
広島県インフラマネジメント基盤（ＤｏｂｏＸ）構築業務　公募型プロポーザル一次審査（書面審査）結果－項目別評価点

基本事項（必須） 業務要件（必須） 機能要件（任意）

基本的な考え方 業務及び提供サービス ポータルサイト データカタログ データ可視化機能 ＡＰＩ データ搭載・データ連携 機能要件一覧の要望 非機能要件全般
ユーザビリティ及びアクセ
シビリティに関する事項

システム方式に関する事
項

中立性に関する事項
情報セキュリティに関する

事項

様式－１ 様式－２ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－４ 様式－５ 様式－５ 様式－５ 様式－５ 様式－５

・「広島デジフラ構想」に基
づいて提案がされている
・本システムの目標効果を
踏まえて，提案者が本業
務を遂行する上での基本
的方針が示されている

・県で実施予定の業務及
び提供サービスを理解して
いる

・ポータルサイトの実現方
法が提案されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・データカタログ機能の実
現方法が提案されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・データ可視化機能の実
現方法が提案されている
・データを可視化するデー
タ数が示されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・モデルアプリケーション等
の他のシステムからのデー
タ利活用が円滑に行える
APIの実現方法や形式が
示されている

・搭載・連携するデータと
時期，数が示されている

・必須・要望区分が「要望」
の項目を実現することが提
案されている

・以下の各事項について実
現方法が提案されている
- 規模に関する事項
- 性能に関する事項
- 信頼性に関する事項
- 拡張性に関する事項
- 上位互換性に関する事
項
- 継続性に関する事項
- 情報システム稼働環境
に関する事項
- テストに関する事項
- 引継ぎに関する事項
- 教育に関する事項

・県民に幅広く使ってもら
えるようにユーザビリティ・
アクセシビリティに配慮した
提案がされている

・本システムのシステム・
ネットワーク構成の概要，
本格運用開始後の連携
データ数の増加・機能の追
加，モデルアプリケーション
の開発しやすさ等に配慮し
た提案がされている

・特定事業者の技術や製
品等に依存しないような提
案がされている
・広く使われている標準的
な形式や技術仕様に基づ
くことが示されている

・情報セキュリティ対策とし
て実施する事項が提案さ
れている

2 1 2 2 3 2 5 1 1 1 1 5 2

8 4 8 8 12 8 20 4 4 4 4 20 8

4.8 2.3 5.5 5.3 9.0 6.0 15.0 4.0 2.0 3.0 2.0 10.0 6.0

4.3 2.0 5.8 6.3 6.0 4.0 15.0 3.0 2.0 2.8 3.0 20.0 6.0

2.8 1.4 4.5 4.0 4.5 4.0 10.0 2.0 1.0 2.0 2.0 10.0 2.0

5.3 2.3 5.8 4.8 3.8 4.0 10.0 3.0 2.0 2.9 3.0 5.0 4.0

価格評価項目（必須） 自由提案項目（任意）

構築作業 引継ぎ 体制 提案者の類似案件の実績 要員の実績 費用
企画提案①-1
5年間の将来構想

企画提案①-2
5年間の総保有費用

（TCO）

企画提案②
試行運用

自由提案
左記以外の提案

様式－６ 様式－６ 様式－７ 様式－７ 様式－７ 任意様式 様式－８ 様式－８ 様式－８ 様式－９

・以下の構築に係る各作
業の実施内容や作業量及
びマイルストーンを含むス
ケジュールが提案されてい
る
- 要件定義の確定
- 業務運用検討
- 設計・開発作業
- システム運用設計
- 構築
- 導入作業
- テスト
- 稼働前準備
- 教育
・本システムの開発方式及
び開発手法が提案されて
いる

・次期事業者への引継ぎ
事項が提案されている

・本業務を遂行するに当た
り，適切な人員構成が提
案されている
・本県と提案者の役割分
担が示されている

・地方公共団体において
同様または類似の導入・
構築実績がある

・本業務を遂行するに当た
り，国・地方自治体・独立
行政法人における構築等
の実績を有する要員を各
責任者に充てる提案がさ
れている

・入札価格を基に，次の算
定式で判断する。
配点（22）×（提案者中の
最低入札金額）/（当該提
案者入札金額）　　小数点
以下を四捨五入

・本システムに関する「広
島デジフラ構想」及びそれ
に係る県の基本的な考え
方や将来像を理解した上
で，令和3年9月から令和
8年3月までのデータ連携
数の拡大や機能の追加等
をアジャイル的にスケ
ジュールに落とし込みして
提案がされている

・概算見積の積算根拠を
示した上で令和4年6月か
ら令和8年3月までの総保
有費用を提案している
・企画提案①-1で提案さ
れているデータ連携数及
び機能追加の規模や数を
考慮した上で，他の提案
者の総保有費用と比較し
た際に価格競争力がある
提案がされている

・令和4年6月の本格運用
開始に先立ち，令和4年4
月上旬に県民向けに試行
運用するデータ、機能及び
API等が示されている

・左記のほか，県に有益な
優れた提案がされている

4 1 1 1 2 - 4 4 4 3 評価点合計
16 4 4 4 8 22 16 16 16 12 230

11.5 2.0 2.0 4.0 8.0 22.0 12.0 8.0 12.0 7.1 163.5

12.0 2.0 3.0 2.0 4.0 21.0 13.0 8.0 16.0 7.5 168.7

12.0 1.0 1.0 4.0 2.0 21.0 8.5 4.0 8.0 6.0 117.7

12.0 2.0 3.9 4.0 4.0 21.0 12.5 15.5 16.0 6.8 153.6

※１次審査と２次審査では審査方法が異なるため，評価値のみの単純比較はできません。

重要度

評価項目

機能要件（必須） 非機能要件（必須）

対象様式

評価基準

作業の実施内容（必須） 作業の実施体制（必須） 企画提案項目（必須）

株式会社日立製作所中国支社

日本ユニシス株式会社

ソフトバンクＤｏｂｏＸプロジェクト
（ソフトバンク株式会社）

ＮＥＣ・東大・中電技グループ
（日本電気株式会社中国支社）

日本ユニシス株式会社

ソフトバンクＤｏｂｏＸプロジェクト
（ソフトバンク株式会社）

ＮＥＣ・東大・中電技グループ
（日本電気株式会社中国支社）

配点

評価項目

対象様式

評価基準

重要度

配点

株式会社日立製作所中国支社



広島県インフラマネジメント基盤（ＤｏｂｏＸ）構築業務　公募型プロポーザル二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）結果－項目別評価点

基本事項（必須） 業務要件（必須） 機能要件（任意）

基本的な考え方 業務及び提供サービス ポータルサイト データカタログ データ可視化機能 ＡＰＩ データ搭載・データ連携 機能要件一覧の要望 非機能要件全般
ユーザビリティ及びアクセ
シビリティに関する事項

システム方式に関する事
項

中立性に関する事項
情報セキュリティに関する

事項

様式－１ 様式－２ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－３ 様式－４ 様式－５ 様式－５ 様式－５ 様式－５ 様式－５

・「広島デジフラ構想」に基
づいて提案がされている
・本システムの目標効果を
踏まえて，提案者が本業
務を遂行する上での基本
的方針が示されている

・県で実施予定の業務及
び提供サービスを理解して
いる

・ポータルサイトの実現方
法が提案されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・データカタログ機能の実
現方法が提案されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・データ可視化機能の実
現方法が提案されている
・データを可視化するデー
タ数が示されている
・利用者の使い勝手を考
慮した提案がされている

・モデルアプリケーション等
の他のシステムからのデー
タ利活用が円滑に行える
APIの実現方法や形式が
示されている

・搭載・連携するデータと
時期，数が示されている

・必須・要望区分が「要望」
の項目を実現することが提
案されている

・以下の各事項について実
現方法が提案されている
- 規模に関する事項
- 性能に関する事項
- 信頼性に関する事項
- 拡張性に関する事項
- 上位互換性に関する事
項
- 継続性に関する事項
- 情報システム稼働環境
に関する事項
- テストに関する事項
- 引継ぎに関する事項
- 教育に関する事項

・県民に幅広く使ってもら
えるようにユーザビリティ・
アクセシビリティに配慮した
提案がされている

・本システムのシステム・
ネットワーク構成の概要，
本格運用開始後の連携
データ数の増加・機能の追
加，モデルアプリケーション
の開発しやすさ等に配慮し
た提案がされている

・特定事業者の技術や製
品等に依存しないような提
案がされている
・広く使われている標準的
な形式や技術仕様に基づ
くことが示されている

・情報セキュリティ対策とし
て実施する事項が提案さ
れている

2 1 2 2 3 2 5 1 1 1 1 5 2

8 4 8 8 12 8 20 4 4 4 4 20 8

4.8 2.1 5.5 5.3 9.0 6.0 15.0 4.0 2.0 3.0 2.0 10.0 6.0

4.5 2.4 5.8 6.8 6.4 4.0 15.0 3.0 2.0 2.8 3.0 20.0 6.0

5.0 2.1 5.8 4.8 3.8 4.0 10.0 3.0 2.0 2.9 3.0 5.0 4.0

価格評価項目（必須） 自由提案項目（任意）

構築作業 引継ぎ 体制 提案者の類似案件の実績 要員の実績 費用
企画提案①-1
5年間の将来構想

企画提案①-2
5年間の総保有費用

（TCO）

企画提案②
試行運用

自由提案
左記以外の提案

様式－６ 様式－６ 様式－７ 様式－７ 様式－７ 任意様式 様式－８ 様式－８ 様式－８ 様式－９

・以下の構築に係る各作
業の実施内容や作業量及
びマイルストーンを含むス
ケジュールが提案されてい
る
- 要件定義の確定
- 業務運用検討
- 設計・開発作業
- システム運用設計
- 構築
- 導入作業
- テスト
- 稼働前準備
- 教育
・本システムの開発方式及
び開発手法が提案されて
いる

・次期事業者への引継ぎ
事項が提案されている

・本業務を遂行するに当た
り，適切な人員構成が提
案されている
・本県と提案者の役割分
担が示されている

・地方公共団体において
同様または類似の導入・
構築実績がある

・本業務を遂行するに当た
り，国・地方自治体・独立
行政法人における構築等
の実績を有する要員を各
責任者に充てる提案がさ
れている

・入札価格を基に，次の算
定式で判断する。
配点（22）×（提案者中の
最低入札金額）/（当該提
案者入札金額）　　小数点
以下を四捨五入

・本システムに関する「広
島デジフラ構想」及びそれ
に係る県の基本的な考え
方や将来像を理解した上
で，令和3年9月から令和
8年3月までのデータ連携
数の拡大や機能の追加等
をアジャイル的にスケ
ジュールに落とし込みして
提案がされている

・概算見積の積算根拠を
示した上で令和4年6月か
ら令和8年3月までの総保
有費用を提案している
・企画提案①-1で提案さ
れているデータ連携数及
び機能追加の規模や数を
考慮した上で，他の提案
者の総保有費用と比較し
た際に価格競争力がある
提案がされている

・令和4年6月の本格運用
開始に先立ち，令和4年4
月上旬に県民向けに試行
運用するデータ、機能及び
API等が示されている

・左記のほか，県に有益な
優れた提案がされている

4 1 1 1 2 - 4 4 4 3 評価点合計
16 4 4 4 8 22 16 16 16 12 230

11.5 2.0 2.0 4.0 8.0 22.0 12.0 8.0 12.0 7.5 163.7

12.0 2.0 3.0 2.0 4.0 21.0 13.5 8.0 16.0 7.9 171.1

12.0 2.0 3.9 3.9 4.0 21.0 12.0 15.5 16.0 6.4 152.1

※１次審査と２次審査では審査方法が異なるため，評価値のみの単純比較はできません。

配点

株式会社日立製作所中国支社

日本ユニシス株式会社

ＮＥＣ・東大・中電技グループ
（日本電気株式会社中国支社）

作業の実施内容（必須） 作業の実施体制（必須） 企画提案項目（必須）

対象様式

評価基準

重要度

配点

株式会社日立製作所中国支社

日本ユニシス株式会社

ＮＥＣ・東大・中電技グループ
（日本電気株式会社中国支社）

評価項目

評価項目

機能要件（必須） 非機能要件（必須）

対象様式

評価基準

重要度


