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生活衛生システム構築及び保守業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 杉並区杉並保健所生活衛生課の①環境衛生関係業務②薬事関係業務③医療施

設関係業務④畜犬台帳管理業務の各業務の施設等台帳及び監視指導等の記録に

ついては、紙媒体及びスタンドアローンのＰＣで独自に開発したソフトウエア

で、データ管理してきました。これらの業務で使用しているソフトウエアの開

発及び運用保守は、現在限られた少数の職員が行っています。 

今後、新たな業務移管や職員の異動等の要因で保守が困難になる可能性があ

り、将来にわたって業務を安定的に継続・運営し、複数の職員による同時に操

作によって区民等からの問合せに対する迅速な対応を可能とするため、質の高

い事業者の提案する業務システムをプロポーザル方式（公募型）により導入す

ることとしました。 

 受託者候補者の選定にあたっては、①現行業務の円滑な継承②制度変更への

柔軟性③画面操作・帳票管理等の容易さ④セキュリティ対策などの提案内容に

重点を置き評価します。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

生活衛生システム構築及び保守業務 

（２）業務内容 

業務は以下のとおりです。なお、詳細は、参加申込及び守秘義務契約締結

後配布する「生活衛生システム構築及び保守業務委託提案依頼書」（以下、「提

案依頼書」。）を参照してください。 

① システムパッケージの選定及びシステムの構築 

② 現行システム等からのデータ移行 

③ 操作説明、研修の実施 

④ パッケージ保守（バージョンアップを含む） 

⑤ 障害対応 

⑥ 運用支援 

⑦ その他、システムの構築及び保守に必要な業務 

（３）履行期間 

① システム構築等業務 

   契約締結の翌日から平成 28年１月 31日まで 

② システム保守業務 

システム本稼働後５年間（60ヶ月） 
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（４）事業規模（概算額） 

事業規模 

① システム構築等業務 

30,000,000円（消費税込） 

② システム運用保守業務 

長期継続契約（60ヶ月） 

16,000,000円（消費税込） 

※ハードウエアの賃借は構築等業務履行確認後、リース事業者と別契約とな

りますが、リース料の概算は 10,000,000円（消費税込、60ヶ月）です。 

 

３ 参加資格 

（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。 

（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、21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、22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）に基づく更生手続き開始の申立て

又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立

てがなされていないこと。 

（５）法人の場合は、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、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。 

（６）提案業務又は類似する業務を引き続き２年以上営業していること。 

（７）杉並区競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（８）提案するシステムは、東京都内の自治体において導入実績のあるパッケ

ージで提案できること。 

（９）プライバシーマークまたは ISO/IEC27001認証を取得していること。 

（10）緊急時の保守作業に対し速やかな対応が必要なため、事業所（または営

業所）が東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県内にあること。 

 

４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおりです。 

内容 期間等 

実施要領等の公表 平成 27年５月 11日（月） 

『参加申込書』（様式１）及び『守秘

義務契約書』（様式２）提出期間 

平成 27年５月 11日（月）から 

平成 27年５月 15日（金）午後５時 
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『提案依頼書（ＲＦＰ）』の配布 

『参加申込書』及び『守秘義務契約書』

提出時（参加申込のあった事業者）に

配布します。 

『質問書』（様式３）の受付期間 
平成 27年５月 11日（月）から 

平成 27年５月 15日（金）午後５時 

質問の回答期限 平成 27年５月 22日（金） 

『企画提案書』（様式４）等提出期間 
平成 27年５月 25日（月）から 

平成 27年５月 29日（金）午後５時 

第一次審査結果通知（書類審査） 

※第一次審査を実施し、第二次審査の

対象とする参加事業者を選定します。 

平成 27年６月 15日（月）（予定） 

第二次審査※ヒアリング 

（システムデモンストレーション及

びプレゼンテーション） 

平成 27年７月２日（木）（予定） 

場所：杉並保健所地下講堂 

時間：別途連絡します。 

※提案者のシステムデモ、プレゼンテ

ーションに対する質疑等を行い、提案

内容を評価します。 

受託者候補者選定結果の通知 
受託者候補者選定の結果は、平成 27

年７月 10日（金）までに通知します。 

 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

   質問書（様式３）に質問内容を記載の上、「10 担当課（問合せ先）」ま

で E-mailにより提出してください。なお、質問書には回答を受ける担当窓

口の部署、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び E-mailアドレスを併記してく

ださい。 

（２）質問の受付期限 

   平成 27年５月 15日（金）午後５時まで 

（３）注意事項 

情報の機密を担保する必要性から、E-mail の本文には質問内容を記述せ 

ず、質問書（様式３）を利用してください。補足や説明資料として質問書以

外で資料の提出が必要な場合には、Microsoft Office 2007に含まれるアプ

リケーション（Word、Excel、Power Point）形式ファイルもしくはＰＤＦに

て提出してください。 

なお、質問書（様式３）及び付随する資料は全て暗号化を行ってくださ

い。 

質問は、対応する提案依頼書等の項番を記述し、必要に応じて具体例を示
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す等、区が的確に質問内容を把握できるように心掛けてください。 

また、質問は要求事項を提案者が実現するために必要な内容のみとします。

ただし、仮に提案者が必要と判断した質問であっても、区がセキュリティ上、

公開することが望ましくないと判断した場合は、質問に回答しない場合があ

ります。 

（４）回答方法 

質問に対する回答は、平成 27年５月 22日（金）までに杉並区公式ホーム

ページ上で公開します。（http://www.city.suginami.tokyo.jp/bid.proposal.list.asp）

回答に対する再質問は受け付けません。 

（５）質疑回答の取扱い 

質問への回答を以って、本実施要領をはじめ、提案依頼書等を追加又は訂

正するものとします。回答日に合わせて、補足説明等を行う場合があります。

問い合わせの有無にかかわらず、必ず区ホームページを確認してください。 

 

６ 参加申込書及び企画提案書等の提出 

（１）参加申込書の提出 

プロポーザルに参加を希望する事業者は、以下の提出物を担当課へ持参 

してください。 

① 参加申込書（様式１）          １部 

② 守秘義務契約書（様式２）      正副２部 

（２）企画提案書等の提出 

① 提出書類 

   提出書類は、提案依頼書配布時に示す「提出書類一覧」（様式８）のとお

りとします。 

   なお、様式がないものについては適宜作成してください。 

② 提出部数等 

ア）提出書類は、正本１部と副本９部をそれぞれ簡易製本（ファイル等で

綴じる）したもの、及び電子ファイル（Microsoft Office 2007の Word、

Excel、Power PointもしくはＰＤＦ）をＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格

納したもの１部を提出してください。 

イ）提案書については、「提案依頼書」に従い作成してください。なお、

提案書の正本、副本とも「企画提案書」を除き、提案者が特定できるよ

うな名称、ロゴマーク等は使用できません。 

（３）提出方法 

持参により提出してください。 

（４）提出先 

   「10 担当課（問合せ先）」に同じ。 
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（５）提出期限 

   平成 27年５月 29日（金）午後５時 必着 

※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱い

ます。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

杉並区生活衛生システム構築及び保守業務の受託者候補者選定会議（以下、

「選定会議」という）において、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーシ

ョン、ヒアリングの内容等を審査し、本業務に最も適していると認められる提

案者を受託者候補者として選定します。 

 ただし、選定会議で審査をした結果、一定の点数に満たない者及び区で設定

する上限金額を超える者については、契約の相手方の候補者とはしません。 

応募書類を一次審査し、二次審査参加者は、結果決定後に通知します。 

 

（１）評価基準 

  ①経営状況等に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

経営状況 ・経営状況は良好か、財務状況は健全か 

業務遂行力 
・業務の遂行体制は妥当か 

・研修に対する取り組みは妥当か 

賠償責任能力 ・賠償に対する責任能力はあるか 

業務実績 
・杉並区と同種のシステム化について、提案するパ

ッケージ等の導入実績が十分であるか 

社会的責任 
・個人情報保護をはじめとする公的認証取得の状況

は十分であるか 

 

 ②企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

業務の理解度 ・業務に関する区の現状と課題を把握しているか 

業務に対する取組

姿勢 

・業務に対する取り組み姿勢が適切で、意欲がある

か 

提案内容の妥当性 

・スケジュール管理等実施手順とその方法は妥当か 

・運用保守体制、障害発生時の対応、バックアップ

方法等は妥当か 

・システムの安定稼働に対する取り組みが適切か 

・区が提示するパッケージシステムに関する機能要
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件を十分満たしているか 

・提案内容が優れているか 

資料調整能力 ・企画提案書は分かりやすいか 

費用対効果 ・開発及び保守の経費は妥当か 

プレゼンテーショ

ン・ヒアリング 

・説明に説得力があるか 

・論理的か 

・質問の受け答えが的確か 

（経営状況等及び企画提案に対する評価を含む。） 

（２）審査方法 

  本システムの審査は二段階審査方式で実施します。 

  ① 第一次審査（書類審査） 

    提出された企画提案書等に基づき、選定会議で第一次審査を実施し、

第一次審査通過者を選定します。 

  ② 第二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング） 

第一次審査を通過した事業者に対し、選定会議で第二次審査を実施し、

提案説明（プレゼンテーション、ヒアリング）の内容及び質疑の回答内容

等について審査します。会場及びプロジェクター（ＶＧＡケーブルを含む）、

スクリーンは区で用意します。提案者は、その他の必要機材を準備してく

ださい。 

二次審査は、提案システムのプレゼンテーション（３０分）、質疑応答

（１５分）の合計４５分間（準備時間を含めて１時間）で行います。プレ

ゼンテーションは、提案依頼書の記載事項を考慮し、操作画面のレイアウ

ト及び操作性、特徴的な機能について実施してください。 

説明を行う対象は、選定会議の委員です。また、関係部署の職員が複数

名傍聴します。説明資料の配布は自由ですが、評価対象とはなりません。

説明を行う者は３名以内とします。その他の者は冒頭の挨拶等を含め説明

を行うことができません。 

③ 受託者候補者の選定 

   第一次審査、第二次審査の結果を総合的に評価し、評価の最も高かった

提案者を受託者候補者として選定します。 

（３）選定結果の通知 

①  第一次審査結果の通知 

第一次審査の結果は、平成 27 年６月 15 日（月）（予定）までに、第一

次審査参加者すべてに対して、文書にて通知します。 

また、第二次審査対象者に対して、第二次審査の実施方法について通知

します。 

② 受託者候補者選定結果通知 



7 

 

    第二次審査の結果は、平成 27年７月 10日（金）（予定）までに、第二

次審査参加者すべてに対して、文書にて通知します。 

   ※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求

めることができます。 

 

８ 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）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合。 

（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合。 

（５）個人情報の管理に明らかな問題がある場合。 

（６）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。 

 

９ 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）提案者が都合によりプロポーザルを途中で辞退する場合にあっては、参

加辞退届を提出してください。 

（３）提出書類は、日本語で記載してください。やむを得ず外国語で記載する

ものについては、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。 

（４）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。 

（５）提出された企画提案書等については返却しません。 

（６）企画提案書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）契約の締結にあっては、区指定の標準契約書を使用します。 

 

10 担当課（問合せ先） 

   杉並区杉並保健所生活衛生課保健衛生担当 波多野、沢登、江川、川島 

   所在地：〒167-0051 杉並区荻窪５－20－１（杉並保健所１階） 

   電 話：０３－３３９１－１９９１ 

   ＦＡＸ：０３－３３９１－１９２６ 

      E-mail：SEIKATUEISEI-K@city.suginami.lg.jp 

※電子メールでの問合せの件名は、「プロポーザル問合せ（会社名）」とし

てください。 



（様式１） 

杉並区生活衛生システム構築及び保守業務公募型プロポーザル参加申込書 

 

平成   年   月   日 

 

 杉並区杉並保健所長  宛 

 

所在地 

 

名 称 

 

代表者               印 

 

 

 杉並区生活衛生システム構築及び保守業務公募型プロポーザルについて、参加の申し込

みを行います。 

 なお、本件の参加によって得た情報の一切は秘密情報として扱い、第三者に開示しない

ことに同意します。 

 

担当者名 

 

連絡先電話番号 

 

メールアドレス 

（ご担当者との連絡に都合のよいメールアドレスを記入してください。） 

 

 

 

     杉並保健所生活衛生課受付印 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２） 

守 秘 義 務 契 約 書 

 

 杉並区（以下「甲」という。）と                   （以下「乙」

という。）は、生活衛生システム構築及び保守業務を行う業者の選定（以下「業者選定」

という。）において、甲が提供する情報の取り扱いについて、守秘義務契約を締結する。 

 

（本件情報） 

第１条  本守秘義務契約にいう本件情報とは、業者選定において、直接又は間接に知り

得たすべての情報をいう。 

 

（適正管理） 

第２条  乙は、本件情報を紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生しないように適切

に管理しなければならない。 

 

（目的外利用の禁止） 

第３条 乙は、本件情報を環境衛生監視・医療監視・薬事監視及び畜犬台帳管理業務シス

テム業務委託公募型プロポーザルに応募するためにのみ使用するものとし、他の

目的に利用してはならない。 

 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、本件情報をいかなる第三者にも提供してはならない。また、業者選定終了

後も同様とする。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第５条 乙は、甲が承諾する場合を除き、本件情報を複写又は複製してはならない。 

 

（本件情報の返還） 

第６条 乙は、本件情報に規定するすべての情報を、業者選定終了後、甲に直ちに返却し

なければならない。甲の承諾の上、複写及び複製した場合は、それを含めて返却し

なければならない。なお、帳票類の返却は、甲の指定した日に返却を行う。 

 

（報告義務） 

第７条  乙は、本守秘義務契約に反して本件情報が業務以外の目的に利用され、又は第

三者に開示、遺漏させたことが判明した場合には、直ちに甲に報告しなければな

らない。 



 

（損害の補償） 

第８条 乙の責めで帰すべき事由により、甲が損害を被った場合には、その賠償責任を負

う。 

 

（協議） 

第９条  甲及び乙は、本守秘義務契約書に定めのない事項又は本守秘義務契約書の解釈

に関して、何らかの疑義が生じたときは双方が誠意を持って協議し、解釈するも

のとする。 

 

（管轄裁判所） 

第１０条 甲及び乙は、本契約により生ずる紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判

所とする。 

 

以上、本守秘義務契約書の証として本書２通を作成し、甲乙が記名捺印のうえ各１通を

保有する。 

 

 

 

 

平成２７年  月  日 

 

 

   甲   杉並区杉並保健所長 

    名 

 

 

 

 

   乙 

  



（様式３） 

質 問 書 

 

平成   年   月   日 

 

杉並区杉並保健所長 宛 

 

所在地 

名称 

代表者 

担当者 

所属・役職 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

E-Mail 

 

杉並区生活衛生システム構築及び保守業務公募型プロポーザルについて、以下の質問を

します。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

  

※質問書は、平成２７年５月１５日（金）午後５時までに、電子メールで提出して下さい。 

※電子メールの件名は「プロポーザル質問書（名称）」とし、メール送信後、担当まで送信

の確認電話をお願いします。 

 

 

 

 

（様式４） 

担当：杉並区杉並保健所生活衛生課 

波多野、江川、沢登、川島 

所在地：杉並区荻窪５－２０－１（杉並保健所１階） 

電話：０３－３３９１－１９９１ 

E-Mail：SEIKATUEISEI-K@city.suginami.lg.jp 



（様式４） 

企 画 提 案 書 

 

 

平成２７年  月  日 

 

杉並区杉並保健所 宛 

 

 

杉並区が平成27年５月１１日に公募した「生活衛生システム構築及び保守業務委託」の

受託候補者選定のプロポーザルに参加するため、必要書類を添えて企画提案書を提出しま

す。 

なお、受託候補者に選定された場合は、「生活衛生システム構築及び保守業務委託」に係

る契約の締結に向けて、誠実に業務内容の詳細の協議を行うことを誓約します。 

 

所 在 地  

 

名 称 

 

代 表者名                 印 

 

 

 

 

 

 

 

本件業務の担当者及び連絡先 

担当者氏名 

所属・役職 

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

Ｅ－mail  

  


