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杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

本区ではこれまでも杉並区情報化基本指針や情報化アクションプラン等に基づき、行政のデジ

タル化を進めてきた。こうした背景に加え、今般の新型コロナウイルス感染症の流行により、人々

の生活様式は大きく変化し、遠隔型や非接触型の業務やサービスなど、行政のデジタル化の推進

が急務となっている。 

このような状況を踏まえ、本区では ICT技術を積極的に活用した事務の効率化や区民の利便性

の向上など、行政のデジタル化のより一層の推進を図っていく。 

 デジタル化の推進に当たっては、専門的知識や発想力を有し、最先端のデジタル技術に精通し

た事業者からのコンサルティングを活用するため、公募型プロポーザルにより、当該事業の受託

者候補者を選定する。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務名 

杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務 

（２） 業務内容 

① 申請業務等の現状把握・分析業務 

② 利便性が高く、機能的な電子申請の構築等に関する助言、提案業務 

③ ICT技術を活用した区民サービスの向上に資する業務に関する助言、提案業務 

④ デジタル技術を活用した区内部業務の効率化及び利便性の向上に関する助言、提案業務 

⑤ 国や他自治体等のデジタル技術を活用した取組の情報提供業務 

⑥ 杉並区のデジタル化推進に係る検討資料の作成 

⑦ 杉並区における行政のデジタル化に向けた有効な相談受付、助言、提案業務 

※詳細は、【別紙１】「杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務仕様書」

を参照。 

（３） 履行期間 

契約締結の翌日から令和３年３月 31日まで 

（４） 事業規模（上限額） 

5,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

３ 参加資格 

本プロポーザルの参加資格は、以下の要件を満たす者とします。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の 4の規定に該当していないこと。 
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（２） 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22年 3月 23日杉並第 65476号）

に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３） 杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年 1 月 17 日杉並第 53890 号）に定め

る除外措置要件に該当していないこと。 

（４） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく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）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（５） 国や地方公共団体等（独立行政法人等の公的機関を含む）において、行政のデジタル化推

進に関するコンサルティング業務に携わった実績を有すること。 

（６） 法人の場合は、法人税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税を、個人の

場合は所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶予を受けている場合はそ

の旨を証する書類（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）」などを提出

すること。 

４ 実施スケジュール 

本件実施スケジュールは以下のとおりです。 

内容 期日等 

実施要領の公表 令和２年９月３日（木） 

質問書の受付期間 令和２年９月３日（木）～令和２年９月10日（木）午後５時（必着） 

質問への回答 令和２年９月18日（金）（予定） 

参加申込書及び財務諸表

等の提出期限 
令和２年９月15日（火）午後５時（必着） 

企画提案書等の提出期限 

令和２年９月30日（水）午後５時（必着） 

※参加申込を行ったが、期限までに企画提案書等の提出がない場合

は辞退とみなします。 

第一次審査（書類審査） 令和２年10月９日（金）（予定） 

第一次審査結果通知 令和２年10月14日（水）までに通知（予定） 

第二次審査（プレゼンテー

ション・ヒアリング審査） 
令和２年10月16日（金）（予定） 

選定結果の通知 令和２年10月23日（金）までに通知（予定） 

５ 参加申込 

プロポーザルに参加するためには、次の書類を期日までに提出してください。 

なお、申請書類様式の電子データを希望する場合は「１１ 担当課」に電子メールにてご連絡 

ください。件名は「デジタル化推進プロポーザル：様式希望」としてください。 
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（１）事業者に係る書類 

項目 内容 

提出書類 別紙２「提出書類一覧 №１」のとおり 

提出方法 「１１ 担当課」に郵送または持参により提出してください。 

受付期限 
令和２年９月 15日（火）午後５時（必着） 

※未着又は遅延等の場合は、理由の如何に関わらず、受け付けません。 

（２）経営状況に係る書類 

項目 内容 

提出書類 別紙２「提出書類一覧 №２」のとおり 

提出方法 「１１ 担当課」に郵送または持参により提出してください。 

受付期限 
令和２年９月 15日（火）午後５時（必着） 

※ 未着又は遅延等の場合は、理由の如何を問わず失格となります。 

６ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

項目 内容 

受付方法 

質問書（様式第２号）に記載の上、「１１ 担当課」に電子メールで提出し

てください。件名は「デジタル化推進プロポーザル：質問（事業者名）」と

してください。※質問票は暗号化して送信してください。 

受付期間 令和２年９月３日（木）～令和２年９月 10日（木）午後５時まで 

回答方法 
令和２年９月 18日（金）以降に、区公式ホームページ上で公開します。 

（https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

留意点 
① 回答は、本実施要領の追加等とみなします。 

② 回答に対する再質問は受け付けません。 

７ 企画提案書等の提出  

企画提案内容に係る書類及びその他の書類 

項目 内容 

提出書類 別紙２「提出書類一覧 №３・№４」のとおり 

提出方法 「１１ 担当課」に郵送または持参により提出してください。 

受付期限 
令和２年９月 30日（水）午後５時（必着） 

※ 未着又は遅延等の場合は、理由の如何を問わず失格となります。 

留意点 上記５(１)の参加申込をせずに企画提案書を出すことはできません。 
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８ 受託者候補者の選定手順  

杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務受託者候補者選定会議（以下「 選

定会議 」という。）において、第一次審査（書類審査）及び第二次審査（プレゼンテーション・

ヒアリング審査）の二段階審査方式で評価を行い、一定の評価基準を満たし、かつ本業務に最も適

していると認められる参加事業者を受託者候補者として選定します。 

（１） 審査方法 

① 第一次審査（書類審査）  

提出された企画提案書等に対し、第一次審査を実施し、第一次審査通過者（第一次審査配

点合計の６割以上を取得した事業者のうち上位３事業者程度を想定）を選定します。 

② 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

第一次審査通過者に対し、第二次審査を実施し、第二次審査の配点合計の６割以上を取得

した事業者のうち第一次審査の点数と第二次審査の点数を合算して、最も得点の高い事業者

を受託者候補者として選定します。 

第二次審査の概要は次のとおりです。 

項目 内容 

実施日 令和２年10月16日（金）午後（予定） 

審査会場 杉並区役所内会議室 

時間 30分（プレゼンテーション15分、質疑応答15分）程度 

留意点 

①企画提案書に記載されていない内容や企画提案書とのかい離がある内容

は評価の対象としません。 

②二次審査には、受託後に実際に本区の業務を担当する予定の者も出席す

ること。 

 

（２） 評価基準 

 評価項目 主な評価の視点 

１ 経営状況等 ・経営状況が安定しているか。 

２ 実施体制 ・業務を遂行するための責任者等の体制、連絡体制は適切か。 

３ 情報セキュリティ ・適正なセキュリティ対策を行う体制等があるか。 

４ 遂行能力 ・業務遂行に十分な知見、専門知識を有しているか。 

・他自治体等でのコンサルティング業務の受託実績が充分である

か。 

５ 実現性 ・本業務の趣旨を理解し、適切な提案ができるか。 

・提案は実現可能かつ効果的な内容となっているか。 

・企画提案書は分かりやすく、説得力があるか。 

６ 
プレゼンテーション 

及びヒアリング 

・分かりやすく、適切な説明か。 

・質問に対する回答が的確か。 
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（３） 選定結果の通知  

① 第一次審査結果の通知  

令和２年 10月 14日（水）を目途に通知します。併せて第一次審査通過者には、第二次審

査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施方法の詳細を通知します。  

② 受託者候補者選定結果通知  

令和２年 10月 23日（金）を目途に、第二次審査の参加事業者に通知します。  

※非選定の通知を受けた第二次審査対象の参加事業者は、非選定理由についての説明を求め

ることができます。 

９ 参加事業者の失格  

次のいずれかに該当する場合は失格とします。  

（１） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２） 参加資格を満たさなくなった場合 

（３） 審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

特に選定会議設置から区が意思決定するまでの間、参加事業者（参加事業者の関係者を含

む。）が、選定委員及び本プロポーザルに関する区職員と故意に接触（書類の提出や要領

に定められた質問などの正当な行為を除く。）することを禁じます。 

（４） 参加申込及び企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

（５） 指定する日時までに第二次審査会場へ到着しなかった場合 

（６） 事業規模の上限を超えた提案であった場合 

（７） 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

１０ その他留意事項  

（１）  本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。  

（２） 提出書類及び契約関係書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載する場

合は、その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円とします。  

（３） 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は、区から修正又は変更の連絡があった事項以

外、一切認めません。  

（４） 提出された企画提案書等については返却しません。  

（５） 企画提案書等に不備がある場合には、企画提案書等の評価を行わないことがあります。 

（６） 参加申込資料及び企画提案書等について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条

例に基づき、提出書類等を公開することがあります。 

（７） 区と受託者候補者と委託内容を協議の上、契約を締結します。また、契約書については、

区指定の標準契約書を使用します。  

（８） 評価した性能等（提案内容）については、すべて契約書（仕様書）にその内容を反映し、

その履行を確保してください。 
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１１ 担当課（提出先） 

杉並区 政策経営部 情報政策課 計画推進係 半田 

所在地：〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1（杉並区役所東棟７階） 

電 話：03-3312-2111（代表）（内線）1742 

電子メールアドレス：josei-k@city.suginami.lg.jp 
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【別紙１】 

 

杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務仕様書 
 

 

１ 取組の目的 

本区ではこれまでも杉並区情報化基本指針や情報化アクションプランに基づき、行

政のデジタル化を随時進めてきた。こうした背景に加え、今般の新型コロナウイルス

感染症の流行により、人々の生活様式は大きく変化し、遠隔型や非接触型の業務やサ

ービスなど、行政のデジタル化の推進が急務となっている。 

このような状況を踏まえ、本区では ICT技術を積極的に活用した事務の効率化や区

民の利便性の向上など、行政のデジタル化のより一層の推進を図っていく。 

 

２ 履行期間 

契約締結の翌日から令和３年３月 31日まで 

 

３ 支払方法 

履行確認後、適正な請求により一括で支払う。 

 

４ 業務内容 

（１）本区のデジタル化推進にあたり、下記（Ⅰ）～（Ⅲ）の業務について、それぞれ 

①～③の作業を行う。 

（Ⅰ）利便性が高く、機能的な電子申請の構築等に関する助言、提案業務 

（Ⅱ）ICT技術を活用した区民サービスの向上に資する業務に関する助言、提案 

業務 

（Ⅲ）デジタル技術を活用した区内部業務の効率化及び利便性の向上に関する 

助言、提案業務 

 

【作業①】申請業務等の現状把握・分析 

本区の各部局の申請業務等の手続（申請書様式・本人確認・添付書類・押印

の有無・支払方法・年間件数・職員の業務量）等について調査を実施し、現

状の把握及び分析を行う。 

【作業②】導入効果等の試算 

【作業①】で現状把握及び分析を行った結果を踏まえ、区民サービスの向

上・行政の効率化・感染症拡大防止等の観点からデジタル技術等を導入した

場合の効果・費用等を試算する。 

【作業③】導入計画案の作成 

【作業①】及び【作業②】で試算した導入効果等を踏まえた具体的な導入計

画案をそれぞれ作成し、区に提出する。 

導入計画書にはロードマップ（短期・中期・長期）の段階的な工程も記載す

ること。 

 

（２）国や他自治体等のデジタル技術を活用した取組の情報提供業務 

     国や他自治体・企業等の実施しているデジタル技術を活用した区民サービスの

向上や、内部業務の効率化等に関する取組状況を取りまとめ、区に情報を提供す

る。 
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【別紙１】 

 

（３）杉並区のデジタル化推進に係る検討資料の作成 

    区がデジタル化の推進を検討するにあたり必要となる資料を区の指示する都度

作成する。 

 

（４）杉並区における行政のデジタル化に向けた有効な相談受付・助言、提案業務 

     上記により助言、提案を行った事業以外にも、各部局からデジタル化に関する

相談があった場合にはこれを受け付け、有効な助言・提案を行う。 

 

５ 成果物 

成果物として次のものを提出すること。電子データで納品すること。なお、提出時

期については、区と協議する。 

また、本業務において作成した各種成果物の著作権は区に帰属するものとする。 

① 導入計画案 

「４ 業務内容（１）」の業務（Ⅰ）～（Ⅲ）の各導入計画案 

② 国・他自治体等の取組調査結果報告書 

「４ 業務内容（２）」で収集した国等の取組調査結果に係る報告書 

③ 検討資料 

「４ 業務内容（３）」で区から指定された業務に関する提案、導入費用・効果 

等の検討資料 

④ その他（アンケート・ヒアリング調査結果・議事録）など 

 

６ 機密保護・個人情報保護・セキュリティ 

（１）受託者は本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間の

終了又は解除後も同様とする。 

（２）受託者は、本業務の成果品（業務の過程で得られた記録等を含む。）を本区の許可

なく第三者に閲覧・複写・貸与又は譲渡してはならない。 

（３）受託者は、本業務の履行のために本区が提供した資料・データ等については、本業

務以外の目的で使用してはならない。 

（４）受託者は、個人情報等の取り扱いについては、個人情報等の保護の重要性を十分に

認識し、業務の如何に関わらず個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な

措置を講ずるものとする。 

 

７ 費用負担に関する事項 

受託者が負担する経費は以下のとおりとする。 

① 受託者の人件費、出張旅費、諸手当等 

② 各種会議等で使用する印刷物作成費、成果物の納品に係る媒体等消耗品費等 

③ 区との連絡調整に必要となる電話、郵便物等の通信運搬費（受託者から区に向け 

発信、発送したもの） 

 

８ その他 

   本仕様に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、本区と受託者が協議の

うえ定めるものとする。 



【別紙２】 
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提出書類一覧 

 

№ 提出書類 提出期限 
提出部数 

正本 副本 

１ ＜事業者に係る書類＞ 

①参加申込書（様式第１号） 

②会社概要（様式第３号） 

③法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

④直近１期分の法人事業税及び地方法人特別税の 

納税証明書（発行機関：都道府県） 

⑤直近１期分の「法人税」又は「申告所得税」 

納税証明書その１（発行機関：税務署） 

⑥直近１期分の消費税及び地方消費税 

納税証明書その１ 

※③～⑥は提出日の３ヵ月以内に発行されたもの 

令和２年９月 15日（火） 

午後５時必着 

１部 １部 

２ ＜経営状況に係る書類＞ 

①直近３期分の財務諸表（※１） 

②直近３期分の勘定科目内訳明細書（※２） 

③直近３期分の事業報告書（※３） 

（※１）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、キャッシュフロー計算書）の全ての作成

を義務付けられていない場合は、収支決算書、事業計画

書、事業報告書、附属明細書等代わりになるものを提出

してください。 

（※２）②が提出できない場合は、直近３期分の附属明

細書を提出してください。 

（※３）③は事業報告書から「会社（企業集団）の現況

に関する事項」を抜粋して提出してください。 

令和２年９月 15日（火） 

午後５時必着 

１部 １部 

３ ＜企画提案内容に係る書類＞ 

①企画提案書の表紙（様式ア） 

※副本の表紙には提出日のみ記載すること。 

※正本の表紙以外に事業者が特定できるような名称・ 

ロゴマーク等は使用しないこと。 

②目次（任意様式） 

③事業実績一覧（様式イ） 

④提案書（任意様式） 

※作成の際には「企画提案書作成方法（別紙３）」を参照

すること。 

令和２年９月 30日（水） 

午後５時必着 

１部 ７部 



【別紙２】 
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４ ＜その他の書類＞ 

①見積書（任意様式） 

※代表者印を押印のうえ、人件費等の積算内訳を記載す

ること。 

件名は「杉並区における行政のデジタル化推進コンサル

ティング業務」、宛名は「杉並区政策経営部情報政策課

長」としてください。 

令和２年 9月 30日（水） 

午後５時必着 

１部 ― 

※正本、副本はそれぞれリングファイルに綴じて提出してください。 

※書類番号のインデックスをつけてください。 



【別紙３】 
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企画提案書作成方法 

 

 次に示す項目について、企画提案書を作成してください。なお、企画提案書には該当する

項目番号を必ず記載してください。  

 

（留意事項） 

① 仕様書の事項に対し、貴社の提案等を具体的かつ詳細に記載すること。 

 ② 参考文献から引用する場合は、著作権法に基づき、引用範囲と引用元を明示すること。 

 ③ 表紙は「様式ア」を使用し、副本の表紙「様式ア」には提出日のみ記載すること。 

④ 正本の表紙以外に事業者が特定できるような名称・ロゴマーク等は使用しないこと。 

⑤ 30ページ以内とし、ページ番号を付与すること。 

⑥ 用紙サイズは原則Ａ４判とし、両面印刷とすること。ただし大きな図面等で本様式に 

よることが困難な場合はこの限りではない。 

⑦ 提案書等について、提出後の訂正等はできないため、注意すること。 

 

項目 記載内容・記載上の留意事項 

１ 基礎事項 

 １－１ 実施体制 以下の①・②について記載する。 

①本業務における貴社の体制図、国や他自治体等

でのコンサルティング業務受託実績など 

②本区の担当者となる者の保有資格・コンサルテ

ィング業務従事実績など 

 １－２ 連絡体制 区からの問い合わせ等に対する連絡窓口、連絡方

法、受付時間、対応時間等のコミュニケーションル

ールについて記載する。 

 １－３ 情報セキュリティ

への対応  

情報漏えいの防止、守秘義務、個人情報の保護な

ど、情報セキュリティ体制について記載する。 

２ 都市部に位置する基礎自治体における機能的な電子申請の構築等について 

 ２－１ 課題 都市部に位置する基礎自治体における電子申請に

ついて、デジタル化の観点から見た現在の課題を

記載する。 

 ２－２ 提案内容 ２－１で記載した課題を解決できる具体的な提案

内容を記載する。 

※区が実施する作業についても記載すること。 

※国や地方公共団体の最近の動向や方針を踏まえ

た提案をすること。 

 ２－３ 効果 提案内容を実施した場合の効果を記載する。 

 ２－４ 期間 実施に必要と想定される期間を記載する。 

 ２－５ 費用 提案内容を実施した場合の概算費用を記載する。 
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３ ICT技術を活用した区民サービスの向上について 

 ３－１ 課題 都市部に位置する基礎自治体における区民サービ

スについて、デジタル化の観点から見た現在の課

題を記載する。 

 ３－２ 提案内容 ３－１で記載した課題を解決できる具体的な提案

内容を記載する。 

※対象となる区民の年齢層や性別が分かるように

記載すること。 

※区が実施する作業についても記載すること。 

※国や地方公共団体の最近の動向や方針を踏まえ

た提案をすること。 

 ３－３ 効果 提案内容を実施した場合の効果を記載する。 

 ３－４ 期間 実施に必要と想定される期間を記載する。 

 ３－５ 費用 提案内容を実施した場合の概算費用を記載する。 

４ デジタル技術を活用した区内部業務の効率化及び利便性の向上について 

 ４－１ 課題 都市部に位置する基礎自治体における内部業務に

ついて、デジタル化の観点から見た現在の課題を

記載する。 

 ４－２ 提案内容 ４－１で記載した課題を解決できる具体的な提案

内容を記載する。 

※区が実施する作業についても記載すること。 

※国や地方公共団体の最近の動向や方針を踏まえ

た提案をすること。 

 ４－３ 効果 提案内容を実施した場合の効果を記載する。 

 ４－４ 期間 実施に必要と想定される期間を記載する。 

 ４－５ 費用 提案内容を実施した場合の概算費用を記載する。 

５ 現状把握・分析について 

 ５－１ 調査実施方法 上記２・３・４の提案をするための基礎情報となる

区の現状把握・分析に関する調査実施方法につい

て記載する。 

 ５－２ 実施スケジュール ５－１で記載した調査を実施した場合のスケジュ

ールや分析に要する期間について記載する。 

 



（様式第１号） 

 

杉並区政策経営部情報・行革担当部長 宛 

 

 

参加申込書 
 

 

杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務公募型プロポーザルについて、

参加の申込をします。なお、受託者候補者に選定された場合は、当該業務に係る契約の締結に

向けて、信義に従って誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓約します。 

 

 

令和２年  月  日 

 

所在地  

 

名 称  

 

代表者職・氏名        印 

 

 

 

参加申込者

記載欄 

担当者所属・役職  

担当者氏名  

連絡先電話番号  

メールアドレス  

情報政策課 

使用欄 
受付者印  受付№  

 



（様式第２号） 

 

質 問 書 
 

令和２年  月  日  

杉並区政策経営部情報・行革担当部長  宛 

 

所 在 地  

名 称  

代表者職・氏名  

担当者氏名  

所属・役職  

電話番号  

 

杉並区における行政のデジタル化推進コンサルティング業務公募型プロポーザルについて、

以下の項目を質問します。 

ページ・項目・資料名称 質問内容 

  

  

  

  

  

  

  

※質問書は、令和２年９月10日（木）午後５時までに、電子メールで提出してください。 

※行が不足する場合は適宜追加して記載してください。 

※電子メールの件名は「デジタル化推進プロポーザル：質問書（事業者名）」としてくだ

さい。  

 
提出先：杉並区 政策経営部 情報政策課 計画推進係 

（杉並区役所東棟 7階）担当：半田 

所在地：杉並区阿佐谷南 1-15-1 

電話：03-3312-2111（代表）（内線）1742 

E-mail：josei-k@city.suginami.lg.jp 



（様式第３号） 

会 社 概 要 

令和２年   月   日現在 

法人等名 
（フリガナ） 

本社所在地 
〒 

代表者氏名 
 

設立年月日 
 

資本金 
 

従業員数 
 

担当事業所 

名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

E-mail 
 

主な事業内容等 

 

特記事項  

 

※必要に応じて、会社案内（パンフレット等）を添付してください。 
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杉並区における行政のデジタル化推進 

コンサルティング業務に係る企画提案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

提案事業者                  

 

代 表 者                  

 

所 在 地                  

 

提出年月日  令和  年  月  日     

 

 

 

 

 



№ 省庁・地方公共団体等の名称 契約期間 コンサルティング概要

1

2

3

4

5

国・他自治体等でのコンサルティング業務の受託実績を記載してください。
※提案書提出時において、契約締結済みの案件を記載すること。
※行が不足する場合は適宜追加してください。

事業実績一覧

【様式イ】
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