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1. 応募に付する事項 

(1) 件名 

データ連携基盤の構築・運用業務（その１） 

(2) 仕様及び特質 

別紙 3調達仕様書による。 

(3) 履行期間 

2021年 12月（予定）～2022年 3月 4日まで 

 

2. 参加資格 

(1) 応募に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。 

ア．成年被後見人及び成年被保佐人並びに破産者で復権を得ない者。 

イ．暴力団、国際犯罪組織、国際テロリスト及び社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該

当する者。 

ウ．会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者。 

エ．次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後 2 年を経過していな

い者。（これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。） 

a. 契約の履行に当たり故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して

不正の行為をした者。 

b. 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに談合した者。 

c. 他の申請者の申請を妨害し、又は契約を締結すること若しくは契約を履行すること

を妨害した者。 

d. 監督又は検査の実施に当たり当社職員の職務の執行を妨げ、又は職務の執行に協力

しなかった者。 

e. 正当な理由がなく契約を締結しなかった者、又は契約を履行しなかった者。 

f. 申請、応募の手続き又は契約の締結若しくは履行に関する手続きなどに際し、虚偽

の申告をした者。 

g. 当社の提案依頼書等において記載した守秘義務などを履行しなかった者 

オ．その他当該応募において、最終的な提案依頼書及び仕様書作成に直接関与した者のう

ち、関与したことによって競走上の不公正な利点を享受する者。 

(2) 提案依頼書の交付を受けた者であること。 

(3) 資産、信用が確実であり、かつ技術、設備が良好であること。 
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(4) 当該作業に関し、相当数の実績があること。 

(5) 応募に参加を希望する者（以下、「応募者」という。）は、「3. 応募者に求められる義務」

に示す「提案書」、及び「見積書」を作成して提出すること。 

 

3. 応募者に求められる義務 

(1) 応募者は、私的独占及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に抵触

する行為を行ってはならない。 

(2) 応募者は、第三者の知的所有権、著作権等を侵害することのないよう、自己の責任において

必要な処置を講じること。 

(3) 応募者は、調達仕様書に基づき、「機能、性能、技術等」（以下、「性能等」という。）に

関する提案書（電子ファイルで正（ロゴ・社名あり）1 部、副（ロゴ・社名なし）1 部）、

及び見積書（電子ファイルで 1 部）受領を作成し、提案書の期限までに提出しなければな

らない。提案書及び見積書の作成は、別紙 1「提案書・見積書作成要領」により行うものと

する。 

(4) 応募者が作成した提案書及び見積書は、当社において審査するものとし、採用し得ると判

断した者のみ候補者確定の対象とする。 

 

4. 提案書・見積書の提出場所等 

(1) 提案書・見積書の提出先、提案依頼書の問合せ先 

〒100-8141 東京都千代田区永田町２丁目１０番３号 

 株式会社三菱総合研究所 公共 DX 本部 豊嶋、高須、富川 

  電話：03-6858-2707、e-mail：renkei-kiban@ml.mri.co.jp 

(2) 提案書・見積書の受領期限 

2021年 12月 7日（火）17時 00分 厳守 

(3) 提案書・見積書の提出方法 

提案書及び見積書は ZIP形式で暗号化し電子メールに添付した上で、提案書受領期限まで

に上記 4.(1)の場所に提出すること。 

 

5. 質問書の提出場所等 

提案依頼書等に対して質問がある場合には、以下の要領に従い提出すること。 

(1) 質問書の提出期限 

2021年 12月 1日（水）17時 00分 厳守 

(2) 質問書の提出場所 

〒100-8141 東京都千代田区永田町２丁目１０番３号 
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 株式会社三菱総合研究所 公共 DX 本部 豊嶋、高須、富川 

  電話：03-6858-2707、e-mail：renkei-kiban@ml.mri.co.jp 

(3) 質問書の提出方法 

電子メールによる。質問書提出期限後の質問及び電話での質問については受け付けないも

のとする。 

なお、提出された質問に対する回答は、質問者を匿名化した上で全応募者に対して行う。 

 

6. 応募の無効 

次のいずれかの項に該当する応募は、無効とする。応募を無効とした場合は、当該提案書を提

出した者に対し無効の通知を行う。 

(1) 受領期限に遅れた応募。 

(2) 「3. 応募者に求められる義務」を満足しない者の応募。 

(3) 同一応募者からの 2つ以上の応募。 

(4) 正常な競争を妨げる目的をもって談合したことが認められる応募。 

(5) 金額が不明な応募。 

(6) 記名、押印又は署名のない応募。 

(7) 見積書の見積金額に訂正のある応募。 

(8) 他の応募者の応募参加を妨害する行為、又は応募事務担当者の職務執行を妨害する行為を

行った者の応募。 

(9) 著しく不当な価格をもって応募し、他の応募者の正常な競争を妨げた者の応募。 

(10) その他応募に関する条件に適合しない応募。 

 

7. 質疑・面談等の実施 

(1) 質疑及び面談の実施 

応募者が提出した提案書の内容について、質疑・面談を行うことがある。応募者は、これ

に対応すること。 

(2) 質疑及び面談の実施期間及び場所 

2021年 12月 8日（水）～12月 10 日（金） 

質疑を行う場合は電子メールにて、面談を行う場合は所要時間としては最大 60 分として

Web会議（Microsoft Teams を使用）を予定している。 

なお、具体的な日程は、提案書受領後に別途指定する。 

 

8. 候補者の確定方法 

(1) 本依頼書に示した案件を履行できると契約担当者が判断した応募者であって、本依頼書で
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必須とした項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした応募者の中から、本

依頼書で定める評価の方法をもって候補者を確定する。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られるとき、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適当であると認められるときは、応募し

た他の者のうち、評価の最も高い者を候補者とすることがある。 

(2) 評価の方法は、別紙 2「評価基準書」による。 

 

9. 候補者の確定に関する通知 

候補者を確定したときは、2021 年 12 月 14 日（火）17 時までに候補者及び候補者とならなか

った応募者に通知する。なお、審査の結果（候補者確定の理由等）に関する問い合わせには、一

切応じないものとする。 

 

10. 契約に関する基本事項 

(1) 契約の締結 

候補者として確定した者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、契約を

締結する。 

(2) 契約保証金 

不要 

(3) 契約書作成の要否 

要 

 

11. その他 

(1) 応募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とする。 

(3) 提出された書類は返還しない。 

(4) 提出された書類は、提出した者に無断で本応募以外の用に使用しない。 

(5) 契約の履行期間は 1.(3)に示すとおりであるが、本件に続く別途の調達として、次のとおり

「その 2」を想定している。 

ア．その 1（準委任契約）： モニタリング検査ダッシュボード、人流情報ダッシュボード、

データ連携基盤の構築等 

イ．その 2（請負契約）： モニタリング検査ダッシュボード、人流情報ダッシュボード、

データ連携基盤の稼働開始後の運用・保守等 
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12. スケジュール 

本応募の実施スケジュールは、次のとおりである。 

実施内容 実施期間又は期日 

質問書締切 2021年 12月 1日（水） 

質問書回答 2021 年 12月 2日（木） 

提案書・見積書の提出 2021 年 12月 7日（火） 

質疑・面談 2021 年 12月 8日（水）～12 月 10日（金） 

結果通知 2021 年 12月 14日（火） 

契約締結日 2021 年 12月中旬（予定） 

 

 

13. 契約担当 

契約担当者 〒100-8141 東京都千代田区永田町２丁目１０番３号 

 株式会社三菱総合研究所 公共 DX 本部 豊嶋、高須、富川 

  電話：03-6858-2707、e-mail：renkei-kiban@ml.mri.co.jp 

 


