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茨城県土木部が発注する建設工事（土木工事）で活用する 

情報共有システム推奨事業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨等 

茨城県土木部では、建設現場におけるICT活用による生産性向上の取組みとして、

建設工事における受発注者間のコミュニケーションの円滑化を目的に、ＡＳＰ方式

による情報共有システムを令和４年度より原則全ての建設工事（土木工事）で活用

することを予定している。 

この要領は、茨城県土木部が発注する建設工事（土木工事）で活用する情報共有

システム（以下、「情報共有システム」という。）について、システムの適合性等を

総合的に比較検討し、システムの推奨事業者（以下、「推奨事業者）という。）を選

定するため、必要な事項を定めるものである。本プロポーザルの実施に当たり、必

要な手続等については、関係法令によるほか、この要領によるものとする。 

 

２ 推奨事業者の選定の流れ 

 以下の手順により、令和４年度から令和６年度まで（令和４年４月１日から令和

７年３月３１日まで）に茨城県土木部発注の建設工事（土木工事）で活用する情報

共有システムの推奨事業者を選定する。 

実施内容 実施期間又は期日 

実施要領等の公表 令和４年１月２５日（火）【県ホームページに掲載】 

参加表明書の提出期限 令和４年２月 ８日（火）午後５時まで 

第一次審査結果通知 令和４年２月１４日（月） 

質問書の提出期間 令和４年２月 ８日（火）午前９時から２月１４日（月）

午後５時まで 

質問書への回答期限 令和４年２月１６日（水）午後５時までに全社に回答

（電子メール）及び県ホームページに掲載 

辞退届の提出期限 令和４年２月２２日（火）午後５時まで 

企画提案書等の提出期間 令和４年２月１４日（月）午前９時から令和４年２月

２４日（木）午後５時まで 

第二次審査 令和４年３月 １日（火） 予定 

第二次審査結果通知 令和４年３月 ７日（月） 予定 

覚書締結 令和４年３月３１日（木） まで 

 

３ サービスの提供内容 
求めるサービスの提供内容は次の通りとする。 

(1) 機能要件等 

「茨城県情報共有システム要件書」に記載されている仕様を満たすことができ

ること。ただし、「茨城県情報共有システム要件書」については、茨城県と推奨事

業者の協議により、変更する場合がある。 

(2) 実施予定件数 
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情報共有システムを活用する対象工事は次表の通りとする。 

 

概算工事件数 最大 約 2,400 件／年度 

利用者数 発注者 最大約 650 人、受注者 1 件当り 2 名程度 

利用容量 通常工事 1 件当り 2GB 

（参考） i-Construction 対象工事過年度実績 

 令和元年度 73 件 令和２年度 116 件 

ただし、各工事の現場条件等により、予定工事全てに適用するものではない。 

なお、サービスの提供規模に変更があった場合は、別途、茨城県土木部検査指

導課から通知する。 

(3) 利用契約及び費用負担 

サービスの利用契約は、情報共有システムを利用する工事に指定された工事受

注者と推奨事業者間において行うものとする。 

 
４．実施期間に関する事項 

令和４年３月７日に予定している結果通知日より令和４年３月３１日までの準

備期間については、茨城県土木部検査指導課からの指導を受け、運用のための準備

を実施する。運用の準備が整った時点で、県と推奨事業者の間で覚書を締結する。 

なお、推奨事業者は、準備期間終了までに、技術提案書に記載された内容を実装

するとともに、運用にあたって、茨城県土木部検査指導課と協議を行わなければな

らない。 

 

５．参加資格要件等 
 本プロポーザルに参加をしようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者と

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各号の規定に該当し

ない者であること。 

（２）国土交通省が示す「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要

件（Rev5.3）」(令和３年３月)を満たすシステムを提供できる者であること。 

（３）過去３年間（平成３０年度～令和２年度）に、国及び地方公共団体発注工事に

活用実績のある情報共有システムを提供できる者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開

始の申立てがなされていない者であること。 

（５）代表者、役員又はその使用人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又

は第 198 条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経

ないで公訴を提起された日から２年を経過しない者でないこと。 

（６）団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号）第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引

委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 
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（７）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号）第２条第２号又は第３

号に規定する者でないこと。 

６ 参加表明書、技術提案書等の申請書類に関する留意事項ついて 

 申請書類（以下の様式）の内容については下記の通りとし、必要事項を記載の上、

期日までに提出すること。 

なお、文字サイズは１０ポイント以上とする。 

申請書類 様式 留意事項 

参加表明書 様式１ ・代表者の押印は不要とする。 

参加資格誓約書 様式２ ・代表者の押印は不要とする。 

システム概要書 様式３ ・情報共有システムの概要等について記載す

ること。 

公共工事における提供

実績（全国） 

様式４ ・過去３年間（平成３０年度～令和２年度）の

国及び地方自治体の発注の公共工事での提供

実績について記載すること。 

機能要件確認書 様式５ ・「工事期間中における受発注者間の情報共有

システム機能要件（Rev5.3）【要件編】」（国土

交通省：令和 3 年 3 月）の必須要件について、

対応状況を記載すること。 

県機能要件（任意）対

応状況確認書 

様式６ ・「茨城県情報共有システム要件書」の機能要

件等の対応状況について記載すること。 

 

国機能要件（任意）対

応状況確認書 

様式７ ・「工事期間中における受発注者間の情報共有

システム機能要件（Rev5.3）【要件編】」（国土

交通省：令和 3 年 3 月）の任意要件について、

対応状況を記載すること。 

業務効率化に繋がる活

用提案 

様式８ ・業務効率化に繋がるシステムの活用方法に

ついて、具体的に記載すること。 

 

公共工事における提供

実績（県内） 

 

様式９ ・県土木部発注工事並びに県内の国土交通省

直轄事務所並びに地方公共団体発注工事にお

ける提供実績を記載すること。 

サポート体制 様式１０ ・利用者へのサポートの体制として、電話、電

子メール等による操作説明に関する対応状況

を具体的に記述すること。 

・システム障害について、障害対応の自社体制

を具体的に記載すること。 

・利用者向けの操作説明会の実施内容及び開

催頻度について記載すること。なお、操作説明

会に係る費用はサービス提供者の負担とす

る。 
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サービス提供価格 様式１１号 ・利用に対する費用について以下の内容が判

るものを記載すること。 

○１工事あたりの初期費用及び月額料金 

・令和４年度から令和６年度まで（令和４年４

月１日から令和７年３月３１日まで）に使用

料金が変わる場合は、それぞれの金額を記載

すること。 

・その他費用が発生する項目がある場合には、

項目と見積条件を記載し、単価を記入するこ

と。なお、オプション機能の費用は記載しない

こと。 

７ 個人情報の取り扱い 
推奨事業者は個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報保護に関す

る法律（平成 15 年５月 30 日法律第 58 号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報

の漏えい、滅失、改ざん、または毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために

必要な措置を講じなければならない。また、システム登録されたデータについて知り

得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い。 

 

８ 実施要領及び申請書類の取得等 

（１）取得方法 実施要領は茨城県ホームページからダウンロードにより取得するも

のとする。（無料） 
（２）取得期間 令和４年１月２５日（火）から２月２４日（木）まで 
（３）ＵＲＬ 

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kensa/kanri/jyouhoukyouyuupuropo.html 
（４）担当部署 

茨城県土木部検査指導課 
   〒310-8555 茨城県笠原町９７８－６ 茨城県庁 19 階 

TEL  029-301-4370 
FAX  029-301-4386 
MAIL  kensa1@pref.ibaraki.lg.jp 
 

９ 審査・選定等 

（１）参加表明書等の提出期限 
 参加を希望する者は、技術提案書等の提出前に次のとおり参加表明書等を提出

するものとする。 

① 提出期限 

 令和４年２月８日（火）午後５時必着 

② 提出場所及び提出方法 
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 事業担当課：茨城県土木部検査指導課（以下「事務局」という。）まで電子メー

ル（宛先メール：kensa1@pref.ibaraki.lg.jp）又は、持参、簡易書留郵便によ

り提出すること。なお、提出期限内に必着すること。 

③提出書類及び部数 

・参加表明書（様式第１号） 

・参加資格誓約書（様式第２号） 

・情報共有システム概要書（様式第３号） 

・公共工事おける提供実績（様式第４号） 

・機能要件確認書（様式第５号） 

持参、簡易書留郵便による場合は、正１部、副６部を提出すること。 

なお、電子メールによる場合は、電子データのみの提出で足り、別途、紙面で

の提出は必要としない。 

（２）第一次審査 
① 審査の方法等 

 「５．参加資格要件等」の確認を行う 

 なお、参加者数が１者の場合でもプロポーザルは継続する。 

② 第一次審査結果通知 

 第一次審査結果については、プロポーザル第一次審査結果通知書により審査

結果を通知する。発送予定日は、令和４年２月１４日（月）とする。 

（３）質問書の提出 
① 提出期間 

令和４年２月８日（火）午前９時から令和４年２月１４日（月）午後５時まで 

② 提出場所及び提出方法 

 本プロポーザルに関する説明会は開催せず、質問書（様式第１２号）に必要

事項を記入の上、事務局まで電子メールにて提出すること。 

 なお、口頭による質問は受け付けない。 

（宛先メール：kensa1@pref.ibaraki.lg.jp） 

 質問は原則、業務内容や企画提案書等の作成及び提出に関する事項に限り、

評価及び審査に関する質問、及び提案内容に係る質問は受け付けない。 

（４）質問書の回答 
 質問に対する回答は、令和４年２月１６日（水）までに電子メールでの送信、

及び茨城県ホームページに掲載する。なお、質問への回答内容は、本実施要領等

の追加又は修正とみなす。 

（５）辞退 
 辞退する場合は、事務局まで辞退届（様式は任意）を令和４年２月２２日（火)

午後５時までに提出すること。 

 なお、本プロポーザルを辞退した者に対しては、その辞退を理由として不利益

な取り扱いは行わないものとする。 

（６）技術提案書等の提出 
   第一次審査を通過した者は、次のとおり技術提案書等を提出するものとする。 
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① 提出期間 

令和４年２月１４日（月）午前９時から令和４年２月２４日（木）午後５時ま

で 

② 提出場所及び提出方法 

 事務局まで電子メール（宛先メール：kensa1@pref.ibaraki.lg.jp）又は、持

参、簡易書留郵便により提出すること。なお、提出期限内に必着すること。 

③ 提出書類及び提出部数 

・県機能要件（任意）対応状況確認書（様式第６号） 

・国機能要件（任意）対応状況確認書（様式第７号） 

・業務効率化に繋がる活用提案（様式第８号） 

・公共工事における提供実績（様式第９号） 

・サポート体制及び操作性（様式第１０号） 

・サービス提供価格（様式第１１号） 

持参、簡易書留郵便による場合は、正１部、副６部を提出すること。 

なお、電子メールによる場合は、電子データのみの提出で足り、別途、紙面で

の提出は必要としない。 

④ その他 

 提出書類は１提案者につき１種類とし、提出後の内容の変更及び追加、再提

出は認めない。 

（７）第二次審査 
① 審査の方法等 

 第一次審査を通過した者（以下「第二次審査実施対象者」という。）について

は、提案説明（プレゼンテーション）による審査を実施する。 

② 審査日 令和４年３月１日（火）予定 

③ 審査組織 

 推奨事業者の選定は、４名の委員で組織する「茨城県土木部が発注する建設

工事で活用する情報共有システム推奨事業者選定委員会」が行う。 

④ 第二次審査結果通知 

 審査結果は、令和４年３月７日（月）（予定）にプロポーザル審査結果通知書

により通知する。 

なお、非選定の通知を受けた者は、第二次審査結果の通知をした日の翌日か

ら起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）以内に、土木部検査指導課

に対して非選定理由について書面をもって説明を求めることができる。書面の

受付は８（４）にて行う。回答は書面により行う。 
（８）推奨事業者の選定 
    本プロポーザルにより、推奨事業者を１社選定する。また、選定した事業者

と茨城県は、添付の覚書きを締結するものとする。 

    なお、選定された推奨事業者は覚書き締結までに自らがサービスの提供者と

して不適切と判断した場合は、茨城県へ辞退を申し出ることができる。 

    また、推奨事業者が、その透明性、公平性または運営の確実性に疑義が生じ
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た場合、また応募時に提出した提案書の記載内容に虚偽があり、サービスの提

供者として適切でないと茨城県が判断した場合は推奨を取り消す場合がある。 

    なお、選定者によるサービス提供が困難であると判断した場合は、非選定者

の中から推奨事業者を追加で選定するものとする。 

 

１０ 選考方法 

（１）第一次審査 
 参加表明書の内容について、第一次審査として「５．参加資格要件等」を満た

すシステムを提供できる事業者であることを確認する。参加表明書の提出が１者

のみであった場合でも、審査は実施する。 

 なお、審査結果に対する異議の申し立てはできないものとする。 

（２）第二次審査 
第一次審査で「５．参加資格要件等」を満たすことが確認された者については、

技術提案書等の受付終了後、第二次審査実施対象者によるプレゼンテーションを

行い、以下の評価項目、判断基準並びに評価の配点に基づき評価し、最高得点者

を第一位推奨候補事業者として選定する。技術提案書等の提出が１者のみであっ

た場合でも、審査は実施する。 

なお、評価点の満点は 80 点とし、評価点の算定は以下のとおりとする。 

評価点＝（アに係わる評価点）＋（イに係わる評価点）＋（ウに係わる評価点）

＋（エに係わる評価点）＋（オに係わる評価点） 

 また、最高得点者の得点が同点であった場合は、最高得点者中、県機能要件対

応状況確認書の点数が最も高い者を候補者として特定する。県機能要件対応状況

確認書の点数も同点であった場合はくじ引きにより特定する。 

 

評価項目 評価基準 配点 

ア 県機能要件の

適合性 

３（１）に示す機能要件の任意要件の適合性に

ついて評価する。 

 

20 

イ 国機能要件（任

意）の適合性・業務

効率化に繋がる活

用提案 

提出資料の内容について評価する。 

「工事期間中における受発注者間の情報共有

システム機能要件（Rev5.3）【要件編】」（国土

交通省：令和 3 年 3 月）の任意要件等の適合

性、業務効率化に繋がる活用提案について評

価する。 

20 

ウ 公共工事にお

ける提供実績 

県内の公共工事の提供実績をより多く有する

場合に優位に評価する。 

 

10 

エ サポート体制・

操作性 

 

提出資料の内容について評価する。ヘルプデ

スクの内容、システム障害への対応内容、操作

説明会の実施内容、機能要望への対応、マニュ

20 
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アルの整備・配布方法について評価する。 

また、操作性については、プレゼンテーション

により評価する。 

オ サービス提供

価格 

利用料がより低額である場合は優位に評価す

る。 
10 

 

① プレゼンテーション 

ア 持ち時間：30 分（説明 20 分以内、質疑応答 10 分程度）程度とする。 

イ 実施方法：システム活用提案書等をもとに「イ 業務効率化に繋がる活用提

案」及び「エ サポート体制・操作性」について、プレゼンテー

ションを行うとともに、技術提案書等に記載されたサービスの

提供内容について質疑応答を行う。結果についてはサービス提

供者の指定選考に反映させる。 

② 留意点 

ア プレゼンテーションに係る費用、機器類は各提案者が負担、準備すること。 

 なお、モニターは本県が用意する。 

イ プレゼンテーションに参加する人数は１者当たり３名以内とする。 

ウ 説明及び質疑応答時の追加資料の提出は認められない。 

（３）失格 
 参加資格者又は参加資格者の提出した企画提案書若しくは業務見積書が次の各

号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格者は失格とする。 

① 本プロポーザルの提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 

② 本プロポーザルのシステム活用提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記

載されていないもの。 

③ 虚偽の内容が記載されているもの。 

④ この仕様書等に定められた以外の手法により、選定委員会又は関係者にプロ

ポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めた場合など、本県に対し不正な

接触をした者。 

⑤ 審査終了までの間に参加資格者が前記５（参加資格要件等）各号に規定する

条件を欠くこととなったとき。 

 

１１ 留意事項 

（１）秘密の保持等について 

参加者は、手続中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限

る。 

（３）提出書類の作成及び提出に要する経費、プレゼンテーションに要する経費並び

にその他本業務のプロポーザルへの参加に要するすべての経費は提案者の負担

とする。 

（４）申請書類に虚偽の記載をした場合は、参加を無効とする。 
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（５）提出された技術提案書等は返却しない。なお、提出された提案書等は茨城県情

報公開条例（平成 12 年茨城県条例第 5 号）の規定により、技術提案書等の情報

公開請求があった場合は、非公開情報を除き、原則公開する。公開することによ

り、法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な

われると認められる情報（事業等のノウハウ等）については、非公開となる。 

（６）申請書類の提出後において原則として記載された内容の変更は認めない。（誤

植等の軽微なもので募集担当部署の了承を得たのみ該当部分の再提出を認める） 

（７）参加者は申請書類提出後、この募集要項についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 


