
 

情報システムの更改及び更改後の情報システムの保守等の委託 

総合評価基準書 

 
１ 評価基準 

（１）評価方法 

総合評価は、価格点（入札価格の得点）に技術点（提案書による評価）を加えて得た数値

（以下｢総合評価点｣という。）をもって行う。 

価格点と技術点の配分 

価格点の配分：技術点の配分 ＝ １ ： ２ 

 

総合評価点（3,000 点満点） 

価格点（1,000 点満点） ＋ 技術点（2,000 点満点） 

 

（２）総合評価点 

ア 価格点 

価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じて得た値に入札価格に

対する得点配分を乗じて得た値とする。 

価格点＝（１－入札価格÷予定価格）×1,000 点 

 

イ 技術点 

技術点の評価方法は以下の通りとする。 

（ア）全ての仕様を満たした提案書を「合格」とし、基礎点として２00 点を与える。 

（イ）加点部分の評価は、記載されている評価基準の内容に基づいて、「表１ 評価基

準」に基づき複数の評価者による提案内容の審査及び採点を行い、各技術点の

平均を加点とする。技術点の配点は、「表２ 技術点の配点」のとおりとする。 

（ウ）技術点は基礎点と加点の合計点とする。 

 

 

 

表１ 評価基準 

評価 評価基準 
掛け率 

（配点×掛け率＝評価点） 

1 記載なし、要件不適合 0.00 

2 記載が不十分、要件に一部不適合 0.40 

3 要件通り対応 0.70 

4 要件通り対応、具体的で実現性が高い提案 0.85 

5 
要件通り対応、具体的で実現性が高い提案

かつ機構にとってより有益 
1.00 

技術点（２,000 点満点）＝基礎点（200 点）＋加点（1,800 点） 



 

 

表２ 技術点の配点 

項番 区分 項目 評価観点 配点 

1 
基礎点 

（必須項目） 
仕様書の遵守 

提案において、仕様書及び要件定義書に示す全て

の要件を遵守することが明確に示されているか。 

※以下の要件を全て履行可能なこと。 

・添付２ 機能等証明書 

・添付３ 保守作業対応表 

・添付４ 運用作業対応表 

また、仕様書及び要件定義書に規定する業務の目

的や作業事項、及び要件に反し、又は矛盾する提案

がないか。 

170 

2 
基礎点 

（必須項目） 

情報保全の履

行体制 

事業を行う上で必要な情報保全の履行体制を有

しており、本調達に必要若しくは有用な、又は背景と

なる経歴を有しているか。 

※添付 1 適合証明書」の１ 応札者の資格・実績等

（項番１）の条件を満たしているか。 

30 

3 
加点 

（任意項目） 
本業務の理解 

本業務の目的や作業範囲、受託者の役割を正しく

理解しているか。 
160 

4 
加点 

（任意項目） 
実施スケジュ

ール 

機構が想定する新システムの稼働日に新システム

が稼働可能な現実的かつ具体的なスケジュールが

示されているか。また、現行システム事業者との調

整や機構職員の作業負荷を考慮したスケジュールと

なっているか。 

80 

5 
加点 

（任意項目） 
作業の体制と

役割 

提案内容が要件を満たしたうえで、作業実施体制

は、十分な経験・知識・技能・実績・資格を持った作業

要員が参画する提案となっているか。また、本業務

を遂行するためのプロジェクト管理が具体的に示さ

れておりプロジェクト品質の担保が可能なものであ

るか。 

100 

6 
加点 

（任意項目） 
システム全体

構成 

要件を満たしたうえでシステム構成（ハードウェ

ア・ソフトウェア）及び提供する機能が業務を行うう

えで十分なものであるか。 

セキュリティ対策が十分であり耐障害性が高く、

信頼性や可用性の高いシステムであるか。 

保守、運用性に優れており、統合管理が可能なシ

ステムとなっているか。 

300 

7 
加点 

（任意項目） 
ネットワーク構

成 

要件を満たしたうえでネットワーク構成が最適な

環境となっており、安全性の確保や運用保守面での

効率化がなされているか。 

帯域不足が解消され、職員が業務を最適に実施す

るための提案となっているか。 

160 

8 
加点 

（任意項目） 
データ移行 

データ移行の具体的な手法や流れが具体的に示

されており、安全で確実なデータ移行が実施できる
100 



 

提案となっているか。 

9 
加点 

（任意項目） 
ファイルサー

バ 

要件を満たしたうえでディスク容量の拡張が可能

な提案となっているか。 
70 

10 
加点 

（任意項目） 
各種サービス 

各サービスは要件を満たしているか。また、各サ

ービス利用にあたり、業務の効率化や利便性向上に

資する提案がなされているか。 

160 

11 
加点 

（任意項目） 
クライアント端

末 

要求仕様を満たした端末が提案されているか。 

接続先要件を満たしており、安全かつ職員の利便性

が低下しないログイン認証（二要素認証）が提案され

ているか。 

キッティング作業の具体的な内容（手順）が示され

ているか。 

80 

12 
加点 

（任意項目） 
動作試験 

動作試験の内容が具体的に示されており、不具合

が発生した場合の対応に関しても明確に示されてい

るか。 

80 

13 
加点 

（任意項目） 
運用保守 

実施体制が要件を満たしており、常駐時間に欠員

が出ることなくシステム保守及び運用が実施できる

か。 

120 

14 
加点 

（任意項目） 
教育及び研修

等 

トラブル対応が習得可能な研修が計画されている

か。 

システム操作・運用マニュアルが実用的なものと

なるような工夫がされているか。 

80 

15 
加点 

（任意項目） 
機器の廃棄等 

要件を満たしたうえで、データ記録媒体の破棄に

関する内容が具体的に示されており、安全な取組み

であるか。 

80 

16 
加点 

（任意項目） 
追加提案 

機構にとって有益な提案であり、実現性の高い内

容であるか。 
160 

17 
加点 

（任意項目） 
資格① 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（公的個人認証法）第 17

条第１項第４号、５号若しくは６号の規定に該当する

事業者であって、同条第４項に規定する取決めを地

方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法

施行規則第 29 条第１項に規定する総務大臣の認定

事業者であるか。 

認定事業者の場合は認定書の写しを添付するこ

と。ただし、提案書提出時点において認定期間中で

あること。 

10 



 

18 
加点 

（任意項目） 
資格② 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支

援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の

雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」

という。）に基づく認定等（えるぼし認定（行動計画の

策定を含む。）、プラチナえるぼし認定、くるみん認

定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定及び

ユースエール認定）事業者であるか。 

認定事業者の場合は認定通知書等の写しを添付

すること。ただし、提案書提出時点において認定期

間中であること。 

なお、本項目は複数の認定等に該当する場合、最

も得点が高い区分により加点を行うものとする。 

〇 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企

業・プラチナえるぼし認定企業）等 

・ プラチナえるぼし※１   60 点 

・ えるぼし３段階目※２   48 点 

・ えるぼし２段階目※２   36 点 

・ えるぼし１段階目※２   24 点 

・ 行動計画※３        12 点 

〇 次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・トラ

イくるみん認定・プラチナくるみん認定企業） 

・ プラチナくるみん※４   60 点 

・ くるみん※５         36 点 

（令和４年４月１日以降の基準） 

・ くるみん※６         36 点 

（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準） 

・ トライくるみん※７     36 点 

・ くるみん※８         24 点 

（平成 29 年３月 31 日までの基準） 

〇 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認

定企業）       48 点 

60 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進における活躍の推進に関する法律等の一部を

改正する法律（令和元年法律第 24 号）による改正後の女性活躍推進法第 12 条の

規定に基づく認定 

※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※３ 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していな

い行動計画を策定している場合のみ）。 

※４ 次世代法第 15 条の２の規定に基づく認定 

※５ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規

則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令和３年改正省

令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規

則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定 



 

※６ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次

世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項

の規定に基づく認定（ただし、※９の認定を除く。） 

※７ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び

第４号の規定に基づく認定 

※８ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規

則等の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年

改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又

は平成 29 年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定 

 

（３）落札者の決定方法 

ア 総合評価基準書に示す全ての要求要件を満たし、入札者の入札価格が予定価格の制

限の範囲内であり、かつ、「総合評価落札方法」によって得られた総合評価点の最も高

い者を落札者とする。 

イ 落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者またはその代理人にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者または代理人がくじを引くこ

とができないときは、入札執行事務に関係のない機構職員がこれに代わってくじを引

き、落札者を決定するものとする。 

 

２ 提出書類及び様式 

提案者は以下の内容の提案書を提出すること。 

（１）表紙記載事項 

提案書の表紙には、以下の事項を明記すること。 

ア 表題は「情報システムの更改及び更改後の情報システムの保守等の委託 提案書」と

すること。 

イ 提案者の住所、名称、代表者名及び社印 

ウ 連絡担当者の所属、氏名及び電話番号 

エ 提案書の提出日 

 

（２）提案書作成要領 

提案書は、「表３ 提案書作成要領」に基づき、作成すること。提案内容を簡潔明瞭に記載

し、要求要件を満たしていることを評価者である機構職員等が判断できるように証明する

こと。 

また、提案書とともに以下の資料を提出すること。これら要求事項は全てを満たすことを

提案の前提とする。 

ア 添付１ 適合証明書 

イ 添付２ 機能等証明書 

ウ 添付３ 保守作業対応表 

エ 添付４ 運用作業対応表 

添付２～４において、条件付き対応や運用回避による対応などが発生する場合は、備考

欄に対応できない理由及び代替策を明記すること。記載内容を機構で評価し、対応合否を

判断するものとする。 

表３ 提案書作成要領 

項番 項目 仕様書記載個所等 提案依頼 

1 
本業務の

理解 

2 目的 

4 作業概要 

5 調達区分と契約期間

（予定） 

本業務の目的や作業範囲の理解及び受

託者としての取組み姿勢や考え方を記載

すること。 



 

項番 項目 仕様書記載個所等 提案依頼 

2 
実施スケ

ジュール 

6 関連する調達及び本

業務の作業スケジュール 

契約からシステムの稼働開始までのス

ケジュールを作業項目単位で提案するこ

と。また、機構職員や他社と係るイベント

がある場合は、それらスケジュールを明確

化すること。 

3 
作業の体

制と役割 

7 共通要件 

⑴ 作業の体制及び実施

に関する要件 

本業務における構築時の実施体制を具

体的に提案すること。また、プロジェクト品

質を担保するための取組みを提案するこ

と。 

事業を行う上で必要な情報保全の履行

体制を有しており、本調達に必要若しくは

有用な、又は背景となる経歴を有している

こと。 

4 
システム

全体構成 

8 業務要件 

⑴ システム基盤要件 

⑵ ハードウェア要件 

要求要件を満たすことを前提とした新

システムの構成を分かりやすくかつ詳細に

提案すること。 

 構成する機器は、機器の詳細が分かる機

器一覧を添付すること。なお、提案するシ

ステム構成のメリットとデメリットを示すこ

と。 

仕様書に記載がないセキュリティ面や耐

障害性の向上などに資する提案がある場

合は具体的に追加提案として記載するこ

と。 

5 
ネットワ

ーク構成 

8 業務要件 

⑶ 物理ネットワーク回線

の設計施工 

⑷ ネットワーク設計及び

設定要件 

要求要件を満たすことを前提とした新

システムのネットワーク構成を分かりやす

くかつ詳細に提案すること。 

構成する機器は、機器の詳細が分かる

機器一覧を添付すること。なお、提案する

システム構成のメリットとデメリットを示す

こと。 

仕様書に記載がないセキュリティ面や耐

障害性の向上などに資する提案がある場

合は具体的に追加提案として記載するこ

と。 

6 
データ移

行 

8 業務要件 

⑸ データ移行要件 

データ移行の考え方及び具体的な内容

を提案すること。 

7 
ファイル

サーバ 

8 業務要件 

⑹ ファイルサーバ要件 

ファイルサーバ構築における考え方及び

具体的な内容を提案すること。 

8 
各種サー

ビス 

8 業務要件 

⑺ 各サービスの構築及

び提供要件 

利用するサービスの選定理由を明記す

ること。なお、業務の効率化や利便性向上

に資する取組みがある場合は提案するこ

と。 



 

項番 項目 仕様書記載個所等 提案依頼 

9 
クライア

ント端末 

8 業務要件 

⑻ クライアント端末要件 

選定したクライアント端末の仕様を記載

し、選定理由や端末の特長も併せて記載

すること（二要素認証の仕組みを含む）。ま

た、キッティング作業の具体的な内容や端

末設置、設定と言った一覧の作業を提示

すること。 

10 動作試験 
8 業務要件 

⑼ 動作試験 

動作検証における実施内容や役割、検

証範囲を提案すること。 

11 運用保守 
9 システム保守及び運用

業務要件 

常駐者を含むシステム保守運用を行う

ための実施体制と役割を提案すること。ま

た、システム維持管理の取組みにおける考

え方を示すこと。 

12 
教育及び

研修等 

10 教育及び研修等要件 

⑴ システム基盤関係 

⑵ 各サービス関係 

研修実施の考え方やマニュアル作成に

おける工夫などを提案すること。 

13 
機器の廃

棄等 

11 廃棄要件 

⑴ 機器の廃棄等 

データ記録媒体の破棄に関する安全性

担保の考え方と具体的な手段を提案する

こと。 

14 追加提案  
仕様書に記載される要件以外に機構に

とって有益な提案がある場合はその内容

と効果を具体的に提案すること。 

15 資格① 
右記に該当する資格保有

状況 

電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（公的

個人認証法）第 17 条第１項第４号、５号若

しくは６号の規定に該当する事業者であっ

て、同条第４項に規定する取決めを地方公

共団体情報システム機構と締結した者又

は同法施行規則第 29 条第１項に規定す

る総務大臣の認定の有無。 

16 資格② 
右記に該当する資格保有

状況 

受託者はワーク・ライフ・バランス等を推

進する企業として、次の法令に基づく認定

企業であるか、又は女性活躍推進法に基

づく計画策定中小企業であることの有無。 

・女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（女性活躍推進法） 

・次世代育成支援対策推進法（次世代

法） 

・青少年の雇用の促進等に関する法律

（若者雇用促進法） 

 

（３）書式等 

提案者が特定できる、社名やロゴ等をマスキングしたうえ、日本語、Ａ４横書き（ただし、

図表などについては必要に応じてＡ３を用いてもよい。）、１２ポイント以上の文字で作成す



 

ること。 

提案書の総頁数（指定の添付資料は除く）は、５０ページ程度を上限とする。 

 

（４）項番 

項番の付番については、下記の基準に従うこと。項目を更に細分化する必要等から下記

の付番以下のレベルが必要となった場合は、適宜追加設定すること。また、図表番号につい

ては、章内での一連番号とし、併せて図表題名を付すこと。 

 

見出し種類 項番表示 

見出し 1 １、２、３、・・・ 

見出し 2 (１)、(２)、(３)、・・・ 

見出し 3 ア、イ、ウ、・・・ 

見出し 4 (ア)、(イ)、(ウ)、・・・ 

見出し 5 Ａ、Ｂ、Ｃ、・・・ 

見出し 6 (A)、(B)、(C)、・・・ 

見出し 7 ａ、ｂ、ｃ、・・・ 

見出し 8 (a)、(b)、(c)、・・・ 

 

（５）機器・役務リスト 

   納入予定の機器や役務について、様式１機器・役務リストの記載例を参考に作成し、提示

すること。 

 

３ 提案書の提出 

（１）提出期限 

令和４年 12 月 22 日（木） 11:00 

（期限厳守のこと。郵送の場合は必ず書留扱いとし、令和４年12月21日(水)までに必着

のこと。） 

 

（２）提出場所 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 総務部会計課 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-13-1 虎ノ門 40MT ビル 3 階 

TEL: 03-5472-7103 

 

（３）提出部数 

書面５部、電子媒体（PDF ファイルを DVD に格納し提出）１式 

 

（４）その他 

ア 分かりやすい日本語で記述すること。 

イ 必要に応じて確認及び追加資料の提出を求めることがあるので、提案者はその内 

容についての説明及び資料提出を行うこと。 

ウ 応募に要する経費は、提案応募者の負担とする。 

エ 応募された提案書は、返却しない。 

オ 提出された提案書等は、当該調達選定のためだけに使用する。 

カ 提出された提案書等に関する確認事項がある場合は、機構から提案者に対してメー

ル等で問合せを行うことがある。提案者は問合せに対して速やかに対応すること。 

 

以上 


