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1 公募型プロポーザル方式による審査及び選定に関する説明書 

（1）公募型プロポーザル方式による審査の目的 

ウェブサイト「京すまいの情報広場」第2期制作に関する業務（制作後の保守管理業務を含

む。以下「本業務」という。）の受託候補者を選定するために，公募型プロポーザル方式に

よる審査を実施します。 

 

（2）本業務の目的及び内容 

  別紙のウェブサイト「京すまいの情報広場」第2期制作に関する業務委託仕様書のとおり。 

 

（3）本業務の期間 

  委託契約日の翌日から平成27年3月31日（火）までとする。 

 

（4）参加資格要件 

  本業務の受託を希望し，提案書を提出する事業者（以下「受託希望者」という。）は， 

次の二つの要件を満たさなければなりません。 

  ア 京都市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。ただし，受託希望者が大学等

の高等教育機関であるとき，又は京都市住宅供給公社（以下，「公社」という。）理事

長がその他特別の理由があると認めるときは，この限りではありません。 

イ 募集の開始の日から選定結果の通知の日までの期間に，京都市競争入札等取扱要綱第

29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれないこと。 

 

（5）本業務の委託費用の上限 

   1，950，000円（ただし，消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（6）参加希望の申出 

 ア 申出期間 

平成 26年 7月 10日（木）午前 10時から平成 26年 7月 18日（金）午後 5時まで（必

着） 

  イ 申出先 

 京
みやこ

安心すまいセンター（担当：北川，若林） 

〒604-8186 京都市中京区烏丸御池東南角   

アーバネックス御池ビル 西館 4階 

ＴＥＬ：075－744－1670 ＦＡＸ：075－744－1637 

（10:00～17:00 ※水曜日・祝日・年末年始は休館） 

ウ 申出書類 

参加希望申出書（第 1号様式） 

  エ 申出方法 

上記の申出書を申出先に持参，郵送又はＦＡＸにより提出してください。ただし，

ＦＡＸによる場合は，受信確認の電話を入れるとともに，後日，代表者印を押印した

原本を郵送してください。 



（7）提案書の提出 

 ア 提出期間 

平成 26年 7月 10日（木）午前 10時から平成 26年 7月 25日（金）午後 5時まで（必着） 

  イ 提出先 

  京都市住宅供給公社京
みやこ

安心すまいセンター（担当：北川，若林） 

ウ 提出書類と提出部数 

  （ア）ウェブサイト「京すまいの情報広場」第 2 期制作に関する業務に関する提案書（第 2

号様式） 2部（添付資料を提出する場合の添付資料は 8部） 

（イ）見積書 1部 

  エ 提出方法 

    上記の提出書類を持参又は郵送してください。 

 

（8）提案を求める事項 

  ア 受託希望金額 

  イ 過去３年間のウェブサイト制作実績一覧 

  ウ 業務を実施する場合の体制 

  エ 業務に関する提案 

 

（9）本審査に関する質問及び回答 

ア 質問期間 

平成 26年 7月 15日（火）午前 10時から平成 26年 7月 19日（土）午後 5時まで（必

着） 

  イ 提出先 

 京都市住宅供給公社京
みやこ

安心すまいセンター（担当：北川，若林） 

ウ 提出書類 

ウェブサイト「京すまいの情報広場」第 2期制作に関する業務に関する質問書（第 3号

様式） 

  エ 提出方法 

    質問書に質問内容等を記載し上記の提出先に持参，郵送又はＦＡＸにより提出してくだ

さい。電話及び電子メールによる質問は受け付けません。 

  オ 回 答 

   平成26年7月22日（火）午後5時までに，ウェブサイト「京すまいの情報広場」 

に回答を掲載します。 

 

（10）受託者候補者の選定 

  ア 受託者候補者選定委員会 

    業務受託者候補選定に関する審査は，公社内に設置する受託者候補者選定委員会（以

下，「選定委員会」という。）が行います。選定委員会は，以下の委員で構成します。 

（ア）公社総務部長（委員長） 

（イ）公社総務部総務課長 



  （ウ）公社総務部総務課庶務係長 

（エ）京安心すまいセンター長 

  （オ）京安心すまいセンター 耐震・エコ担当課長 

  （カ）京安心すまいセンター 相談・庶務担当係長 

  （キ）京都市都市計画局住宅室住宅政策課担当課長補佐 

イ ヒアリングの実施 

   選定委員会は，受託希望者から提出された提案書の内容に関するヒアリングを平成

26年 8月上旬頃に実施します。ヒアリングの日時及び場所等の詳細については，申出

の締切り後に改めて通知します。なお，受託希望者が 4 者を超える場合にあっては，

ヒアリングの対象者を選定します。また，当日は，主に制作業務を担当する予定の技

術者 1名を含む 4名以内で参加してください。 

ウ 評価方法 

    受託希望者から提出された提案書及びヒアリングの内容について，下表に示す審査

基準に基づいて評価し，評価の得点の高い順に順位を決定します。このうち第 1 順位

の提案を行った提案者を受託候補者として選定します。 

    ただし，選定委員会が，本業務を実施し得る能力に満たないと判断した場合，受託

候補者を選定しません。 

【審査基準】 

観点 評価のポイント 配点 

受託希望金額 ・受託希望金額の高低 5点 

業務実績 ・ウェブサイトの制作実績件数 10点 

業務体制 ・本業務の内容を安定的に実施することができる知識や

経験を有する人材が揃っているか 

・本業務の内容を迅速かつ的確に実施することができる

組織体制となっているか。 

30点 

本業務に関する

提案 

・本業務の目的を理解し，実施に必要な能力を有してい

るか。 

・より高い成果を生み出すだめの工夫が盛り込まれた提

案であるか。 

・デザイン，レイアウトなどの表現方法は，一目でどこ

にどのような情報があり，どのような機能が利用でき

るかが理解しやすいか。 

55点 

 

（11）契約手続 

  ア 受託候補者への通知 

    受託候補者の選定後，速やかに第 1順位の提案を行った受託機能者に対して受託候 

補者として選定された旨を文書により通知します。 

イ 契約締結の協議 

受託候補者への通知後，速やかに契約締結の協議を行います。協議が整った際には， 

速やかに契約を締結します。 



なお，協議が整わなかった場合には，第 2順位以下，順位の高い者から順に契約締 

結の協議を行うこととします。 

 

（12）受託候補者に選定されなかった受託希望者への通知 

   受託候補者の選定後，速やかに，ヒアリングに参加した受託希望者のうち，受託候補

者に選定されなかった者に対して，受託候補者に選定されなかった旨及びその理由を文

書で通知します。 

通知を受けた者は，通知を受けた日から休日を除く 5 日以内に，公社に対し，通知の

内容に関して書面により説明を求めることができます。 

 

（13）その他留意事項 

  ア 提案書の作成に要する費用は，受託希望者の負担とします。 

  イ 提出された提案書は，返却しません。 

  ウ 提出された提案書について，公社が受託者に無断で使用することはありません。 

 

2 提案書作成要領 

（1）提案書は，第 2号様式により作成してください。 

（2）用紙の大きさ及び枚数は，添付資料を除いてＡ4版 6枚以内として下さい。 

（3）提出する提案書 2部のうち，1 部は簡易製本とし，1部は複写用として製本せずにクリ

ップ留め等としてください。 

（4）提案書本文および添付資料には，社名を記載しないでください。 

（5）提案書に記載すべき事項は以下のとおりです。 

 ア 受託希望金額 

   消費税及び地方消費税を含まない金額を記載してください。 

   総額とともに，第２期制作と保守管理に要する費用をそれぞれ記載してください。 

 イ 過去 3年間のウェブサイト制作実績一覧 

     過去３年間に制作したウェブサイトについて，件名，発注者，年度，業務内容を記

載してください。 

 ウ 本業務を実施する場合の体制 

本業務を実施する場合の制作責任者，制作担当者，京安心すまいセンターとの調整 

役を設ける場合はその窓口となる者の氏名，経験年数，資格を有する場合はその資格，

主な実績を記載してください。 

   さらに，それら制作に関わる者は，組織内でどのような位置づけなのかがわかるよ 

う組織の全体像を記載してください。 

 エ 本業務に関する提案 

   本業務は，「すまいに詳しい人や団体等とすまいについて知りたい人が情報交換で 

きるサイト」の構築を目指し，その核となる機能の追加及び既存サイトの一部変更を 

行うものです。委託仕様書に示す内容を踏まえ，ウェブサイトの目的に対して効果的と思 

われる機能，レイアウト等をイメージ図を用いて提案してください。 

なお，本業務に関連して，他の実績の資料を添付することも可とします。 
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ウェブサイト「京すまいの情報広場」第２期制作 

業務委託仕様書 

１ 委託業務名 

ウェブサイト「京すまいの情報広場」の第２期制作 

２ 委託業務の目的 

   京（みやこ）安心すまいセンターでは，すまいに関する非営利の活動を行う団体や

コミュニティ組織，市民グループなど（以下「団体等」という。）が，それぞれの知

見や経験に基づく様々な住情報の受発信を行うとともに，市民がそれらの情報に触れ，

すまい手としてのニーズ等を発信することが出来る，京都のすまいに関するあらゆる

情報のプラットフォームとして，ウェブサイト「京（みやこ）すまいの情報広場」（以

下「情報広場」という。）の制作に取組んでいる。 

   情報広場は，３期（３年）に分けて制作することとし，第１期ではその基礎となる

フレームを構築して平成２５年１１月から運用を開始した。平成２６年度は，第２期

として「すまいに詳しい人や団体等とすまいについて知りたい人が情報交換できるサ

イト」の構築を目指し，情報広場の核となる機能の追加及び既存サイトの一部変更を

行うとともに，第２期制作後の保守管理を行うことを本業務の目的としている。 

３ 委託期間 

契約締結の日から平成２７年３月３１日まで 

４ 委託業務の内容 

第２期制作のテーマは「双方向コミュニケーション機能の強化」とする。 

（１）双方向コミュニケーション機能の追加 

    下記に示すア～エ４つの機能のうち，３つ以上の機能を既存のウェブサイトに追

加する。その際，既存の内容と連動することが望ましい。 

 ア 多主体より情報が発信できる機能  

画一的，一方的でない情報提供を目的として，関係団体を中心とした専門家

が，それぞれ活動報告やイベント情報，施工事例紹介を入力できる機能を追加

する。また，イベント情報の書き込みに対して，ウェブサイトに上げる前に管

理者（センター）が内容を確認する機能も付加する。 

   イ 利用者がリアクションを示すための機能  

利用者がサイト上で提供されている情報に反応を示すことができる機能

（例：感情表現ボタン，情報に対する評価ボタンなど）を追加し，さらに，

情報発信者だけでなく他の利用者も当該情報に対する反応を共有できるよう

にする。   

ウ Ｑ＆Ａなどの情報交換機能 

       すまいに詳しい利用者（団体に属する専門家を想定）とすまいについて知

りたい利用者が，個々の事例を基に情報交換できる仕組みを追加する。ただ



2 

 

し，掲載する情報は，当該ウェブサイトの管理者が事前に確認する機能も付

加する。 

      例：質問投稿及びそれに対する専門家の回答ページ（Ｑ＆Ａ方式） 

        専門家と事例について話し合うページ（チャット形式） 

   エ その他の機能 

      上記のア～エのほか，専門家と市民が情報を交換するために役立つと思われ

る有用な機能 

（２）既存の内容に対する修正 

   ア 目的別分類機能  

住宅の「イベント」「コラム」など，情報の質による分類に加え，「住宅を購

入したい」「リフォームしたい」といった市民が情報を探す目的ごとの分類機能

を追加する。 

（分類例）     

分類 タイトル 内容 

１ 住宅取得支援 全ての所得階層に持ち家住宅を取得する新

たな機会を提供する情報 

２ 新築・既存住宅改修 勤労世帯に手に入りやすい良質な住宅を創

りだすための情報 

３ メンテナンス・リフォ

ーム情報 

住宅ストックを保全，改善するための情報 

４ 居住支援情報 高齢者，ホームレス，身体障害者など，最も

傷つきやすい市民ためのすまいの情報 

   イ キーワード検索 

    サイト内をキーワードで検索し，特定の情報を探している場合に，たどり着

きやすくする機能を追加する。さらに，チェックボックスを用いた検索や，他

サイトとの連携による横断検索ができるとさらに望ましい。 

   ウ 画面表示およびレイアウト変更 

表示方法を，タブレットＰＣやスマートフォン画面か指でタッチする場合で 

     も利用しやすいよう変更する。 

（３）納品後の保守管理 

    契約締結日から平成２６年１１月３０日までに（１），（２）の制作および納品を

行い，１２月１日から当該ウェブサイトの保守管理を行う。 

    なお，保守管理には，当該ウェブサイトの軽微な修正（１月当たり１０頁程度）

作業を含む。 
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（４）納品 

ア 納品日 

  平成２６年１１月３０日 

イ 納品先 

  京都市住宅供給公社 京安心すまいセンター 

ウ 納品方法 

ＤＶＤによるデータの納品を行うこと。 

エ サーバーへのアップロード等 

データ納品後，受託者がサーバーへデータを送り込む。また，旧ウェブサイトか

ら新ウェブサイトの切り替えについても，受託者で行う。 

オ 業務完了後の更新 

納品後，入力フォームによる更新を京安心すまいセンター職員が行えるようにす

ること。 

５「京すまいの情報広場」ウェブサイトの概要 

（１）「京すまいの情報広場」 

利用者全員が京都市におけるすまいの情報を受発信できる，住情報のプラットフ

ォームとして，平成２５年１１月よりサービスを開始した。 

（２） 運用状況 

    現在は，独自ＣＭＳによる入力フォームより，京安心すまいセンターのスタッフ

が全ての情報を入力している。 

（３） サイトの基本情報 

ア ウェブアクセシビリティ 

「京都市ウェブサイト作成ガイドライン」が示す達成等級Ａを目標としている。 

イ URL 

http://www.miyakoanshinsumai.com/ 

※新ウェブサイトにおいてもトップページのURLを維持すること。 

ウ ネットワーク 

既存のネットワークを利用 

エ サーバー 

web サーバーのソフトウェアの詳細については次のとおり。 

ソフトウェアOS：【OS】CentOS5 【ソフトウェア(開発言語)】PHP5 

パッケージバージョン： service version：httpd 2.2, PHP5, MySQL5.0 

容    量： 63.3ＭＢ 

         １０００ＭＢのレンタルサーバーを使用中 

第２期制作後は３００ＭＢ程度を想定 
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オ セキュリティ 

京都市情報セキュリティ対策基準に準拠する。 

カ その他 

・既存のイベント情報等については，第２期制作後も同様に掲載する。 

 

６その他 

（１）受託者は，履行期限内に円滑に事務が進められるよう，工程表を作成し，京安心す

まいセンターの確認を受けること。 

（２）本業務の実施により得られた成果は京都市に属する。受託者が撮影した写真の著作

権は受託者に属し，京都市は，インターネット発信に関する二次使用権を有する。

ただし，受託者が撮影した写真を他の目的に使用する場合は，事前に京都市から文

書による承諾を得るものとする。 

（３）本仕様の規定に関する疑義又は本仕様に定めのない事項が生じた場合は，京安心す

まいセンター職員と協議し，その指示に従うこと。 
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