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支所用庁内 Wi-Fi整備業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

1. 趣旨 

支所用庁内 Wi-Fi 整備業務（以下「本業務」という。）の実施にあたり、公募型プロ

ポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により、当該業務にかかる企画提案

（以下「企画提案書」という。）を求め、その内容などを総合的に評価し、最も適格と

判断される事業者を選定する。 

 

2. 業務の目的 

令和５年度に五島市役所の支所庁舎５箇所及び隣接する公民館２箇所の建屋内にて

多目的 Wi-Fiシステムを整備する。 

 

3. 委託内容 

別紙「支所用庁内 Wi-Fi 整備業務仕様書」及び「支所用庁内 Wi-Fi 保守業務仕様書」

のとおり。 

 

4. 参加資格 

本プロポーザルに参加できるのは、次の条件をすべて満たす事業者とする。 

(1) 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

者であること。 

(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申し立てがなさ

れていない者（再生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申し立てがな

されていない者（更生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

(4) 五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成 24年五島市

告示第 156号）第 3条に規定する排除措置を受けていない者であること。 

(5) 本業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及

び本市の指示に柔軟に対応できること。 

(6) 共同提案ではないこと。 
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5. 選定スケジュール（予定） 

実施内容 期日等 

① プロポーザル実施要領等の公表 令和 5年 5月 17日（水） 

② 質問書の提出期限 令和 5年 5月 24日（水）12 時まで 

③ 質問書の回答期限 令和 5年 5月 31日（水）17 時まで 

④ 参加申込書の提出期限 令和 5年 6月 7 日（水）17時まで 

⑤ 企画提案書の提出期限 令和 5年 6月 14日（水）17 時まで 

⑥ プレゼンテーションの実施 令和 5年 6月 21日（水）を予定 

⑦ 評価結果の通知 令和 5年 6月 23日（金）17 時まで 

⑧ 委託事業者の決定と契約締結 上記通知日以降 

 

6. 参加表明  

(1) 提出方法 

本プロポーザルに参加する事業者は、参加申込書（様式 1）、暴力団等排除に関す

る誓約書（様式２）各１部を、持参または郵送すること。 

(2) 提出期限 

令和 5年 6月 7日（水）17時必着 

(3) 提出先 

〒853-8501 長崎県五島市福江町 1-1 

五島市総務企画部未来創造課ＤＸ推進班 

TEL：0959-88-9503 FAX：0959-74-1994 

電子メール：mirai-propo@city.goto.lg.jp 

(4) 提出書類作成の留意事項 

①提出された参加表明に関する書類の修正又は変更は認めません。 

②提出された参加表明に関する書類は返却しません。 

 

7. 企画提案 

(1) 企画提案書の内容 

用紙サイズ A4 横の横書き、表紙および目次を除いて 20 ページ以内。文字サイズ

は 11ポイント以上（図中の説明などを除く）、59列×23 行程度とし、長辺とじ（上）

両面印刷とする。ページ番号を付与すること。 

また、次の項目順で記載すること。 

<1>会社概要【任意様式】 

・法人等の名称、所在地、代表者の氏名、従業員数 

・企画提案担当者の所属、役職、氏名と連絡先（電話番号、電子メールアドレス） 

<2>提案システム【任意様式】 

・提案する無線ＬＡＮシステムの製品名、製品概要 

・提案する無線ＬＡＮシステムの保守に関する提案詳細 

<3>スケジュール・実施体制【任意様式】 
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<4>費用【任意様式】 

・整備設置費用（第１期、第２期ごとの費用を記載すること） 

・保守費用（保守費用は年度ごとの費用を記載すること） 

<5>セールスポイント【任意様式】 

(2) 提出物および部数 

企画提案書を５部提出すること。※部数毎にファイリングして提出すること。 

(3) 提出方法 

持参または郵送とする。 

(4) 提出期限 

令和 5年 6月 14日（水）17 時とする。 

郵送による場合は簡易書留郵便により、令和 5年 6月 14日（水）17 時必着 

とする。 

 

8. 質疑応答について  

(1) 質問の受付および回答方法 

本プロポーザルに対する質問は、質問書（様式３）に記入の上、提出先にあるメ

ールアドレスへ電子メールで送信し、担当者へ必ず電話で送信確認すること。電話

または口頭による質疑には応じない。 

質問に対する回答は、すべての参加申込者に電子メールで行うものとする。 

(2) 提出期限 

令和 5年 5月 24日（水）12時まで 

※回答は、令和 5年 5月 31日（水）17時までに行う。 

 

9. 提案上限額 

整備設置 

6,938,800円（消費税及び地方消費税含む。） 

    ※本業務の整備に係る一切の経費。 

  保守費用 

   令和５年度分 

383,240円（消費税及び地方消費税含む。） 

※保守仕様書参照。 

   令和６年４月１日から令和１１年８月３１日 

 4,648,000円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

10. 工期・支払い等 

 支所用庁内 Wi-Fi整備業務の工期は、１期と２期に分かれる。 

 支所用庁内 Wi-Fi整備業務の支払いは、工期ごとの完成払いとする。 

 支所用庁内 Wi-Fi保守業務は、年度ごとの完成払いとする。 

 

 



4 

 

11. プレゼンテーションについて 

参加者の負担においてプレゼンテーションを実施する。 

(1) 日程 

令和 5年 6月 21日（水）を予定。詳細は、別途通知する。 

(2) 場所 

市が指定する場所。 

(3) 実施内容 

「7.企画提案」の「（1）企画提案書の内容<2>、<3>、<5>」に沿って、わかりやす

く簡潔に説明すること。 

(4) 実施用機材 

パソコンやプロジェクターなどプレゼンテーションに必要な機材は、参加者が用

意すること。 

(5) 実施時間 

・プレゼンテーション 20分以内 

・質疑応答 10分程度合計 30分以内 

※参加者が多数の場合は、実施時間を短縮することがある。 

(6) 失格 

以下のいずれかに該当する場合は、参加者を失格とする。 

・指定した時間に遅れた場合 

・プレゼンテーションを欠席した場合 

・企画提案書に虚偽の記載をした場合 

   ・本実施要項で示す予算を超過する額で提案が行われた場合 

 

12. 審査方法および評価結果の通知について 

契約締結にかかる優先交渉権を与える順位は、提出された企画提案書と、プレゼンテ

ーションについて、選定委員会において定めた評価基準に基づき評価を行い決定するも

のとする。評価項目および基準は別紙審査基準書のとおり。評価結果については、参加

者に対し、参加申込書に記載された電子メールアドレス宛に令和 5 年 6 月 23 日（金）

17 時までに通知を行う。またすべての参加者の総評価得点については、市ホームペー

ジに公表する。なお、評価の過程に関すること、他社の評価得点の内訳等の質問には一

切回答しない。 

 

13. 委託事業者の決定と契約締結について 

優先交渉権を与える順位の決定後、順位が最も高い業者は、本業務の契約予定業者と

なり、再度、細部にわたり協議し、調整を行い、契約を締結するものとする。なお、辞

退その他の理由で契約できない場合は、次に順位が高い業者と契約の交渉を行うものと

する。契約の締結は令和 5年６月下旬頃を予定している。 

 

14. その他 

・参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに未来創造課へ連絡すること。 
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・企画提案書は、１者につき１案とする。 

・企画提案書の作成・提出等に要する費用は、提案者が負担するものとする。 

・提出された企画提案書の追加および修正は認めない。 

・提出された企画提案書は返却しない。 

・審査結果に対する異議申し立ては、これを受け付けない。 

 

15. 提出先及び問い合わせ先 

  〒853-8501 長崎県五島市福江町 1-1 

五島市総務企画部未来創造課ＤＸ推進班（担当：田口） 

  TEL：0959-88-9503 FAX：0959-74-1994 

  電子メール：mirai-propo@city.goto.lg.jp 

 


