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VPN 接続システム導入業務に係るプロポーザル実施要領 

 

令和３年８月２日 

富山県立大学 

 

１ 趣旨 

VPN技術等を用いて、学外から本学内ネットワークシステムへのアクセスを可能

とし、在宅勤務等の外部から、学内ユーザーが安全に業務を遂行できる環境を整備

するもの。 

 

２ プロポーザルに付す業務の概要 

（１）業務名 

VPN接続システム導入業務 

（２）業務内容 

別添「富山県立大学 VPN接続システム 仕様書」のとおり 

（３）履行期限 

令和４年３月 31日（木） 

 

３ 提案上限額 

 

25,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

なお、これに含まれるものは、別冊の「富山県立大学 VPN接続システム 仕

様書」（以下「業務仕様書」という。）の「１０．初期費用・運用費用の支払

等要件」の「１ 初期費用」および「２ 運用費用」に示すとおりである。 

  

また、この金額は本調達の予定価格を示すものではない。 

予定価格は「VPN 接続システム導入業務」に係る費用を対象として別途定

めることとし、予定価格の範囲内に収まらない提案については採用しない。 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法の規定による

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（３）本店及び県内に所在する事業所等が都道府県税並びに消費税及び地方消費税

を滞納していないこと。 

（４）指名通知の日以降審査の日までの間において、本学及び富山県から指名停止

を受けていない者であること。 
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（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力

団又はその構成員の利益になる活動を行う者でないこと。なお、資格要件確認

のため、富山県警察本部に確認する場合がある。 

（６）一般財団法人日本情報経済社会推進協議会（JIPDEC）の認定するプライバシ

ーマーク又はこれと同等の個人情報保護に関する認証を取得していること。 

（７）本サービスと同等または類似のサービスの過去５年以内の導入実績及び運

用・保守業務の実績を有する、又は同等の能力を有すること。なお、経験を有

しない場合は、同等の能力を有することを証する書類を事前に提出し、本学の

承認を受けること。 

 

５ 担当部局 

〒939-0398 

富山県射水市黒河 5180 

富山県立大学事務局教務課情報研究係 

電話:0766-56-7500（内線 1250） FAX:0766-56-6182 

 e-mail:keisanki_staff@pu-toyama.ac.jp 

 

６ プロポーザルへの参加表明 

プロポーザルに参加を希望する者は、本要領４の要件が必要な他に、次により参

加表明書等を提出すること。 

なお、提出された書類について本学が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じ

なければならない。 

（１）提出書類（各１部） 

① 参加表明書（第１号様式） 

② 主任担当者・担当者名簿 （第２号様式） 

③ 本要領４（６）の認証を証する書類（写） 

（２）提出場所 

本要領の５に示す担当部局。 

（３）提出方法 

持参又は書留郵便で提出すること。 

なお、郵送で提出する場合は、封筒に「VPN接続システム導入業務に係る指名

型プロポーザル参加表明書類在中」と朱書きすること。 

（４）提出期間 

令和３年８月２日（月）から令和３年８月 31日（火）まで（土曜日、日曜日及

び祝日等を除く。）の午前９時から午後５時（最終日は正午）まで。 

郵送による場合は、令和３年８月 31 日（火）正午までに担当部局あて親展で

必着とする。 

  

７ プロポーザルに関する説明会 

実施しない。 



3 

 

８ 企画提案書等の作成及び提出 

（１）基本事項 

① 審査は匿名で行うため、企画提案書には提案者情報（会社名、担当者名、担

当者経歴等）を記載しないか黒塗りすること。 

② 企画提案書については、業務仕様書に示す仕様を実現するため、各項目につ

いて具体的な方策を提案すること。 

③ 企画提案書で提案した内容は、本プロポーザルにおける優先交渉権者選定

の参考とするので、実現可能な提案内容とすること。 

④ 企画提案書は、上記１「経緯と目的」及び業務仕様書を十分理解し、次に示

す提案書の作成要領に沿った内容で作成すること。また、必要であれば図表

を用い、分かりやすく簡潔な表現で記述するとともに、その他の独創的なア

イデアについての提案も記述すること。 

（２）提案書の作成要領 

  ① 次の「提案を求める内容」に関する事項を全て記載すること。 
評価項目 提案を求める内容 

事業実施
の確実性 

１ 調達方針 
今回の調達の経緯、目的、内容などを正しく理解し、コンセ
プトが明確にまとめられているか。 

２ 理解 VPN接続システムについて、正しく理解しているか。 

３ 組織体制 
本業務を遂行するための主任担当者の選任など体制が確立
されているか。 

４ 役割分担 
本業務を遂行にあたり、初期設定等、大学との役割分担（責
任範囲や分界点等）が適切に示されているか。 

５ 
他機関への導入
実績 

他機関への VPN システム導入実績を有しているか。 
【実績を有する機関名を記載すること。】 

システム
要件 

６ 全体構成 
全体構成図および運用管理者、利用ユーザーの利用イメージ
が具体的に示されているか。 

７ 
運用・管理・更
新 

運用・管理・更新しやすい機能などが提案されているか。 

８ 
利用者環境の考
慮 

ユーザーが、学外オフィスや自宅から、様々な端末を利用す
ることを想定し、幅広い教職員が利用できるよう考慮した提
案をされているか。 

９ 多要素認証 

多要素認証の管理・利用方法について、運用コストや他機関
への導入実績等を交えて、具体的に提案されているか。 
また、ユーザーが個人で簡易に設定できる方法を提案されて
いるか。 

１０ ユーザー管理 
ユーザーの管理（追加・削除・停止）、その他設定のカスタ
マイズについて具体的に提案されているか。 

１１ 
認証基盤の必要
性 

要件を満たすために、認証基盤が必要か不要か明確化されて
いるか。 
必要な場合、設置方法や安定運用可能な構成・保守体制であ
るか等について具体的な提案がされているか。 
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１２ アクセス制御 
学内ネットワークのアクセス制御機能について、管理・運用
コストに考慮した提案がされていること。 

１３ 不正利用対策 システムの不正利用対策が具体的に提案されていること。 

導入 
計画 

１４ スケジュール 
システム設計、総合テスト、移行期間におけるスケジュール、
方針等について示されているか。 

セキュリ
ティ対策 

１５ 
セキュリティ対
策方針 

サービスの提供において、情報インシデントの発生防止に対
する考え方が示されており、十分なセキュリティ対策が期待
できるか。 

１６ 業務の可用性 
安定したレスポンスを維持する仕組みや、障害対応への考え
方が示されており、システムの機能向上のための継続的な取
組みが認められるか。 

システム
保守・運
用サポー
ト 

１７ 

保守体制 

システム障害を解消するためのプロセスや責任体制、解消す
るまでの標準的な時間などが示されているか。 

１８ 
情報セキュリティの確保に必要な本サービスのソフトウェ
アに係るバージョンアッププログラム、セキュリティパッチ
提供及び適用等の体制について、具体的に示されているか。 

１９ 運用サポート 
システムの操作方法の疑義照会の体制が具体的に示されて
いるか。 

導入・運
用費用 

２０ 

導入・運用 
費用 
【総額経費（上
限 25,000,000円
（消費税及び地
方消費税を含
む。））等を基
に評価するので
記載するこ
と。】 

システム構築後のサービス利用開始までの間に要する諸経
費について、経費の根拠、経費内訳、料金形態等について明
確に記載されているか。 

２１ 
導入後５年間のサービス利用に要する月額または年額利用
料金等について長期的な視点でコスト削減が図られる提案
となっているか。 

その他 ２２ その他の優位性 その他、上記以外に優位性などがあるか。 

 

  ② 提案書には、①の項目順に記載すること。 

③ 評価項目「17 導入費用」「18 運用費用」については、企画提案書第１－１

号様式、第１－２号様式、第１－３号様式、第１－４号様式を使用すること。

またそれらとは別に、提案機器、ソフトウェア費用、構築費用、保守費用等

を詳細に示した見積書も提出すること。 

（３）提出物 

① 企画提案書                        ９部 

② 電子メール等ネットワークサービス導入に係る評価項目一覧  ９部 

  ※企画提案書の該当ページを記入したもの           

③ プレゼンテーション参加予定者名簿（第３号様式）      １部 

④ 上記①～③のＰＤＦファイルを記録したＣＤ‐ＲＯＭ     １枚 

（４）提出場所 

本要領の５に示す担当部局。 
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（５）提出方法 

持参又は書留郵便で提出すること。 

なお、郵送による場合は、封筒に「VPN接続システム導入業務に係る企画提案

書等在中」と朱書きすること。 

（６）提出期限 

令和３年９月 15 日（火）正午。 

郵送による場合は、令和３年９月 15 日（火）正午までに担当部局あて親展で

必着とする。 

（７）企画提案書等作成及び提出上の注意事項 

① 企画提案書はＡ４判両面印刷とすること。 

② 提出書類に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計

量法（平成４年法律第 51号）に定める単位に限る。 

③ 別紙「VPN 接続システム導入業務 企画提案書評価基準表」はＡ４判とし、

各項目の企画提案書記載ページを記載すること。 

⑦ 提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは認めない。 

 

９ プロポーザルの審査方法等 

（１）審査は、「VPN 接続システム導入業務に係る審査委員会（以下「審査委員会」

という。）」が行う。 

（２）審査委員会では下記１0のプレゼンテーションを含めた審査を行い、優先交

渉権者を決定する。 

（３）本学が参加を認めなかった者又は本学がプロポーザル参加資格を確認した後、

プロポーザル参加資格を失うこととなった者は、プロポーザル参加を認めない。 

 

１０ プレゼンテーション 

（１）実施日程及び場所 

令和３年９月 22日（水）富山県立大学 射水キャンパス 

詳細日程等については、対象者（参加表明者）に別途通知する。 

（２）実施方法 

① ３名以内での出席を求めて実施するが、主任担当者は必ず出席すること。ま

た、主任担当者を中心として説明を行うこと。 

② 内容は、企画提案書の説明、企画提案書の表現を補足する追加説明及び審査

委員からの質疑とする。 

③ 説明の時間は、一プロポーザル参加者あたり 30 分（説明 15 分、質疑応答

15 分）程度を予定する。（ただしプロポーザル参加者数に応じ変更すること

がありうる。） 

④ 説明に際して、プロジェクタ等を用いて企画提案書の表現を補足すること

ができる。 

⑤ プレゼンテーション中は、提案者を特定できる発言を行わないこと。また、

プレゼンテーション中の服装は、提案者の徽章を外すなど、提案者を特定で
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きないようにすること。 

⑥ 天災その他やむを得ない理由により、プレゼンテーションを行うことがで

きなかったときには、これを中止する。なお、この場合における損害は、プ

ロポーザル参加者の負担とする。 

（３）プロポーザルに要する経費 

すべてプロポーザル参加者の負担とする。ただし、PC、プロジェクタ、スクリ

ーンは本学から貸出し、持込みの USBメモリのデータを利用できるので、必要に

応じて本学に事前確認すること。なお、ポインタは貸出ししない。 

また、本学が貸出す PCは、次の仕様である。 

 

OS:Windows10 Pro 

プロセッサ：Intel Core i5-7200U 

実装メモリ：8.0 GB 

プレゼンテーションソフトウェア：Microsoft PowerPoint2019 

 

１１ 優先交渉権者決定基準 

企画提案の採点は、評価基準表に基づき、審査委員会が審査を行う。審査の結果、

企画提案書の提案内容が仕様書の要求を全て満たし、評価区分毎の得点が各評価基

準の合格点（配点×５割）を上回りかつ、合計点が最も高い者を優先交渉権者とす

る。 

ただし、優先交渉権者となるべき者について、その者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認め

られたときは、その者を優先交渉権者とせず、プロポーザル参加者のうち、合計点

が次に高い者を優先交渉権者とする場合がある。 

 

１２ 審査結果の通知及び業務委託先の決定と契約 

（１）審査結果通知 

優先交渉権者の決定に係る審査結果については、採用・不採用にかかわらず、

後日書面で通知する。なお採否に関する質問は受け付けない。また、提案者はプ

ロポーザル実施後に不知又は内容の不明を理由として、意義を申し立てることは

できない。 

（２）決定方法 

優先交渉権者が決定後、提案内容と仕様について詳細な協議を行った結果、契

約するに足ると認められる場合に、優先交渉権者を業務委託先として契約する。 

ただし、優先交渉権者が契約を締結しない場合は次点の者と契約する場合があ

る。 
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１３ 契約等 

（１）契約書の要否 

  要 

（２）契約書等の作成 

優先交渉権者は、優先交渉権者決定の通知を受けた日の後、別途本学が定める

期日までに改めて見積書を提出し契約を締結しなければならない。 

（３）業務の委託期間 

契約締結の日から令和４年３月 31日（木）まで。 

（４）契約保証金 

免除とする。 

 

１４ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とする。 

（２）目的外使用の禁止 

本実施要領の交付を受けた者は本学から提供を受けたプロポーザル関連の文

書を第三者に漏らしたり、本件プロポーザル及び契約等以外の目的に供したりし

てはならない。 

（３）関連法令等 

本件プロポーザルの執行については、本実施要領のほか、富山県立大学会計規

程等の定めによる。 

（４）プロポーザルに関する質問等 

① 質問は、VPN 接続システム導入業務に係る質問書（第４号様式）により電子

メール又はＦＡＸで行うこと。 

質問の受付先：本要領の５に示す担当部局とする。 

質問の受付期間：令和３年８月２日（月）から令和３年８月 24日（火） 

まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）の午前９時か  

ら午後５時（最終日は正午）まで。 

なお、必ず電話で到達を確認すること。 

② 質問に対する回答は、プロポーザル参加者全員に対して速やかに電子メー

ル又はＦＡＸで送付することとする。 

③ 質問に対する回答を受けた場合には、本要領の５に示す担当部局へ、必ず電

話で受領の連絡をすることとする。 

（５）企画提案書等の取扱い等 

① 企画提案書の作成及び提出に要する費用はプロポーザル参加者の負担とす

る。 

② 提出された企画提案書はプロポーザル参加者に無断で使用しないものとす

るが、審査作業に必要な範囲に限り複製を作成できることとする。 

③ 提出された書類は返却しない。これらの書類は、提出されてから提出期間が

終了するまでの間、他には一切公表しないこととする。 
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④ 本業務の実施にあたり、企画提案書に記載された主任担当者は特別の理由

があると認められた場合を除き変更できないこととする。 

⑤ 資料を請求した者又はプロポーザル参加者から提供された従業員等の個人

情報は、実施及び契約に係る事務処理において必要な連絡にのみ用いるもの

とし、他の用途には用いないこととする。 

⑥ 上記⑤に示す個人情報の取扱は、富山県個人情報保護条例に従うこととす

る。 

⑦ 企画提案書等に含まれる著作物の著作権は、プロポーザル参加者に属する

こととする。 

なお、企画提案書等の記述が、特許権など日本国内の法令に基づいて保護

される第三者の権利の種類の対象となるものを使用した結果生じた責任は、

プロポーザル参加者が負うこととする。 


