
ＮＯ 質　問　項　目 質　問　内　容

担当係 従事者数（繁忙期） 備考

①
住民税証明書窓
口交付

区民税第一担当
係
区民税第二担当
係

２～３名
（５名）

委託業務以外の
住民税の相談全
般・申告書受付
等も含む

②
住民税証明書郵
送交付

区民税係
１～２名
（２～３名）

委託業務以外の
事務にも従事

③ 上記以外 税務管理係 ６名
委託業務以外の
事務にも従事

(2)
事業規模参考資料
組織体制について

組織体制として現在の貴区における体制をお示し
頂いておりますが、本事業はどの区分の方が何名
程度で担当されていた業務でしょうか。

(1)

当初委託仕様書
４　委託業務

Ｈ27現在の窓口来庁者数（月別、曜日別、時間帯
別）等のデータがあればご教示下さい。
併せて電話受付数（４－８）についても実績をご
教示下さい。

(2)

受電件数について 電話機4回線の受電件数の開示をいただけます
か。また、これまで何人の職員様で対応されてま
したでしょうか。

(3)
事業規模参考資料上の<取
り扱い件数>10、11の郵便
物件数について

10、11の件数の大半は、同表上の1～9までの業務
以外のものであると考えてよろしいでしょうか。

(4)

当初委託仕様書 1P
4-1-2

1日あたりの発生数量をご教示下さい。また、曜
日や時期等により増減がございましたらご教示下
さい。（概算値、平均値等の参考値や、過去の実
績数値等でも構いません）

回　　答　　書

軽自動車税等受付及び特別区民税・都民税証明書交付業務等公募型プロポーザルに係る質問について、下記のとおり回答します。

１　実施体制について
回　　答

全般 本件は新規事業ですか。過去に受託業者がいる場
合は業者名、契約金額、配置人員数を、職員様が
行っている場合は実施体制をご教示下さい。

○新規事業になります。
○委託業務に限っての職員の実施体制をお示しすることは困難です。現
状については、下記＜実施体制表＞を参考にしてください。
＜実施体制表＞

委託業務

(1)

○時期により異なりますが、概ね1～9までの業務以外のものになりま
す。

ＮＯ１(1)の＜実施体制表＞を参考にしてください。

２　事業規模について
○プロポーザル実施要領に添付しています「事業規模参考資料」をご覧
ください。「事業規模参考資料」に記載の無い数値等については、把握
をしていません。

○受電件数は集計データがありません。
○現在も概ね税証明関係２回線、軽自動車税関係２回線で対応し、回線
が一杯になると他の回線で対応しています。各々２回線に対応する職員
数はＮＯ１(1)＜実施体制表＞の税証明関係は②、軽自動車税関系は③
の職員で対応しています。

○３件程度です。曜日や時期等の増減数値は把握していません。
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ＮＯ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

(1)
当初委託仕様書
７－１　業務責任者

「直接雇用する正規職員とする」とあるが、正規
職員の定義とは何ですか。

(2)
当初委託仕様書p.6
7-1-1業務責任者等の配置
について

受託者が直接雇用する正規職員とありますが、こ
の場合の「正規職員」の定義をお教えください。

(3)
「正規職員」の定義につい
て

業務責任者、および副業務責任者に着任する「正
規職員」の定義をお教えください。

(4)
副業務責任者について 副業務責任者は、本件専任が必須となりますか。

他の職務兼務も可能でしょうか。

(5)

当初委託仕様書 6P
7-1-1

業務責任者の要件について「受託者が直接雇用す
る正規職員」とございますが、有期雇用の職員を
配置しても問題ないでしょうか。詳細な定義等と
併せてご回答頂きたく存じます。

(6)
当初委託仕様書 6P
7-2-1

従事者の配置について、複数の業務を横断して担
当する従事者を配置しても問題ないでしょうか。

(7)

当初委託仕様書 4P
4-7-1

マイナンバー制度の開始に伴い、特定の時期にお
いて書留を用いた郵送物が増加する事を見込んで
おりますが、業務量が増加した場合、従事者を追
加で配置する事は可能でしょうか。スペースの都
合等、配置人数に制限が生じる場合は、詳細をご
教示下さい。

(1)

その他 証明発行カウンターと軽自受付カウンターが離れ
ているため、２箇所にて業務を行うのでしょう
か。その場合に各カウンターでの業務（端末台
数、スペース、机の数etc.）をご教示下さい。

(2)
窓口について 軽自動車税等窓口と区・都民税証明書発行窓口は

一体、または同じ場所に設置されていますか。

(3)
当初委託仕様書p.1
3履行場所について

受託者エリアも含めた全体のレイアウト図をお教
えください。

(4)
当初委託仕様書　1P
3 履行場所

履行場所のレイアウトをご教示下さい。

(5)
当初委託仕様書 4P
4-7

業務の執務スペースは他の業務と同一のフロアと
なりますでしょうか。質問(3)と併せて、履行場
所の詳細をご教示下さい。

(6)
窓口数について 設置可能な窓口は最大5窓でしょうか。5窓以上の

窓口設置も可能でしょうか。

３　従事職員について
○雇用期間を定めない労働契約をする職員をいいます。

○現在は窓口は分かれていますが、委託後は同じ場所になります。

○現在のところ、最大５窓口を予定しています。

○全体のレイアウト図は現在検討中でお示しできません。
○受託者エリアについては、区役所東棟２階課税課執務室内（現在の税
証明発行カウンター付近）の約２５㎡（6.6m×3.8m）を予定していま
す。

○同一の執務スペース内で行います。

○兼務も可能ですが、業務の性格上、専任が好ましいと考えています。

○雇用期間を定めない労働契約をする職員をいい、有期雇用の職員の配
置はできません。

○受託業務の履行が可能であれば制約はありません。

４　執務スペースについて
○現状を変更し、現在の税証明発行カウンター付近１箇所で業務を行い
ます。
○執務スペースは約２５㎡、机（1,800ｍｍ×700ｍｍ）４台、端末台数
等は当初委託仕様書（６－１）に記載のとおりです。

執務室スペース（約２５㎡）内で執務が可能であれば、追加配置は可能
です。

2／4



ＮＯ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

(1)
当初委託仕様書
４　委託業務

各業務で使用されている端末のシステム名をご教
示下さい。

(2)
当初委託仕様書p.4
貸与物品等について

管理用のPC、Wifiを持ち込むことは可能でしょう
か。

(3)

当初委託仕様書 5P
6-1

受託者の責において、従事場所に什器、端末機
（PC）、通信機器等を持ち込んで利用する事は可
能でしょうか。持ち込みに制限がございましたら
ご教示下さい。また、持ち込む際の注意事項がご
ざいましたら、併せてご教示下さい。

(4)
端末機について 最大7台の端末機は全て、軽自動車税関係、納税

証明書発行の両方の業務を処理することが出来る
と考えてよろしいでしょうか。

(1)
データ入力処理について 各4-1-1②・4-1-2③・4-1-3①・4-2-1①のデータ

入力においての、平均的な入力時間をお教えくだ
さい。

(2)
当初委託仕様書 1P
4-1-1

データ入力処理について、貴区職員様が操作され
た際の1件あたりの入力平均時間をご教示下さ
い。

(1) 14、経費負担について 郵送に掛かる費用は受託者の負担でしょうか。

(2)

各郵送受付分の処理につい
て（4-1-2、4-3-2、4-6-
2、4-7）

不備対応は無いという見込みでよろしいでしょう
か。
また、ある場合は具体的にどの様な工程になりま
すでしょうか。

(3)
当初委託仕様書 4P
4-7

本業務にて扱う郵送物は、貴区役所の複数部署宛
のものでしょうか。

(4)

当初委託仕様書 4P
4-7-1

③に記載の「開封を要しないもの」とは、⑤でお
示し頂いている「受託者が処理するもの」以外の
郵送物との理解で宜しいでしょうか。⑤にて処理
するもの以外に、受託者が開封するものがござい
ましたら、代表例をご教示下さい。

(5)

当初委託仕様書 4P
4-7-1

⑤でお示し頂いている「受託者が処理するもの」
について、発生数量の目安（全体の○○％等）
を、予測値、または過去の実績値等でご教示下さ
い。

７　郵便物について
○区が負担します。

５　貸与物品等について

○両業務に対応可能です。

○メインフレーム（ホストコンピュータ）により区独自に構築したシス
テムです。

○全て概ね１分以内です。

○個人情報の漏えい等につながるおそれがあるため、スタンドアローン
を想定していますが、やむを得ない場合は、利用手段・目的、必要性や
費用負担などを含めてあらかじめ区と協議してください。
○機器等の持ち込み制限などについては、仕様書「19　個人情報の保護
等」及び「個人情報に係る外部委託契約の特記仕様書」を参照してくだ
さい。

○4-7を除き不備対応があります。
○不備対応は、電話（文書）による問い合わせ、内容確認、不備書類等
の再提出等を行った後完結します。

○原則課税課宛の郵便物となります。

○「受託者が処理するもの」以外の郵送物となります。
○他自治体からの照会文書、住民税特別徴収に係る文書などになりま
す。

○プロポーザル実施要領に添付しています「事業規模参考資料」の＜取
り扱い件数＞のうち、住民税証明書関係は、「１住民税証明書郵送」の
件数、軽自動車税関係は、２・４・５・６・７・９の件数のうち１割程
度です。

６　データ処理について
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ＮＯ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

(1)
当初委託仕様書 4P
5-2

業務日について、土曜開庁時の対応は不要でしょ
うか。

(2)
当初委託仕様書 9P
12-1

突発的な業務量の増加等があった場合、業務時間
を延長して処理する事は可能でしょうか。また、
その場合、延長可能な時間をご教示下さい。

(1)
実施要領p.5
7(1)評価基準について

各評価項目毎の配点をお教えください。

(2)

実施要領p.5
7(2)審査方法について

第2次審査のプレゼンテーション当日はプロジェ
クターの利用は可能でしょうか。その場合、プロ
ジェクターは区側でご用意いただけますでしょう
か。ご用意いただける場合、プロジェクターの接
続端子をお教えください。

(3)
提出資料様式について 各提出書類の様式をExcelデータで頂くことは可

能でしょうか。

(4)
当初委託仕様書 2P
4-1-4

貴区にて採用されている廃車勧奨通知書のフォー
マットをご教示下さい。（ハガキ、手紙等）

(5)
その他 本事業の外部委託に向け、外注による業務分析の

実施有無及び実施企業名をご教示下さい。

(6)
その他 本業務の契約書（案）をご教示下さい。

○ご連絡をいただければメールで送付させていただきます。

○「別紙」をご覧ください。

○外注による業務分析は実施していません。

○下記アドレスの「請負・委託（モニタリング有）」をご覧ください。
http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/readme/keiyakusho/100
8271.html

○土曜日の対応は現在予定していません。

○端末機の操作を伴わないものについては、原則制限はありません。
○端末機の操作を伴うものについては、原則事前届出制で概ね１９時３
０分まで可能です。

９　その他
○配点はお教えできません。選定事業者決定後に公表します。

○プロジェクター（EPSON　EB-1945Wを予定）及びスクリーン、パソコ
ンは区で用意しますので、ＵＳＢメモリーをご用意ください。
○詳細については、一次審査通過事業者に対し別途連絡をさせていただ
きます。

８　執務時間等について
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