が具体的に示され，支援センターの要請に応
じて即時の対応ができる体制となっており，本業務を確実に履
行できると認められること。
【作成・運用体制】
ポータルサイトの作成がスムーズに行われ，運用に当たっても
主任担当者を設置して支援センターの要請に即時対応ができる
体制となっていること。
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１ 基本方針

【職員研修，マニュアル整備】
操作マニュアルが整備され，導入時における作成担当者や承認者への
研修が確実に実施されると見込まれること。

４ ＣＭＳ導入実績等
【実績】
国や地方公共団体，民間企業等における設計・開発・導入実績，その他
保有資格等を示すこと。

５ その他
【提案意欲】
本業務について，内容を熟知し，支援センターへの提案意欲があ
ること。
６ 見積額
20 点×{１－（当該業者見積額－最低見積額）／設計金額}
※小数点以下四捨五入
採点基準
点数
評価

１
劣っている

２
３
やや劣ってい 普通
る

４
優れている

５
非常に優れて
いる

