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１ 業務名 
伊勢原市 LINE 公式アカウント拡張機能導入業務 

 

２ 業務の目的 
伊勢原市 LINE 公式アカウントを通じ、伊勢原市の行政情報、イベント、防災に関す

る情報など、様々な情報を効率的かつ確実に市民へ届けるとともに、市民サービスの向

上及び業務の効率化を図るための機能を拡張した LINE メッセージングサービス（以下、

本サービスという）の導入を行う。 

 

３ 業務概要 
(1) 契約方法 

プロポーザルによる随意契約 

(2) 契約期間 

令和４年８月１日から令和５年７月３１日まで 

※ 契約期間満了後の継続利用については、契約事業者と協議の上決定する。 

(3) 提案上限額 

ア 初期設定費用 

869,000 円（消費税含む） 

イ 月額利用料 

月額 176,000 円（消費税含む） 

契約期間全体（12カ月）2,112,000 円(消費税含む) 

 

４ 参加資格要件 
本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 日本国内の法人であること。個人での申請は受け付けない。 

(2) 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こと。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(4) 法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(5) 企画提案書の提出期限において、本市及び他の自治体において指名停止の措置を受

けていないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続きの開始の申し立て

及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続き開始の申し立て

がなされていないこと（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法規定に

よる再生計画認可の決定を受けているものを除く）。 

(7) 宗教活動及び政治活動を目的としていない者であること。 

(8) 役員等（役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）が伊勢原市暴
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力団排除条例（以下この項目において｢条例｣という。）第２条第４号に規定する暴力

団員等（以下｢暴力団員等｣という。）でないこと。 

(9) 暴力団（条例第２条第２号に規定する暴力団という。以下同じ。）又は暴力団経営

支配法人等（条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等という。以下同じ。）

でないこと。 

(10) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していないこと。 

(11) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していない

こと。 

(12) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこ

と。 

 

５ 要求仕様 
別紙「伊勢原市 LINE 公式アカウント拡張機能導入業務仕様書」を参照のこと。 

 
６ 選定スケジュール 

公募から契約候補者選定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

No. 内容 日程 

1 仕様書等の配布 令和 4年 5月 23 日(月) 

2 参加申込書の提出 令和 4年 5月 23 日(月)から 

令和 4年 5月 27 日(金)17 時まで（必着） 

3 質問受付期間 令和 4年 5月 23 日(月)から 

令和 4年 6月 3日(金)17 時まで（必着） 

4 質問の回答 令和 4年 6月 8日(水) 

参加者全員に電子メールにて回答 

5 企画提案書の提出 令和 4年 6月 17 日(金)17 時まで（必着） 

郵送または持参 

6 プレゼンテーション 令和 4年 6月 27 日(月) 

7 結果通知 令和 4年 6月 29 日(水) 

電子メールにて通知 

8 契約の締結 令和 4年 6月 30 日(木)以降 
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７ 参加手続等  
本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。 

(1) 受付期間 令和 4年 5月 23 日(月)から令和 4年 5月 27 日(金)17 時まで（必着） 

(2) 提出書類 

ア 参加申込書（様式１） 1部 

イ 会社概要（様式２） 1 部 

ウ 会社概要のわかるパンフレット等（既存のもので可） 1部 

(3) 提出方法 

持参、郵送（期限必着）、電子メール（到着確認のため提出先に電話をすること）

の何れかとすること。提出書類への押印は不要とする。 

 

８ 質問及び回答  
本プロポーザルに関して質問があるときは、質問書（様式３）を作成し、次により提

出すること。なお、質問書の提出は参加申込を行った事業者に限定する。 

(1) 受付期間 

令和 4年 5月 23 日(月)から令和 4年 6月 3日(金)17 時まで 

(2) 提出方法 

電子メールにより提出すること。(到着確認のため提出先に電話すること) 

(3) 質問に対する回答 

令和 4年 6月 8日(水)に参加者全員に電子メールにて回答する。なお、回答に対す

る問い合わせ及び異議申し立ては、受け付けない。 

 

９ 企画提案書等の作成及び提出  
企画提案書及び見積書等の提出時には、次に掲げる資料及び部数を提出すること。 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書鑑（様式４） 1部 

イ 企画提案書（任意書式） 9部 

ウ 見積書（様式５） 1部 

(ｱ) 初期構築費用 

構築に必要な初期構築費用及び明細（消費税及び地方消費税を含んだ金額並び

に構築に必要と考えられるすべての費用）を見積もること。 

(ｲ) 月額利用料 

システムの利用に必要な月額費用及び明細消費税及び地方消費税を含んだ金額

並びに運用保守に必要と考えられるすべての費用を見積もること。 

エ 見積書明細 1部 

任意書式とする。 
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(2) 提出方法等 

ア 提出期限 令和 4年 6月 17 日(金)17 時（必着） 

イ 郵送または持参。提出書類への押印は不要とする。 

(3) 企画提案書の内容 

ア 提案書の規格は A4 判（A3折込可）とする。 

イ 表紙を含め、30 ページ以内とする。 

ウ 文字サイズは 10.5 ポイント以上とする。 

エ 企画提案書（プレゼンテーション当日に使用する資料も含む。）には、提案事業

者を特定できる内容を記載しないこと。 

オ 企画提案書に用いる文言は、専門知識を有しない者でも理解できるよう留意する

こと。 

カ 企画提案は、１者１提案とすること。 

キ 企画提案書提出日現在で、別紙「仕様書」の機能要件を一部満たしておらず、か

つ運用開始予定日までに提案事業者の責任において確実に構築し、運用可能である

場合は、その期日を明示すること。 

ク 類似機能を有する代替案を提案することも可とするが、その場合、機能の特徴や

メリット及びデメリット等について明示すること。 

ケ 別紙「仕様書」を踏まえたうえで、表１の提案事項ごとに、提案内容を具体的か

つわかりやすく記載すること。 

  



 

5 

 

表１ 提案事項一覧 

提案事項 提案内容等 

業務実績 ・他の地方公共団体での運用実績とその実装機能（過去 2年間） 

シ ス テ ム 概

要・特徴 

・システム基本要件 

・システム構成 

・各機能の概要や特徴（セグメント配信、アンケート機能、チャッ

トボット、リッチメニュー、予約申込み） 

・管理者側の画面や操作方法 

・管理者の事務負担を軽減する工夫と特徴 

くらし安心メ

ール連携 

・くらし安心メールとの連携方法 

画面デザイン ・リッチメニューのデザイン案 

・リッチメッセージの配信例 

・チャットボットの展開例 

構築・運用サ

ポート体制 

・構築から運用までのスケジュール・フロー 

・構築に対する相談や職員研修などのサポート体制 

・運用中の団体からの要望やトラブル等に対するサポート体制 

・登録者を増やすための取組案 

セキュリティ ・情報漏えいを防止するための対策やサーバーの保管等体制 

・「政府機関・地方公共団体等における業務での LINE 利用状況調査

を踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方（ガイドライ

ン）」の適合状況 

拡張性 ・過去２年以内に行われた機能追加内容例(※) 

・今後予定している機能追加内容(※) 

(※月額利用料から追加費用なしで対応した、または対応予定の機能) 

独自提案 ・業務仕様書の記載事項以外に、利便性を高める機能や効果的な情

報発信方法等の提案がある場合は記載すること。 

・市が運営している Twitter アカウントとの連携方法の提案がある

場合は記載すること。 

・提案は本業務の提案上限額の範囲内で実施可能か、別途費用が必

要となるかを明示すること。 

 

１０ 審査委員会  
契約候補者の選定にあたって、庁内に「伊勢原市 LINE 公式アカウント拡張機能導入

業務公募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 
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１１ 審査項目等  
審査項目、審査評価基準及び配点は、次のとおりとする。 

審査項目 評価事項 配点 

業務実績 地方公共団体での豊富な導入実績があり、本業務を円滑に遂

行することができるサポート体制と取組について評価する。 

5 

シ ス テ ム 概

要・特徴 

利用者が使いやすく便利な機能となっているか、管理画面が

使いやすいか等について評価する。 

35 

くらし安心メ

ール連携 

くらし安心メールとの連携方法が職員の事務負担を軽減でき

るか評価する。 

5 

画面デザイン 文字や画像、アイコンなどは、誰が見てもわかりやすく表示

されるかについて評価する。 

10 

構築・運用サ

ポート体制 

構築から運用開始までのスケジュール・フローがわかりやす

く漏れがないか、構築から運用開始までの各段階においてサ

ポート体制が充実しているかなどについて評価する。 

10 

セキュリティ 障害対策、データ保護の考えが明瞭で、情報漏えいを防止す

るための対策が十分に確保されているかについて評価する。 

10 

拡張性 今後の環境変化に対応できる拡張性を有しているか、過去の

機能追加事例や今後の予定により拡張性を評価する。 

5 

独自提案 将来的な発展性を見込んだ提案がなされているか。また、実

現可能であるかについて評価する。 

10 

見積価格 配点×（全提出者内最低提案見積価格）/（提案見積価格） 

※小数点以下切り捨て 

※見積価格＝初期構築費用＋月額利用料１２カ月分とする。 

10 

 合計 100 

 

 
１２ プレゼンテーション及びヒアリングの実施  
(1) 日程等 

ア 期日 

令和４年６月２７日（月）予定 

イ 場所 

伊勢原市役所２階２C会議室または Zoom によるオンライン会議 

※ どちらで実施するかは提案事業者が選択可能とする。 

ウ 提案事業者数が 4社を超える場合には、提案書の内容で事前審査を実施し、上位

4社によるプレゼンテーションを実施する。選考結果はメールにて通知する。 
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(2) 方法 

ア 提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

イ １提案事業者あたりの時間は 50分程度（事前準備 10分、プレゼンテーション

20分以内、ヒアリング 20分以内）とする。 

ウ プレゼンテーション等は非公開とし、出席者は、本業務に係わる予定の者 3名以

内とすること。 

エ プレゼンテーション等に求める内容は、企画提案書（任意書式）に関するものと

する。 

オ プレゼンテーションでは、本市でプロジェクター及びケーブルを準備するが、そ

の他必要な電子機器等は、すべて提案事業者で用意すること（電源は貸与する）。

オンラインで実施の場合は、本市で Zoom ミーティング IDを用意する。 

 

１３ 審査  
(1) 審査方法 

ア 契約候補者は、審査委員会の評価に基づき決定し、総合点の最も高い者を契約候

補者として選定する。 

イ 総合点の最も高い者が 2者以上いる場合は、見積金額が最も安価な者を契約候補

者として選定する。 

(2) 結果通知等 

審査結果は、参加したすべての者に文書で通知する。ただし、異議申し立ては受け

付けない。 

 

１４ 契約 
(1) 本プロポーザルへの参加を承諾した提案事業者が 1者の場合であってもプレゼンテ

ーションは行うものとし、審査の結果、提案内容が仕様を満たしていると認められる

場合には、その提案事業者を契約候補者に決定する。 

(2) 契約の締結は、第 1位候補者と本市との間で協議を行い、協議が成立した場合に地

方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結することを原則と

する。なお、当該契約にあたり、技術提案内容（見積書を含む。）をもって、そのま

ま契約するとは限らない。 

(3) 第 1 位候補者と契約に至らなかった場合は、第２位候補者と協議を行う。 
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１５ 失格条項  
次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

(1) 参加資格等を満たしていない場合 

(2) 提出書類の提出方法や提出期限を遵守しない場合 

(3) 提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合 

(4) 提案上限額を超える金額で見積書を提出した場合 

(5) 本要領に定める手続き以外の方法により、審査委員会の審査委員又は本市関係者に

対し、本プロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合 

(6) その他公平な審査を妨害する行為があったと認められた場合 

 

１６ その他  
(1) 企画提案書等の作成及び提出、プレゼンテーション等に伴う一切の経費は、すべて

参加者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書等の書類は、返却しない。 

(3) 審査結果に関する意義申し立ては受け付けない。 

(4) 理由を問わず、参加申込書及び企画提案書等の提出期限の延長は行わない。 

(5) 提出書類については、本業務の審査以外の目的には使用しない。 

(6) 提出された書類は、本プロポーザル実施期間中を除き、伊勢原市情報公開条例の規

定により第三者に公開される場合がある。 

 

１７ 書類等提出先及び問い合わせ先 
伊勢原市総務部情報政策課 担当 小堤 

住所： 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中 348 

電話： 0463-94-4550 

E-Mail： jyouhou-system■isehara-city.jp 

※（■を@に置き換えてください） 

 


