
第 7 号様式　技術提案書評価表
タブレットを利用したきずな再生・強化事業（開発・情報発信系）

項番 大項目 項番 中項目 項番 小項目

評価

区分 小計 基礎点 加点 評価基準

富士通株

式会社

株式会社

コスタル

プランニ

ング

1 仕様書に基づいた提案 必須 5 5 - 仕様書記載のシステム設計・構築内容について

全て提案されていること。

仕様書記載のシステム設計・構築内容について全て記載があること・・・5点 5 5 仕様書記載のシステム設計・構築内容については全て

記載がある。

5 5 0 5 5

2 事業実施体制

2.1 体制・役割

分担

2.1.1 体制 必須 5 5 - 本事業内容を実施するのに必要な人員（PM、エ

ンジニア、デザイナー）が体制図に明記されて

いること。

PM、エンジニア、デザイナーの役割を持つ人がそれぞれ一人以上いる・・・5点

PM、エンジニア、デザイナーの役割を持つ人が一人確保されていない（兼務不可）・・・０点

5 5

2.2 会社として

の専門性、

類似開発実

績

2.2.1 ネイティブ

アプリの開

発実績

必須 5 5 - 会社としての消費者向けネイティブアプリ開発

の実績の有無（Androidの実績があること）

実績が一件以上ある・・・５点

実績なし・・・０点

5 5

2.2.2 類似アプリ

の開発実績

任意 15 - 5 なみえ新聞のようなニュースや新聞など情報伝

達系のアプリ開発の実績がある。

類似機能をもつアプリの開発実績がある・・・５点

機能の一部が類似しているアプリ開発実績がある・・・３点

実績が認められない・・・０点

5 5

任意 - 5 なみえ写真投稿のような写真の編集、投稿、共

有を行うアプリ開発の実績がある。

類似機能をもつアプリの開発実績がある・・・５点

機能の一部が類似しているアプリ開発実績がある・・・３点

実績が認められない・・・０点

５ 5

任意 - 5 うけどんウィジェットの類似する機能の開発実

績がある。

類似機能をもつアプリの開発実績がある・・・５点

機能の一部が類似しているアプリ開発実績がある・・・３点

実績が認められない・・・０点

３ 0

2.2.3 県内事業者

の活用

任意 5 - 5 ・福島県内の事業者が開発体制に入っているか 全て県内事業者で構成されている・・・5点

一部県内事業者で構成されている・・・3点

県内事業者は含まれていない・・・0点

3 0

2.3 チームとし

ての専門

性、類似開

発実績

2.3.1 開発チーム

の開発実績

任意 15 - 15 ・本事業参画予定のチームでの開発実績がある

か

実績あり・・・１５点

実績なし・・・０点

０ ０

2.4 事業従事予

定者の専門

性、類似開

発実績

2.4.1 プロジェク

トマネー

ジャ

任意 35 - 10 ・事業従事予定者に、PMとして消費者向けタブ

レットまたはスマートフォンアプリ開発の経験

があるか。（Android両方の経験が望ましい）

実際にユーザが使ったアプリが２個ある・・・１０点

実際にユーザが使ったアプリが１個ある・・・５点

経験がない・・・０点

０ 10

- 5 ・アジャイル開発のプロジェクトで要件定義か

らリリースまで通したPMの経験があるか。

２回以上ある・・・５点

１回ある・・・３点

経験がない・・・０点

0 5

- 10 ・開発上の進行管理、リスク管理、課題管理を

適切に実行できる専門性と経験を有している

か。

ヒアリングにおいてその専門性と経験が特に優れていると確認されたとき・・・１０点

ヒアリングにおいてその専門性と経験が優れていると確認されたとき・・・５点

ヒアリングにおいてその専門性と経験がやや優れていると確認されたとき・・・3点

ヒアリングにおいてその専門性と経験が不足すると認められる場合・・・０点

3 5

- 10 ・プロジェクトの目的を理解し、計画や体制を

常に見直し、柔軟に対応することができるか。

ヒアリングにおいてその資質が特に優れていると確認されたとき・・・１０点

ヒアリングにおいてその資質が優れていると確認されたとき・・・５点

ヒアリングにおいてその資質がやや優れていると確認されたとき・・・3点

ヒアリングにおいてその資質がプロジェクトの特性に合致しないと認められる場合・・・０点

3 5

提案書の目次

公開用　講評コメント

小計

富士通は、昨年度の浪江町タブレット事業を受託した

背景があり、開発メンバーの中に昨年と同じメンバー

が含まれていることから、その実績やノウハウが開発

に活かせる点を評価した。

コスタルプランニングは、プロジェクトマネージャー

のプロジェクト管理能力の高さやアジャイル開発の経

験を高く評価した。さらに高齢者向けサービスの企画

などを行ってきたことから、今回の案件に親和性が高

く、より質の高いアプリケーションの提供ができると

判断した。また、エンジニアやデザイナーのアプリ開

発経験が豊富であることも高い評価につながった。
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2.4.2 エンジニア

（リー

ダー）

任意 25 - 10 ・事業従事予定者に、エンジニアとして消費者

向けAndroidアプリ開発の経験があるか。

実際にユーザが使ったアプリが２個以上あり、タブレット向けアプリが含まれる・・・１０点

実際にユーザが使ったアプリが２個以上ある・・・５点

実際にユーザが使ったアプリが１個ある・・・３点

経験がない・・・０点

10 5

- 15 ・提案されている技術への知識、経験を有して

おり、発生した課題に対して、目的にあった解

決策を提案する姿勢があるか。

ヒアリングにおいてその資質が特に優れていると確認されたとき・・・１５点

ヒアリングにおいてその資質が優れていると確認されたとき・・・７点

ヒアリングにおいてその資質がやや優れていると確認されたとき・・・４点

ヒアリングにおいてその資質がプロジェクトの特性に合致しないと認められる場合・・・０点

4 7

2.4.3 デザイナ 任意 25 - 10 ・事業従事予定者に、デザイナーとして消費者

向けアプリ開発の経験があるか。

ポートフォリオが３個以上ある・・・１０点

ポートフォリオが２個ある・・・７点

ポートフォリオが１個ある・・・３点

ポートフォリオの提示がない・・・０点

10 10

- 5 ・役場側のプロエジェクトマネージャーやディ

レクターと適宜コミュニケーションを取ってデ

ザインを進めていく姿勢があるか。

ヒアリングにおいてその資質が特に優れていると確認されたとき・・・５点

ヒアリングにおいてその資質が優れていると確認されたとき・・・３点

ヒアリングにおいてその資質がやや優れている、または、プロジェクトの特性に合致しないと認

められる場合・・・０点

3 3

- 10 ・UIデザインについての知識、経験を有し、発

生する課題にたいして、単一の解決策にとらわ

れず、柔軟にデザイン的な解決策を提案する姿

勢があるか。

ヒアリングにおいてその資質が特に優れていると確認されたとき・・・１０点

ヒアリングにおいてその資質が優れていると確認されたとき・・・５点

ヒアリングにおいてその資質がやや優れていると確認されたとき・・・３点

ヒアリングにおいてその資質がプロジェクトの特性に合致しないと認められる場合・・・０点

3 5

130 10 120 54 75

3 開発計画

3.1 開発計画全

般

必須 5 5 ・開発の全体計画について具体的な手法、プロ

セスが明確に記載されていること。

明確に記載されている・・・５点

記載がない・・・０点

5 5

3.2 プロジェク

ト管理

任意 40 - 20 ・プロジェクト管理のための手法が妥当か。 進捗管理、課題管理、リスク管理、バグ管理の方法や使用するツールが明記されており、かつ運

用方法が示されている・・・２０点

進捗管理、課題管理、リスク管理、バグ管理の方法や使用するツールが明記されているが、運用

方法が示されていない・・・１０点

進捗管理、課題管理、リスク管理、バグ管理の方法や使用するツールの一部が明記されていな

い・・・５点

進捗管理、課題管理、リスク管理、バグ管理の方法や使用するツールについて記載がない・・・

０点

20 5

- 10 ・役場側とのコミュニケーションの計画が盛り

込まれているか。

町との会議体の開催頻度、目的が明確に定義されており、役場が提示すべき文書、作業内容が具

体的に示されている・・・１０点

町との会議体の開催頻度、目的が明確に定義されている・・・５点

町側との会議体が定義されていない・・・０点

10 5

- 10 ・開発場所は集約されているか。 １箇所に集約されている・・・１０点

２箇所以上に分かれている・・・５点

開発場所が明記されていない・・・０点

5 5

3.3 設計・開発

計画

任意 40 - 20 ・設計、開発のための開発手法、開発プロセス

が妥当か。

設計や開発の方法や期間中の作業プロセスが明確に定義されいる、かつ、品質低下、進捗遅延リ

スク回避やユーザビリティ向上の策があり実効性も十分にみとめられる・・・２０点

設計や開発の方法や期間中の作業プロセスが明確に定義されいる、かつ、品質低下、進捗遅延リ

スク回避やユーザビリティ向上ための策あるが、実効性が認められない・・・１０点

設計や開発の方法や期間中の作業プロセスが明確に定義されいるが、品質低下、進捗遅延リスク

回避やユーザビリティ向上ための策がない・・・５点

設計や開発の方法や期間中の作業プロセスが明確に定義されいない・・・０点

20 20

10 ・設計、開発に充てられている工数が比較的多

いか。

他社提案と比較し、最も工数が多い・・・１０点

他社提案より比較的工数が多い・・・5点

他社提案より比較的工数が少ない・・・3点

他社と比較して最も工数が少ない・・・０点

0 10

富士通は、プロジェクト管理手法や町とのコミュニ

ケーション方法、設計開発の進め方、テスト手法など

に広く全般にわたってプロセスが細かく計画されてい

る点を高く評価した。

コスタルプランニングは、設計開発の進め方は具体的

かつ詳細な記載があり高く評価された。また、テスト

では多種な端末を使って実機テストを行うことは一定

の評価を得た。

富士通は、昨年度の浪江町タブレット事業を受託した

背景があり、開発メンバーの中に昨年と同じメンバー

が含まれていることから、その実績やノウハウが開発

に活かせる点を評価した。

コスタルプランニングは、プロジェクトマネージャー

のプロジェクト管理能力の高さやアジャイル開発の経

験を高く評価した。さらに高齢者向けサービスの企画

などを行ってきたことから、今回の案件に親和性が高

く、より質の高いアプリケーションの提供ができると

判断した。また、エンジニアやデザイナーのアプリ開

発経験が豊富であることも高い評価につながった。

小計
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10 ・アーキテクチャ（パッケージ、フレームワー

ク）が適切に提案されているか。

利用するアーキテクチャの選定の客観的根拠が明示されている、かつ、そのアーキテクチャでの

開発実績がある・・・１０点

利用するアーキテクチャの選定理由が明確であるが、そのアーキテクチャを利用した開発実績が

ない・・・３点

利用するアーキテクチャの選定理由が明確でない・・・０点

0 3

3.4 テスト計画 任意 30 - 15 ・テスト実施のための計画（テスト実施スケ

ジュール、テスト方法、テスト観点、各テスト

で実施する範囲）が明確に記載されており、内

容が妥当か。

テスト種類やテスト範囲や工数、具体的なテスト方法が明確に定義されており、品質担保のため

に必要な観点が網羅されている、かつ、効率化するためのも検討されている・・・１５点

テスト種類やテスト範囲が明確に定義されており、品質担保のために必要な観点が網羅されてい

るが、テスト実施方法や効率化の工夫が十分に検討されていない・・・７点

テスト種類やテスト範囲が明確に定義されているが、テスト観点に漏れがある・・・３点

テスト種類の定義、テスト範囲があいまい、または定義がない・・・０点

15 7

- 5 ・テスト実施に充てられている工数が妥当か 他社提案と比較し、最もテスト工数が多い・・・５点

他社提案より比較的テスト工数が多い・・・３点

他社提案より比較的テスト工数が少ない・・・１点

1 5

- 10 ・テスト効率化のためのツールなどが適切に提

案されているか。

テストの自動化の提案やテスト仕様書様式の提案があり、実効性が認められる・・・１０点

テストの自動化の提案やテスト仕様書様式の提案があるが、運用実績がないなど実効性が確認で

きない・・・5点

テストの自動化やテスト仕様書様式のいずれかの提案がない・・・３点

テストの自動化やテスト仕様書様式のいずれも提案がない・・・０点

10 5

3.5 文書作成計

画

必須 5 5 - ・ドキュメント作成の計画が明確に記載されて

いること。

・作成するドキュメントが明確に記載されてい

ること。

規定工数内でのドキュメント作成の提案がある・・・５点

提案がない、または規定以上の工数を割いている・・・０点

5 5

120 10 110 91 75

4 改善提案の評価

4.1 なみえ新聞 任意 15 - 15 ・事業目的・KPI達成のための追加的な提案があ

るか。

・町が見落としている、あるいは、実現性の低

い仕様について、追加、改善提案はあるか。

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性、効果も高いを判断される・・・１５点

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性や効果は比較的低いと判断される・・・７点

左記いずれかに合致する提案があるが、提案された工数内で実現できない・・・４点

提案がない・・・０点

7 15

4.2 ウィジェッ

ト

任意 15 - 15 ・追加的な提案が事業目的・KPI達成のための提

案になっているか。

・町が見落としている、あるいは、実現性の低

い仕様について、追加、改善提案はあるか。

・追加、改善提案の工数が、提案された工数に

含まれていること。

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性、効果も高いを判断される・・・１５点

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性や効果は比較的低いと判断される・・・７点

左記いずれかに合致する提案があるが、提案された工数内で実現できない・・・４点

提案がない・・・０点

7 15

4.3 管理ツー

ル・記事投

稿（なみえ

新聞ライ

ター）

任意 15 - 15 ・追加的な提案が事業目的・KPI達成のための提

案になっているか。

・町が見落としている、あるいは、実現性の低

い仕様について、追加、改善提案はあるか。

・追加、改善提案の工数が、提案された工数に

含まれていること。

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性、効果も高いを判断される・・・１５点

左記いずれかに合致する提案があり、かつ、追加・改善提案の工数が、提案された工数に含まれ

ており、実現性や効果は比較的低いと判断される・・・７点

左記いずれかに合致する提案があるが、提案された工数内で実現できない・・・４点

提案がない・・・０点

7 0

45 0 45 21 30

300 25 275 171 185

富士通は、プロジェクト管理手法や町とのコミュニ

ケーション方法、設計開発の進め方、テスト手法など

に広く全般にわたってプロセスが細かく計画されてい

る点を高く評価した。

コスタルプランニングは、設計開発の進め方は具体的

かつ詳細な記載があり高く評価された。また、テスト

では多種な端末を使って実機テストを行うことは一定

の評価を得た。

小計

富士通からは、いくつかの改善提案があったが、いず

れも効果が低いと判断した。

コスタルプランニングは、KPI達成のために、アプリの

改善以外にも、イベントやコンテンツの追加まで提案

要素として含まれており、町民への高い付加価値を与

えることができると判断し高い評価をつけた。

小計
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