
「共用LANシステム等に係る運用管理支援業務」に係る参加要項 

第１条 「共用LANシステム等に係る運用管理支援業務」に参加を希望する者は、下記４に

掲げる提出書類を下記５に掲げる方法で提出し参加を申し込むこと。提出期限まで

に到達しない申込書は無効とするので、郵送により提出する場合は所要時間を十分

考慮し、余裕をもって送付すること。 

第２条 提出書類の記載にあたっては、下記４に留意して行うこと。 

第３条 提出書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取り消しを行うことは出来

ない。 

第４条 本公告記載のもの以外で、次に掲げるものに該当する参加申し込みは無効とする。 

（１）本要項の規定に違反する参加申込み 

（２）その他契約担当者等が提出書類不完全と認めたもの 

第５条 提出書類は、当機構選定委員による審査を行い、採用の是非を決定する。採用の

是非については、遅延なく参加者に対し通知する。 

第６条 本要項に定めのない事項は全て会計規程に定めるところによって処理する。 

記 

１. 業務内容（件名）

共用LANシステムに係る運用管理支援業務

２. 契約期間

２０１９年４月１日から２０２１年９月３０日まで

３．入札説明会 

日時：２０１９年２月１５日（金）１４：００～ 

場所：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 会議室２５ 

（東京都千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビル１４階） 

４. 提出書類・部数

企画提案書（仕様書及び記７．評価項目参照） 

・紙媒体（法人名入）： ２部（正副各１部） 

・紙媒体（法人名無）：１３部 

・CD-R       ： ２部 



５. 提出場所・期限

（１） 提出場所・連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 情報化統括推進室（担当：遠藤） 

東京千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビル１９階西 

電話：03-3506-9485（内線2235） 

（２）提出期日 

２０１９年２月２５日（月） １７時００分 （必着） 

（３）提出方法 

直接持参を原則の場合は、平日の９：３０～１７：００に上記（１）まで提出

すること。郵送による提出も可とするが、提出期限までに到達しなかった申込

書は無効とする。土曜日、日曜日及び休日の受付は行わない。 

（４）選定 

提出書類に基づいて審査を行い、質疑等を行ったうえで、評価基準書に基づき

選定する。提案書による説明として、プレゼンテーションを１者あたり２０分

程度（質疑応答・評価採点時間を含む）実施するものとする。 

価格点及び技術点の合算による総合評価落札方式により、最も点数の高かった

事業者を選定する。 

６. 留意事項

提出された書類に対する経費の支出は一切行わない。また、提出書類は返却しない。

提出書類は営業上の機密事項が含まれていることに配慮し、非公開とする。

また、入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその

他の件（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 

７. 開札及びプレゼンテーション

日時：２０１９年３月４日（月）１３：３０～（開札） 

１４：００～（プレゼンテーション） 

場所：医薬品医療機器総合機構会議室２３（開札） 

  同          会議室２１（プレゼンテーション） 

８．開札札及びプレゼンテーションの手順 

（１） 価格入札を実施。入札価格が予定価格を上回った者はその時点で失格となり、

プレゼンテーションに進めない。ただし、入札をした全ての者の入札価格が予定

価格を上回った場合は、その場で再度入札を実施する場合がある。 

（２） 入札価格が予定価格の範囲内であった参加者は、技術審査として、企画提案書



に基づき、プレゼンテーションを行う。 

（３） 参加者は機構選定委員から質疑を受ける。 

（４） 選定委員は、上記（２）及び（３）の結果を審議する。 

（５） 審議終了後、各選定委員は参加者の技術点数を投票用紙に記入し、投票する。 

（６） PMDAは各参加者が入札した価格とPMDA算定の予定価格により、各参加者の価格  

点を決定する。 

（７） PMDAは、上記（５）及び（６）の合計点を算出し、最高点を得た参加者を選定

する。結果については速やかに参加者全員に通知する。 

（８） 最高点を得た者が、入札際し著しく低い価格にて入札した場合には、PMDAが調

査を実施し、契約の履行ができないと認められる場合には、その者との契約を結

ぶことはせず、次点の者と契約を結ぶこととする。また、次点の者についても同

様とする。 

９．入札実施日時 

（１）入札公告 ２０１９年１月３１日（木） 

↓ 

（２）入札説明会 ２０１９年２月１５日（金） 

↓ 

（３）企画提案書提出    ２０１９年２月２５日（月） 

↓  

（４）入札、プレゼンテーション  ２０１９年３月４日（月） 

↓  

（５）落札予定者決定      ２０１９年３月４日（月） 



「共用 LAN システム等に係る運用支援業務」評価基準書 

 

（価格点） 

評価項目 評価基準 配点 

1 価格 
価格点＝１，２００（価格点の満点）×［１

－（入札価格／予定価格）］ 
１，２００点

 

（技術点） 

評価項目 評価基準 配点

１ 提案者の概要 

１）提案者の名称、代表者の氏名、所在地、提案者

の照会先としての所属、連絡担当者名、電話番号、

FAX 番号、メールアドレスが明記されているか。 

２）会社経歴書及び提案者概要を紹介する会社パン

フレット等の添付があるか。 

必須

2 提案内容       

１）調達の概要及び内容を理解した上で、提案者の

本調達全体の遂行に当たっての基本的考え方（取り組

み方針）が記載されているか。 

２）本評価項目表の各項に該当する提案書中の記載

箇所を対応づけて提示しているか。 

必須

3 作業内容 

１）仕様書「３ 作業の実施内容に関する事項」を

参照し、共用 LAN の運用管理に 適な作業内容を実

現する方法等が具体的かつ詳細に記載されている

か。 

２）仕様書の「別紙 3 業務要件」について、 適

な実施方法、手順等を作業内容ごとに具体的かつ詳

細に記載し、仕様書の要求要件をすべて満たしてい

ることが明確にされているか。（仕様書に記載して

いる各作業内容について、細分化、集約化等をして

提案してもよい） 

必須

各作業内容について、仕様書の要求要件をすべて満

たした上で、さらにそれ以外についても柔軟に対応で

きるような、踏み込んだ提案があるか（機器やソフト

ウェアの構成について履行期間中に変更が発生した

場合の対応等）。 

５０点



サービスレベルを配慮した提案があるか（対応時間、

対応率、問題解決率等）。 
５０点

PMDA 側の負担を軽減するように配慮された提案があ

るか（監視、定例作業、集計・分析等の自動化等）。
５０点

セキュリティに配慮した提案があるか（機密性、完

全性、可用性の向上）。 
７０点

仕様書に記載している各作業内容について細分化、

集約化等をして提案している場合に、その内容が妥

当であり適切であるか。 

７０点

4 引継ぎ 

仕様書の「３（１）⑥ 引継ぎ」を参照し、次期運用

管理支援作業請負事業者との引継ぎを円滑に行うこ

とができる方法や体制等が具体的かつ詳細に記載さ

れているか。 

必須

引継ぎ期間内に引継ぎが円滑に終了する方法が、わ

かりやすく提案されているか。 
４０点

運用になるべく支障を及ぼさないように配慮された

提案があるか。 
４０点

平素から引継ぎを見据えた資料作りを行うことが提

案されているか 
２０点

5 作業体制・実施方法 

1）仕様書「５ 作業の実施体制・方法に関する事項」

に定める要員を確保し、作業実施体制が具体的かつ

詳細に記載されているか。 

2）体制表に職種・役割分担等の要員数、専任・兼務

等の別が含まれているか。 

3）履行期間中に体制（要員）を変更する場合の段取

りについて明記されているか。 

4）他の受託事業者との相互協力関係における作業分

担（連絡、指示、手配及び問い合せ等）が明記されて

いるか。 

5）運用管理体制図を作成し、機構側の体制のほか、

ベンダー、メーカー及び保守業者（具体的な名称は必

要としない）の現地作業者との連携や指示内容等が

明らかとなる体制内容が明記されているか。 

必須

本作業を迅速かつ円滑に遂行するために、適切かつ

十分な要員数が確保されているか。 
３０点



作業内容ごとに要員の責任範囲や役割分担が明確に

区分けされ、具体的かつ詳細に提案されているか。 
１０点

他の受託事業者との相互協力関係における作業分担

が具体的かつ詳細に提案されているか。 
１０点

必要以上に機構が負担を負わないように配慮された

提案があるか。 
１０点

各作業について、内容や負荷に応じて柔軟に対応で

きるような体制の提案があるか（4月人事異動時の対

応（要員増）等）。 

１０点

6 遠隔地対応 

1）関西支部へ出向して対応する場合に対応を担当す

る拠点の所在地と到達時間（見込み）が明記されてい

るか。 

2）通常時の交通手段が使えない場合等を想定した代

替の手段について明記されているか。 

必須

関西支部対応の際に利用可能な拠点を近畿圏に有し

ているか。有していない場合は、通常の移動手段が使

えない場合を想定した経路があるか。 

３０点

7 責任者のスキル等 

1）プロジェクト責任者の能力・経歴等が具体的かつ

詳細に記載されているか。（氏名。職位、マネジメン

ト経験年数、経験業種、経験業務、経験システム経験

年数及び経験内容等） 

2）プロジェクト責任者として保有する資格について

記載し、客観的に証明できる証明書等（写）が資格毎

に添付されているか。 

必須

プロジェクト責任者として十分な経歴を有している

か。（責任者としての実績年数、類似案件実績等） 
４０点

プロジェクト責任者が以下の資格を有しているか

（複数で満点、1つで 50％） 

・PMI 主催のプロジェクトマネジメントプロフェッ

ショナル経験（PMP） 

・情報技術者試験（PM,SA,ST） 

・ITIL 認定資格（Intermediate 以上） 

・マイクロソフト認定資格（MCSA、MCSE） 

２０点



8 管理者のスキル等 

1）プロジェクト管理者の能力・経歴等が具体的かつ

詳細に記載されているか。（氏名、職位、マネジメン

ト経験年数、経験業種、経験業務、経験システム、経

験年数、及び経験内容等） 

2）プロジェクト管理者として保有する資格について

記載し、客観的に証明できる証明書等（写）が資格毎

に添付されているか。 

必須

プロジェクト管理者として十分な経歴を有している

（管理者としての実績年数、類似案件実績等） 
４０点

プロジェクト管理者が以下の資格を有しているか

（複数で満点、1つで 50％） 

・情報技術者試験（PM,SA） 

・ITIL 認定資格（ファンデーション以上） 

・マイクロソフト認定資格（MCSA）に含まれる必須

試験科目 

・マイクロソフト認定資格（MCITP:70-685 

２０点

9 作業者のスキル等 

1）常駐作業者（管理者を除く。）の能力・経歴等が

具体的かつ詳細に記載されているか。（氏名、経験業

種、経験業務、経験システム、経験年数、経験内容及

び保有する資格等） 

2）常駐作業者として保有する資格について記載し、

客観的に証明できる証明書等（写）が資格毎に添付さ

れているか。 

必須

類似業務の経験年数が 3 年以上である常駐作業者の

割合。（７割以上で満点、５割で１０点） 
２０点

常駐作業者全員が下記資格を 1つ以上保有するか。 

・IT パスポート試験 

・情報技術者試験（FE,AP,その他） 

・マイクロソフト認定資格（MCSA）に含まれる必須

試験科目 

・マイクロソフト認定資格（MCTS:70-680） 

１０点

下記資格または業務経験のうち、2 つ以上に該当す

る常駐作業者がいるか。 

・情報処理技術者(ネットワークスペシャリスト試

験 （NW） 

・テクニカルエンジニア（ネットワーク）)資格 

２０点



・又は、それと同等のネットワーク専門資格 

・1000 台以上のネットワーク機器の環境設定の経験

を 5年以上有する。 

・1000 台以上のネットワーク機器のファームウェ

アの更新作業を定期的に行う経験を5年以上有する。

・DNS の権威サーバの運用経験を 5年以上有する。 

・導入したネットワーク構成管理ソフトウェアの定

と運用に精通していること。 

以下の資格または業務経験のうち、2 つ以上に該当

する常駐作業者がいるか。 

・情報処理安全確保支援士) 

・CISSP、CISM 認定資格 

・1000 台以上のネットワーク機器のセキュリティ

インシデント対応の経験を 5年以上有すること。  

・公開鍵暗号方式を利用したセキュリティ基盤

(PKI)の運用経験を 5 年以上又はこれに相当する運

用経験を有すること。 

２０点

以下の資格または業務経験のうち、2 つ以上に該当

する常駐作業者がいるか。 

・LPIC レベル 3 Specialty の 「LPI-300 Mixed 

Environment」資格 

・マイクロソフト認定システムアドミニストレータ

(MCSA) 以上の資 

・上記 2 資格と同等のオペレーティングシステム専

門スキルを持つ技術者（客観的な証明書類が必要） 

２０点

本システムで使用する運用管理ソフトウェアの使用

経験が 5 年以上ある常駐作業者が 1 名以上選任され

ているか。 

１０点

本システムで使用する運用管理ソフトウェアに関す

る検収を常駐作業者全員が受講しているか。※社内

研修でも可） 

１０点



10 障害対応 

1）障害の発生や問合せ時の、受付から対応完了まで

の手順について、円滑な対応がとれる具体的な手順

フロー図等が記載されているか。 

2）手順フロー図等は、障害等の部位がハードウェア、

ソフトウェア及び不明等に区分し、それぞれの区分

ごとにベンダー、メーカー、保守業者及び現地作業者

との連携を含めた内容が記載されている。 

必須

障害発生時等における要員の責任範囲や役割分担が

明確に区分けされ、迅速で円滑な対応がとれること

が具体的かつ詳細に提案されているか。 

２０点

他の受託事業者との相互関係における作業分担が具

体的かつ詳細に提案されているか。 
２０点

・機構側の負担を軽減するように配慮された提案が

あるか。 
２０点

11 セキュリティ 

1）仕様書を十分に理解し、仕様書「９ 情報セキュ

リティ管理」及び別紙 3 業務要件「６.セキュリティ

レベルの確保」も参照した上で、情報セキュリティを

確保するための体制及び実施内容が具体的かつ詳細

に記載されているか。 

2）情報セキュリティ等に関する社内教育が実施され

ているか。 

3）情報セキュリティの確保に関する社内規程等（社

内規程や誓約書等）が添付されているか。（機密性を

要する事項については非開示で構わないが、規定さ

れていることを証すること） 

必須

仕様書に記載する情報セキュリティ要件よりも優れ

た提案があるか。（基準：非常に優れており本業務に

適用可能な場合で満点、提案は優れているが本業務

適用には検討が必要な場合は 50％） 

２０点

情報セキュリティ等に関する社内教育の実施状況が

充実したものであるか。 
１０点

12 セキュリティ 

（資格） 

仕様書「８（１）入札参加要件 ①及び②」に掲げる

各種資格を取得しているか。（証明書の添付必須） 
必須

その他の情報セキュリティに関する資格を取得して

いるか。（同上） 
２０点



13 類似業務実績 

本案件に類似するネットワークシステム等の運用管

理支援業務（ヘルプデスク及び保守作業の支援を含

む）について、これまでに請け負った実績があるか。

また、本案件に選任された要員に下記の実績等があ

るか。（各３０点、計１８０点満点） 

・ユーザー数 1,000 人規模での実績がある 

・仮想環境プラットフォームの運用実績がある 

・L3 スイッチ及び L2 スイッチで構成されたネット

ワーク環境の運用実績がある 

・標的型攻撃対策サーバの運用実績がある 

・Microsoft Exchange Online での運用実績がある 

 ・Microsoft Exchange Online と Outllook2013 以降

のバージョンでの組み合わせにより構築された環境の

運用実績がある 

１８０点

14 その他 仕様書等にて要求された以外で提案があり、その内

容が根拠／理由と共に具体的かつ詳細に記載されて

いるか。 

（各２０点、計１２０点満点。それぞれ「提案があ

り優れている＞提案があるが実現性・妥当性に乏し

い＞提案がない」の順に差をつける 

・効率的、円滑的で安定した運用管理方法について

の提案があるか。 

・機器やソフトウェアの安定性に配慮した提案があ

るか（保守・サポート期限の把握と対応等） 

・セキュリティ（機密性、完全性、可用性）に配慮

した提案があるか（データ消去・廃棄の支援、関西支

部やデータセンター間の機密情報の運搬方法等）。 

・仕様書に記載されていない事項についても柔軟に

対応できるような踏み込んだ提案があるか。（他の関

連業者との協力関係等）。 

１２０点

6 

ワーク・ライフ・バラ

ンス等の推進に関す

る指標（※２） 

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業） ３０点

次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチ

ナくるみん認定企業） 
２０点

若者雇用促進法に基づく認定 

（ユースエール認定企業） 
２０点



１．価格点１，２００点満点、技術点１，２００点満点（１：１）とする。 

２．必須項目については、全て満たしていることを条件とする。他の項目の点数

に関わらず、必須項目を 1つでも満たしていない場合は失格とする。 
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