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杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目 的 

杉並区（以下「区」という。）では、電子収納サービス拡充による支払い方法の利

便性向上を図るため、令和３年１月から特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動

車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料について、マルチペ

イメントネットワーク（以下「ＭＰＮ」という。）を活用した、電子収納サービス

を導入実施します。 

 ＭＰＮを活用した電子収納サービスを実施するにあたり、ＭＰＮ共同利用センタ

ーの導入業務を委託します。 

 受託者候補者の選定は、共同利用センターの導入が適切かつ円滑に行われるよう、

導入実績、共同利用センターのサービス及び業務事務との適合状況等を重視し、質

の高い事業者をプロポーザル方式（公募型）により行うこととします。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務内容 

   区は受託者の運営する共同利用センターを利用して、ＭＰＮに関わる収納サ

ービスの実現、並びにＭＰＮに関わる収納、コンビニエンスストア収納（以下

「コンビニ収納」という。）、モバイルレジ収納及びクレジットカード収納の納

付情報や収納情報の一元管理を実現するため、以下の業務を委託します。 

   なお、詳細は別添の「提案条件説明書」に記載のとおりです。 

 

  ① 〔令和元年度〕共同利用センター導入支援業務委託 

     共同利用センターの仕様確認、各種手続に関する支援、 

検討事項への助言 

 

  ② 〔令和２年度〕共同利用センター導入業務委託 

共同利用センターの仕様確認、各種手続に関する支援、 

共同利用センター設定作業、各種試験対応、検討事項への助言 

 

 （２）履行期間 

 ① 〔令和元年度〕共同利用センター導入支援業務委託 

契約締結の翌日から令和２年３月３１日まで 

 

② 〔令和２年度〕共同利用センター導入業務委託 

       契約締結の翌日から令和３年３月３１日まで 
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       ※共同利用センターは令和３年１月から稼働させるものとします。 

       ※詳細スケジュールは、受託者と別途協議の上決定します。 

 

（３）委託経費 

① 〔令和元年度〕共同利用センター導入支援業務委託 

概算価格 ７４８，０００円（税込み） 

 

② 〔令和２年度〕共同利用センター導入業務委託 

概算価格 ５，２００，０００円（税込み） 

 

注１.①令和元年度の共同利用センター導入支援業務委託は、記載の金額を上 

限とします。 

注２.②令和２年度の共同利用センター導入業務委託は、予算が確定していない

ため、経費については、本プロポーザルの評価における参考値とします。

したがって、契約金額として確約するものではありません。 

 

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ものとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 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）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）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（６）提案業務について引き続き２年以上の業務実績を有していること。 

（７）日本マルチペイメントネットワーク運営機構（以下「運営機構」という。）が

定める収納機関向け共同利用センターとしての登録が済んでおり、令和２年度

に区と受託者の接続試験等の実施が可能であること。 

※提案書提出時に共同利用センターとして登録されたことを証する書類（運営

機構が発行した登録通知書）の写しを添付すること。 

（８）ＭＰＮ、コンビニ収納代行事業者及びクレジットカード収納代行事業者から

の収納情報を、共通のインターフェースで提供する運用実績を２年以上有し

ていること。 
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（９）区と共同利用センターとの接続回線はＬＧＷＡＮによること。 

（10）情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001）及びプライバシー

マーク（JIS Q 15001）について、第三者機関の評価による認定、認証を受け

ていること。 

 

４ 実施手順 

実施要領等の公表から受託者候補者選定結果の通知までの実施手順（概要）は、

以下のとおりです。 

  内容 期日等 

実施要領等の公表 令和元年６月２７日（木） 

参加申込書兼秘密保持誓約書（様式第１号）

の提出期限 
令和元年７月５日（金）午後５時（必着） 

質問書（様式第２号）の受付期限 令和元年７月１０日（水）午後５時（必着） 

質問への回答 令和元年７月１９日（金）（予定） 

参加辞退届（様式第４号）提出期限 令和元年７月２６日（金）午後５時（必着） 

企画提案書（様式第３号）等の提出期間 
令和元年７月２９日（月）から 

令和元年８月 ２日（金）午後５時まで（必着） 

第一次審査（書類審査） 令和元年８月１５日（木）(予定) 

第一次審査（書類審査）結果通知の送付 
令和元年８月１９日（月）(予定)  

※第一次審査の参加事業者全てに結果を通知 

第二次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 
令和元年９月２日（月）(予定) 

受託者候補者選定結果の通知 
令和元年９月４日（水）(予定)  

※第二次審査の参加事業者全てに結果を通知 

 ※本要領各様式の Word、Excelデータの取得を希望する場合は、１１担当課（問い合わせ先）ま

で連絡してください。 

 

５ 参加申込 

  （１）提出書類 

     参加申込書兼秘密保持誓約書（様式第１号） …１部 

  （２）提出先 

     「１１担当課（問い合わせ先）」のとおり 

  （３）受付期限 

     令和元年７月５日（金）午後５時まで（必着） 
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６ 質問の受付及び回答 

  本プロポーザルに関する質問がある場合は、次の手順により必ず書面で提出してく 

ださい。 

  （１）提出書類 

     質問書（様式第２号） 

  （２）提出方法 

     「１１担当課（問い合わせ先）」のメールアドレス宛てに、電子メールで提出 

してください。 

※電子メール送信後、担当まで送信の確認電話をお願いします。 

     ※電話による質問の受付はできません。 

  （３）受付期限 

     令和元年７月１０日（水）午後５時まで 

  （４）回答方法 

     質問に対する回答は、令和元年７月１９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） 

なお、回答に対する再質問は受付けません。 

  （５）注意事項 

① 情報の機密を担保する必要性から、メールの本文には質問内容を記述せ 

ず、質問書（様式第２号）を利用してください。 

② 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に含まれるアプリケーションもしくは PDFにて提出して

ください。なお、質問書及び付随する資料は、全て暗号化してください。 

③ 質問は、具体例を示すなど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、質問は要求事項を参加事業者が実現するために必要な

内容のみとしてください。 

④ 仮に参加事業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な

どにより、公開することが望ましくないと判断した際は、質問に回答しな

い場合があります。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案書の内容 

別添「企画提案書等作成要領」に従い、作成してください。 

（２）提出方法 

    「１１担当課（問い合わせ先）」に事前連絡の上、持参により提出してくだ

さい。 

  （３）受付期限 

     令和元年８月２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。 
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８ 選定方法 

杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入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、企画提案書等の提出書類及びプレゼ

ンテーションの内容等を審査し、参加事業者の中から最も高い評価を得た事業者を

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については、受託

者候補者とはしないものとします。 

   区は、評価にあたって、提出書類等についてあらかじめ評価項目ごとの配点と算

定方法を定め、選定会議において採点を行います。なお、配点や算定方法について

は公開しません。 

 

（１）審査方法  

本プロポーザルは、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、基本的な仕様を満たしていることを確認

するとともに、評価項目により、第一次審査通過者を選定（３事業者程度）し

ます。 

第一次審査の結果は、令和元年８月１９日（月）を目途に、全ての第一次審

査対象の参加事業者に対し、参加申込書兼秘密保持誓約書（様式第１号）（以

下「参加申込書」という。）に記載された担当者宛てに電子メールで通知しま

す。また、第一次審査通過者の事業者に対して、第二次審査（プレゼンテーシ

ョン及びヒアリング審査）の実施方法について通知します。 

 

② 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

第一次審査通過者について、提案説明（プレゼンテーション）の内容及び質

疑の回答内容等について審査し、受託者候補者を選定します。 

なお、プレゼンテーションを実施する際に、企画提案書のポイントを簡潔に

まとめた資料を別途使用することは構いません。ただし、企画提案書に書かれ

ていない内容を新たに盛り込むなど、元の提案書との乖離がある場合は評価の

対象としません。 

第二次審査の概要は次のとおりです。 

項目 内 容 

実 施 日 
令和元年９月２日（月）（予定） 

区が指定する時間に参加できない場合は失格とします。 

会 場 杉並区役所 

時 間 ４０分（説明２０分、質疑応答２０分）程度 

説 明 者 
説明は本件のプロジェクトマネージャーが担当してください。なお、価 

格に関する説明は、プロジェクトマネージャー以外の担当でも可としま 
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項目 内 容 

す。 

審査会場への入室は、全体で５名以内とします。 

実施内容  

説明は次の事項がわかるように順を追って説明してください。 

① 提案のポイント、共同利用センターの特長 

② 共同利用センターにおける情報セキュリティ対策 

③ プロジェクト管理の方針、体制、区との役割分担 

④ スケジュール 

⑤ 運用・保守業務の実施内容 

使用機器等 プロジェクター、スクリーンは区が用意します。 

 

  （２）評価基準 

① 経営状況等に関する評価基準 

評価項目 評価の視点 

経営状況 

  経営状況は良好か。財務状況は健全か。 

個人情報保護対策 

 

 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）及びプライバシーマーク（JIS 

Q 15001）に関する公的認証や資格を取得し、当該認証、資格を活用した対策や取組を

行っているか。 

業務実績 

 
 特別区又は市（当該業務の契約締結の際に人口 20 万人以上であったものに限る。）に

おける導入実績は十分あるか。 

 

② 企画提案に関する評価基準 

評価項目 評価の視点 

業務の理解度 

 
 区の考え方を十分理解した実施方針や方向性が示されているか。 

 本件を成功させるためのポイントと対策が適切かつ端的に提案されているか。 

機能要件 

 

 区が要求する各種機能を満たしているか。 

 ペイジー以外のチャネルからの収納データについて、区が求めるサービスが提案されて

いるか。 

 データセンターの立地要件、建物要件及び設備要件等を満たしているか。 

 区が要求する各種要件に対して、安定性、安全性、業務継続性及び経済性等の観点から

区に有用と考える内容が提案されているか。 

※機能要件は、要求仕様への対応状況と提案内容を総合的に評価する。 
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評価項目 評価の視点 

非機能要件 

 

＜業務の履行確保＞ 

・導入支援業務委託及び導入業務委託における事業者の体制、事業者と区との役割分担、

スケジュールは、区の有益かつ履行可能なものが提案されているか。 

＜安定性＞ 

 区の利用状況に合わせて、サーバーやストレージ等のリソース追加が容易に可能であ

ることが提案されているか。 

＜セキュリティ＞ 

 システムの脆弱性、不正利用、セキュリティ事故、ウィルス対策等、システムの安全

性が確認できる情報セキュリティ対策が提案されているか。 

 ネットワークからシステムへの不正侵入の防止について、高度なセキュリティ対策、

原因究明の手段、適切な権限管理、ネットワーク機器の通信制御等に関する提案がさ

れているか。 

 コンピュータウィルス感染等、セキュリティ障害が発生した場合に、その被害内容、

侵入経路、侵害の経過などの情報を収集し、原因の追究を迅速に行えるようになって

いるか。 

 内部関係者等による情報窃取や改ざん等、個人情報の安全性が確認できる対策が提案

されているか。 

 区がセキュリティ診断や共同利用センターへの立ち入りを含めた監査業務を行う場

合、協力することが提案されているか。 

＜運用・保守体制＞ 

 導入後の運用体制において、日中及び夜間の対応等が円滑に行われる提案がされてい

るか。 

 バックアップを行い、障害発生時に迅速な応急・復旧等の対応が提案されているか。 

＜その他＞ 

 共同利用センターと区システムの連携に必要なマニュアルやドキュメントを整備する

ことを提案しているか。 

費用対効果 

 

 イニシャルコストは、提案内容を網羅した費用で積算されているか。また、提案内容と

比較して妥当な金額となっているか。 

 ランニングコストは、提案内容を網羅した費用で積算されているか。また、提案内容と

比較して妥当な金額となっているか。 

 見積書の項目が詳細に記載されており、作業内容と経費の比較が容易な記載となってい

るか。 
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評価項目 評価の視点 

プレゼンテーション 

 

＜共同利用センターの特長＞ 

 共同利用センターの施設や設備、提供する共同利用センターの優位性や他社との違い等

の特長が説明されているか。 

＜データセンターにおける情報セキュリティ対策＞ 

 情報セキュリティ事件・事故の防止や発生時の人的、物的、技術的対策が適切に講じら

れているか。また、適切に運用管理されているか。 

 情報セキュリティ事件・事故が発生した場合の体制や対応策が具体的に提案されている

か。 

＜プロジェクト管理の方針、体制、区との役割分担＞ 

 プロジェクト管理の方針や手法について説明を行っているか。 

 区の負担軽減に資する工夫や、事業者と区との役割分担について説明を行っているか。 

 企画提案書の内容と整合した説明を行っているか。 

＜運用・保守体制＞ 

 通常時、障害時及び日中、夜間の対応等が円滑に行われる提案がされているか。 

 区の負担軽減に資する工夫や、事業者と区との役割分担について説明を行っているか。 

 企画提案書の内容と整合した説明を行っているか。 

 

（３）受託者候補者選定結果通知  
令和元年９月４日（水）を目途に、全ての第二次審査対象の参加事業者に対

し、参加申込書に記載された担当者宛てに電子メールにより通知します。  

※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） 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） 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 
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10 その他留意事項 

（１） 本件プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２） 参加事業者が都合により本件プロポーザルを途中で辞退する場合は、参加辞

退届（様式等４号）を提出してください。 

（３） 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。 

（４） 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。 

（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。また、補足資料の提出を求める場合があります。 

（７） 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。 

（８） 契約の締結にあたっては、区と受託者候補者とで、受託者候補者からの提案

内容の詳細について確認を行い、委託条件を協議の上、仕様書を作成し、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。  

（９） 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。 

（10）共同利用センター導入業務委託は、予算案が杉並区議会にて成立した場合に

契約を締結します。 

 

11 担当課（問い合わせ先） 

  杉並区会計管理室会計課出納係 岩崎・古川 

所在地：杉並区阿佐谷南 1-15-1（杉並区役所西棟 9階）  

電 話：03-3312-2111（代表） 内線 3922 

電子メールアドレス：kaikei-k@city.suginami.lg.jp  
※ 電子メールでの問い合わせの件名は、「共同利用センタープロポ：○○につ

いて（事業者名）」とします。 



（様式第１号） 

 

杉並区会計管理室長 宛 

 

 

参加申込書兼秘密保持誓約書 
 

 

杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務公募型プロポーザル（以下「本件

プロポーザル」という。）について、参加の申込をします。 

また、本件プロポーザルの参加によって得た情報（以下「本件情報」という。）の一切について、

以下の事項のとおり秘密情報として取り扱うことを誓約します。  

 

１. 本件情報は、いかなる第三者にも提供しません。また、参加を辞退した場合や本件プロポーザ

ル終了後も同様の取扱とします。 

２. 本件情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生しないように適正に管理します。 

３. 本件情報の複製又は複写は行いません。 

４. 本件情報は、本件プロポーザルに回答する場合のみに使用し、その他の目的に利用しません。 

 

 

令和元年  月  日 

 

所在地  

 

名 称  

 

代表者職・氏名     印 

 

 

参加申込者

記載欄 

担当者氏名  

所属・役職  

連絡先電話番号  

メールアドレス  

会計管理室

会計課 

使用欄 

受付者印  受付№  

 



（様式第２号） 

質 問 書 

 

令和  年  月  日  

杉並区会計管理室長  宛 

 

所 在 地  

名 称  

代表者職・氏名  

担当者名  

所属・役職  

電話番号  

 

杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入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。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

  

  

  

※質問書は、令和元年７月１０日（水）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「共同利用センタープロポ：質問書（事業者名）」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。  

 
提出先：杉並区会計課管理室会計課出納係 

（杉並区役所西棟 9階）担当：岩崎・古川 

所在地：杉並区阿佐谷南 1-15-1 

電話：03-3312-2111（代表） 内線 3922 

E-mail：kaikei-k@city.suginami.lg.jp 



 

 

（様式第３号） 

企 画 提 案 書 
 

会計管理室長 宛 

 

杉並区が令和元年６月２７日に公募した杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センタ

ー導入業務公募型プロポーザルにかかる必要書類を下記のとおり提出します。 

なお、受託者候補者に選定された場合は、マルチペイメントネットワーク共同利用センター導

入業務の契約締結に向けて、事業内容の詳細について信義に従って誠実に協議を行うことを誓約

します。  

 

令和  年  月  日 

 

所在地  

 

名 称  

 

代表者職・氏名     印 

 

記 

№ 提出書類 
提出部数 電子 

データ 正本 副本 

１ 履歴事項全部証明書 ２部 － － 

２ 

・ 直近３期分の財務諸表（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） 

・ 直近２期分の納税証明書及び勘定科目内訳明細書 

２部 － － 

３ 会社概要 １部 10部 ○ 

４ 

資格取得・業務登録及び取組状況 １部 10部 ○ 

取得規格認証書の写し 

（ISO/IEC27001、JIS Q 15001） 
１部 10部 － 

５ 業務実績一覧 １部 10部 ○ 

６ 企画提案書 １部 10部 ○ 

７ 共同利用センター要求仕様一覧 １部 10部 ○ 

８ 業務実施担当者一覧 １部 10部 ○ 

９ プロジェクト体制表 １部 10部 ○ 

10 配置予定者調書 １部 10部 ○ 

11 経費見積書 １部 10部 ○ 



 

 

（様式第４号） 

参 加 辞 退 届 

 

令和  年  月  日  

 

 

杉並区会計管理室長 宛 

  

 

杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務公募型プロポーザルについて、

参加を表明しましたが、以下の理由により辞退します。  

 

 

辞退理由 

 

 

 

 

 

 

所在地  

 

名称  

 

代表者職・氏名 

印 
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提案条件説明書 

 

１ 委託予定業務内容 

〔令和元年度〕 

（１）共同利用センターの仕様確認 

（２）日本マルチペイメントネットワーク推進協議会（以下「推進協議会」という。）、及び日本マ

ルチペイメントネットワーク運営機構（以下「運営機構」という。）へのペイジー収納関連手

続に関する支援 

（３）検討事項への助言 

 

〔令和２年度〕 

（１）共同利用センターの仕様確認 

（２）推進協議会及び運営機構へのペイジー収納関連手続（運営機構への帳票認定申請書提出を含

む）に関する支援 

（３）共同利用センター導入後の杉並区（以下「区」という。）の業務運用体制整備（事務処理の 

流れ等）検討にあたっての助言 

（４）共同利用センターの設定作業 

① 共同利用センターの設定に関する各種申請及び支援 

② 共同利用センターの設定作業 

（５）接続試験対応 

① 共同利用センターとの以下に示す接続試験への対応 

・確認試験 

・クリアリング試験 

② コンビニエンスストア収納（以下「コンビニ収納」という。）、モバイルレジ収納及びク

レジットカード収納連携に関する、以下に示す試験への対応 

・バーコードスキャン試験 

・コンビニ収納連携機能接続試験 

・クレジットカード収納連携機能接続試験 
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（６）コンビニ収納及びモバイルレジ収納に関する各種作業 

 バーコード品質に係る調整 

・バーコードのデータ内容（税目・金額等）に関する検討支援 

・バーコード品質（印字位置等）の検証に関する調整支援 

・納付書バーコード品質確認・読み取り試験(コンビニエンスストアとの調整) 

 

２ 成果物 

受託者は、以下に挙げるものを納入すること。 

〔令和元年度〕  

No 成果物 内容 提出時期 

1 プロジェクト計画書 
プロジェクトの目的やスケジュール、

体制等が書かれた計画書 
プロジェクト開始時 

2 課題管理表 
各作業工程における課題、優先度、経

過及び結果を記載した表 
プロジェクト開始後随時 

3 詳細スケジュール表 
作業工程毎のスケジュールを詳細に記

したもの 
プロジェクト開始時 

4 議事録 各会議における議事録 
各会議の開催後３営業日

以内 

5 仕様書等 各種設定要件等が書かれた仕様書等 プロジェクト開始後随時 

 

〔令和２年度〕 

No 成果物 内容 提出時期 

1 プロジェクト計画書 
プロジェクトの目的やスケジュール、

体制等が書かれた計画書 
プロジェクト開始時 

2 全体工程表 全体のスケジュールを記したもの プロジェクト開始時 

3 詳細スケジュール表 
作業工程毎のスケジュールを詳細に

記したもの 

プロジェクト開始時 
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No 成果物 内容 提出時期 

4 進捗報告書 
構築に関する進捗管理表、及び進捗状

況に関する報告書 

プロジェクト進捗会議開

催時等 

5 課題管理表 
各作業工程における課題、優先度、経

過及び結果を記載した表 
プロジェクト開始後随時 

6 議事録 各会議における議事録 
各会議の開催後３営業日

以内 

7 仕様書等 各種設定要件等が書かれた仕様書等 プロジェクト開始後随時 

8 テスト計画書 必要な各種試験を行う上での計画書 協議の上決定 

9 運用テスト計画書 
運用において区が実施すべき試験内

容とスケジュールを記載したもの 

協議の上決定 

10 テスト結果報告書 各種試験の実施結果の報告書 
各種テスト終了後５営業

日以内 
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３ 業務要件 

（１）導入スケジュール及び対象とする債権 

① 区における電子収納の運用開始時期は令和３年１月とする。 

② 対象とする債権は以下のとおり。 

特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、

介護保険料 

 

（２）利用想定件数 

共同利用センターへ登録する納付情報の想定件数及び電子収納にて納付される想定件数は、次

のとおりとする。 

なお、想定件数は、提案依頼用に想定した件数であり、実際の件数とは異なる。 

 区分 令和２年度 令和３年度 

共同利用センターへ登録する 

納付情報の想定件数※ 
1,400,000 2,470,000 

収納想定 

件数 

ペイジー 110,000 420,000 

コンビニ 150,000 570,000 

モバイルレジ 3,000 10,000 

クレジット 0 20,000 

※納付書出力件数（バッチ納付書、オンライン納付書、督促、催告等） 

 

（３）接続方法 

① マルチペイメントネットワーク（以下「ＭＰＮ」という。）への接続方式は、共同利用セン

ター接続型を採用する。 

② 共同利用センターと区の端末（以下「区通信端末」という。）を用いて、収納状況等を確認

する。 

③ 区通信端末での連携が不可能な場合、区で準備する必要な機器の費用も、提案額に含むも

のとする。 
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（４）連携予定のシステム 

住民情報系基幹業務システム、財務会計システム 

※住民情報系基幹業務システムについては、現在再構築中のため、再構築業者と連携して導 

入支援業務、及び導入業務を行うこと。 

 

４ データフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 区における業務内容 

区では、電子収納に伴う業務内容を以下のように想定している。 

① 住民情報系基幹業務システムにて、所定のフォーマット(※)に合わせ納付情報を作成し、区 

通信端末より共同利用センターへ送信する。 

② ＭＰＮ標準帳票ガイドラインに則り、ＯＣＲライン(※)及び採番した番号、コンビニ収納用の 

バーコード等を所定の位置に印字し、納付者に送付する。 

③ 共同利用センターから取得する収納情報と入金情報を突合し、住民情報系基幹業務システム及 

び財務会計システムへ消込を行う。 

④ 賦課更正や分割納付等の納付情報の変更情報、及び一括伝送方式に未対応の金融機関窓口で収

納された納付情報の削除について、住民情報系基幹業務システムにて所定のフォーマット(※)

を作成し、区通信端末より共同利用センターへ送信する。 

(※)本委託業務を受諾した業者の仕様に従うものとする。 

 

住民情報系

基幹業務シ

ステム 

財務会計シ

ステム 

ＬＧＷＡＮ 
杉並区 

共同利用

センター 

ペイジー 

コンビニ 

モバイルレジ 

クレジット 

収納手段 

稼働中 

稼働中 

区通信 

端末 

区通信 

端末 
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６ 機能要件 

（１）基本事項 

① 運営機構が定める収納機関向け共同利用センターとして、運営機構に登録済みであり、令

和２年度に区と受託者間の接続試験等の実施が可能であること。 

② 区と共同利用センターとの接続回線はＬＧＷＡＮであること。 

③ 受託者若しくはＭＰＮセンターの必要上、休止時間が必要な場合を除き、原則２４時間３

６５日サービス提供可能であること。 

 

（２）共同利用センターの機能について 

① 提供サービス 

・ＭＰＮの提供サービスのうち、「収納サービス」を提供可能であること。 

・収納サービスについて、共同利用センターとして実施すべきＭＰＮ接続試験を行ってい

ること。 

② 収納方式 

収納サービスにおける各種収納方式（オンライン方式、情報リンク方式、一括伝送方式）

に対応することができること。 

③ 納付情報の登録、取消、照会 

・住民情報系基幹業務システムで作成した納付情報を受信し、共同利用センターにバッチ

及びオンライン処理での登録ができること。また、住民情報系基幹業務システムからの

要求による取消も可能であること。 

・区通信端末から、ファイル送受信（登録用情報、取消用情報）、照会ができること。また、

特殊なアプリケーションをインストールすることなくＷＥＢブラウザで操作できること。 

・納付情報の登録を、税目・科目毎にできること。 

④ 区通信端末の操作性 

・収納情報の照会には、個別検索、一括払／各期払検索、賦課更正履歴検索の中から選択

することが可能なこと。また、照会した該当納付番号の履歴情報をＣＳＶ形式で取得が

できること。 

⑤ 付加機能 

・収納情報を区通信端末でリアルタイムに照会できること。 
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・納付情報（金額等）の変更について対応できること。 

・ペイジー以外で支払されたものについて、納付情報の取消等の対応ができること。 

・区税の延滞金計算を行い、本税と一緒に延滞金の電子納付を行うことができること。 

・滞納繰越分の支払にも対応し、区が納付情報毎に定める期間（登録から最長 5 年間）支

払を可能とすること。 

・共同利用センターへ納付情報を登録する際、区が住民情報系基幹業務システム及び財務

会計システムに消込を行う時に必要な情報（科目コード等）を設定できるエリアを十分

に保持すること。 

・不正アクセス対策として、取引封鎖ができること。また、区通信端末から解除措置がで

きること。 

⑥ 収納情報の取得 

・住民情報系基幹業務システムにおいて消込処理を行うために共同利用センターから必要

な収納情報を取得することができること。なお、ペイジー収納及びペイジー以外のチャ

ネルからの収納情報について、税目・科目毎に作成することも可能であること。また、

入金日毎に、税目・科目、チャネル別の処理件数、金額を区通信端末から確認できるこ

と。 

・共同利用センターから、提案額の範囲内で金融機関毎の取扱件数・取扱金額、日付毎の

チャネル区分別取扱件数・取扱金額、時間帯毎のオンラインチャネル区分別取扱件数・

取扱金額の統計情報をＣＳＶ形式且つ、月次にて取得できること。 

・共同利用センターから、提案額の範囲内で取扱金融機関区分（指定金融機関・収納代理

金融機関）単位の、取扱件数、取扱金額を、ＣＳＶ形式により日次で取得することがで

きること。 

・区通信端末より、収納情報の取得ができること。 

 

（３）コンビニ収納連携機能 

現在区が導入しているコンビニ収納代行事業者との連携において、以下の機能を有すること。 

① 二重納付防止のため、収納代行事業者からのコンビニ収納の収納情報（速報）を受領し、

ペイジー収納あるいはクレジットカード収納で支払われないよう、共同利用センター上で消

込（納付情報の取消等）を行うこと。 
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② コンビニ収納の収納情報を受領し、ペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上で区

が区通信端末から取得することができること。 

③ 二重納付防止のため、区が契約している収納代行事業者からモバイルレジ収納の収納情報

を受領し、ペイジー収納又はクレジットカード収納で支払われないよう共同利用センター上

で消込（納付情報の取消等）を行うことができること。 

④ モバイルレジ収納の収納情報を受領し、ペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上

で区が区通信端末から取得することができること。 

 

（４）クレジットカード収納連携機能  

① クレジットカード収納に必要な納付情報を、ペイジー収納の納付情報とフォーマットを一

元化した上で、共同利用センターに登録できること。 

② ペイジー収納と共通の納付情報が利用でき、二重納付が防止できること。 

③ クレジットカード収納情報をペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上で、区通信

端末から取得することができること。 

④ クレジットカード収納に必要な納付情報は、共同利用センターのサーバーに登録し、クレ

ジットカード収納代行事業者のシステムからの照会に対し、必要な情報のみをクレジットカ

ード収納代行事業者に送信すること。 

 

（５）区システムとの連携機能要件 

① 住民情報系基幹業務システム及び財務会計システムと連携を行い、電子収納を行うことが

できること。 

② 区通信端末から共同利用センターへの納付情報の送信を行うことができること。また、共

同利用センターから収納情報の取得を行うことができること。 

 

（６）システム構成等について 

① 共同利用センターのシステム構成が、運営機構の定める基準を満たしていること。 

② 庁内ネットワークに接続された区通信端末から、共同利用センターの機能を利用できるこ

と。 
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（７）データセンターについて 

① 立地要件 

・大災害等を除く平常時において、障害発生時に区本庁舎から公共交通機関及び徒歩にて

２時間程度で駆けつけられる場所であること。 

      ・国及び地方公共団体が作成する洪水・津波・液状化・土砂災害・火山等のハザードマッ

プにおいて、災害の影響が及ばないとされる場所にあること。 

② 建物要件 

ア 耐震対策 

・昭和 56（1981）年６月改正の建築基準法に準拠した建物であること。 

・サーバースペースは、震度 7 程度の地震に耐える耐震構造又は免震構造の建物内に

設置されていること。 

イ 耐火・耐水対策 

・建築基準法の耐火建築基準（第 2条第 9号の 2）に適合していること。 

・建物内には、消防法で定める要件を満たす消防用設備等が設置されて 

いること。 

・浸水被害を受けないための必要な対策が講じられていること。 

・マシン室等の電気設備が収容されるエリアには、十分な浸水対策が講じられている

こと。 

・漏水対策が講じられていること。 

ウ 耐雷対策 

・建物は避雷針及びアース等の雷害対策が施されていること。また、通信用と電気保

安用アースは連接接地されていること。 

エ 建物電源設備 

・建物へ十分な電源を供給できる容量であること。 

・電力会社の変電所から建物への受電ルートが冗長化されていること。また、受電設

備から分電盤、システム機器まで経路を冗長化することにより、電源断による機器

障害が発生しない対策が講じられていること。 

・受変電設備の法定点検や工事等は、システム機器を停止せずに行うことが可能であ

ること。 
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オ マシン室電源設備 

・マシン室電源設備は、24時間 365日間稼働し、安定的に供給できること。 

・停電時に、システム機器を運用するために十分な電源容量を持つ非常用自家発電設

備が設置されていること。 

・落雷等による過電流に備えたサージ対策を実施していること。 

カ 空調設備 

・マシン室空調設備は、24時間 365日間稼働し、安定的に供給できること。 

・マシン室空調設備は、主機器の故障や保守点検等に影響なく連続運転が可能となる

ように、冗長構成とし、安定的な冷房能力が確保できること。なお、水冷式空調設備

を採用している場合は、漏水対策を講じるとともに、断水時も 24 時間以上の継続運

転が可能であること。 

・温度及び湿度並びに空調設備の作動状況の常時検知・監視が行われていること。ま

た、サーバースペース内は、機器が最適に稼働する温度及び湿度とすること。 

キ 防犯対策・入退館管理 

・データセンター建物の入退館は、事前申請に基づく写真付身分証明書による本人確

認、IC カードや生体認証装置を用いたセキュリティゲート等による入退館管理を実

施していること。 

・不審者及び部外者の入館を防止するための防犯設備を有すること。 

・監視カメラを設置し、建物全体を 24時間 365日監視、記録できること。 

・建物への入退館は 24 時間 365日可能であり、入退館の際には、有人による監視、管

理が可能なこと。 

・入館者の権限に応じた、セキュリティ区画の制限が可能なこと。 

・危険物の持込や情報の持ち出しを制限するための設備、又は有人による検査体制を

有すること。 

・区及び運用・保守事業者の入退館、館内作業が 24時間 365日可能であること。 

・データセンターへの入退館及びサーバースペースへの入退室に必要な認証用 ICカー

ド等が、区の指示により必要人数分発行できること。また、認証用の IC カード等

に権限の変更が生じた際は、速やかに対応できること。 

ク 建物の設備監視 
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・空調、電気、エレベータ等の設備を 24時間常時集中監視、制御できること。 

③ マシン室設備等要件 

ア マシン室設備 

・マシン室は物理的に隔離された管理区域であること。 

・マシン室は温度・湿度を一定に保ち、外部からの識別・侵入が容易にできないよう

にするため、無窓構造であること。また、マシン室であることを表示しない等の措

置が講じられていること。 

・マシン室の内装等は不燃材料及び防炎性能を有するものを使用していること。 

・マシン室には窒素ガス消火設備等、火災発生時にシステム機器に被害を与えない消

火設備が設置されていること。 

・マシン室には自動火災報知機を設置していること。 

・マシン室には煙感知システム等の火災を早期発見するための設備が設置されている

こと。 

・マシン室には原則として紙等の可燃物を設置していないこと。 

イ マシン室セキュリティ 

・マシン室への入室者はあらかじめ登録された者からの事前申請によるものとし、24

時間 365 日有人による本人確認を行うこと。 

・マシン室への入退室又は経路において、生体認証装置を採用していること。 

・マシン室への入退室又は経路において、共連れ防止及び無権限者の立ち入りが不可 

能なセキュリティ対策が講じられていること。 

・マシン室の出入口には監視カメラ等を設置し、24時間 365日監視すること。 

④ サーバースペース設備等要件 

・サーバーラックは施錠が可能であること。 

・サーバースペースへの人の出入りが把握できる位置に監視カメラ等を設置し、24時間 365 

日監視すること。 

・サーバー等機器については、設置場所において許容される最大限の免震・落下・転倒防 

止のための物理的措置が講じられていること。 

⑤ 認証要件 

・データセンターについては、ISO27001を取得していること。 
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7 非機能要件 

（１）業務の履行確保 

・導入支援業務委託及び導入業務委託における事業者の体制、事業者と区との役割分担、スケ

ジュールは、区の有益かつ履行可能であること。 

（２）安定性 

    ・区の利用状況に合わせて、サーバーやストレージ等のリソース追加が容易に可能であること。 

（３）セキュリティ 

・システムの脆弱性、不正利用、セキュリティ事故、ウィルス対策等、システムの安全性が確

認できる情報セキュリティ対策を講じること。 

・ネットワークからシステムへの不正侵入の防止について、高度なセキュリティ対策、原因究

明の手段、適切な権限管理、ネットワーク機器の通信制御等の対策を講じること。 

・コンピュータウィルス感染等、セキュリティ障害が発生した場合に、その被害内容、侵入経

路、侵害の経過などの情報を収集し、原因の追究を迅速に行える対策を講じること。 

・内部関係者等による情報窃取や改ざん等に対応した、情報漏えい対策を講じること。 

・区がセキュリティ診断や共同利用センターへの立ち入りを含めた監査業務を行う場合、協力

すること。 

 （４）運用・保守体制 

・導入後の運用体制において、日中及び夜間の対応等を円滑に行うこと。 

・バックアップを行い、障害発生時に迅速な応急・復旧等の対応を講じること。 

（５）その他 

    ・共同利用センターと区システムの連携に必要なマニュアルやドキュメントを整備すること。 
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杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務 

企画提案書等作成要領 

１ 目的 
本要領は、「杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務公募型プロポ

ーザル実施要領」（以下、「実施要領」という。）に基づき、企画提案書等の作成にあたって必

要な事項を定めたものです。 

共同利用センターの導入について最適な提案を受けるため、本プロポーザルに参加を申し

込み、企画提案する事業者（以下、「参加事業者」という。）は、以下の規定に従って、企画提

案書等を作成してください。 
 

２ 留意事項  

（１） 様式 
企画提案書等の構成は、正本、副本ともに下表のとおりとし、記載の順に綴じてくださ

い。また、電子データによる提出を求める書類について、下表に記載する提出形式（「○」

が記載されている形式）で提出してください。 

№ 書類名称 

電子データの提出形式 

Word Excel Power 
Point PDF 

1 表紙 電子データは不要 

2 会社概要（第１号様式） ○   ○ 

3 資格取得・業務登録及び取組状況（第２号様式） ○   ○ 

4 取得規格認証書の写し 電子データは不要 

5 業務実績一覧（第３号様式）  ○   

6 契約書の写し等、業務実績が確認できる書類 電子データは不要 

7 企画提案書（本体） ○  ○ ○ 

8 共同利用センター要求仕様一覧（第４号様式）  ○   

9 業務実施担当者一覧（第５号様式）  ○  ○ 

10 プロジェクト体制表（様式任意） ○ ○ ○ ○ 

11 配置予定者調書（第６号様式） ○   ○ 

12 配置予定者の資格、実績が確認できる書類 電子データは不要 

13 経費見積書（第７号様式）  ○   

○履歴事項全部証明書並びに直近３期分の財務諸表並びに直近２期分の納税証明書及び勘
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定科目内訳明細書は、企画提案書とは別に綴って提出してください。なお、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。 

○正本は、実施要領様式第３号「企画提案書」を表紙としてください。 

○副本は、別に表紙を作成し、本件名「杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用セン

ター導入業務」及び提出日を記載してください。 

○副本は、参加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でください。 

○企画提案書等は、製品名等の固有名詞を除き日本語で記載してください。 

○各書類の最初のページに、書類名称を記載したインデックスを貼付するか、見出し付きの

間紙を配置してください。 

○企画提案書の本体には目次を作成し、目次にはページ番号を付加してください。 

○企画提案書の各ページには、フッターにページ番号を付与してください。 

○企画提案書の用紙サイズはＡ４判縦置きとし、原則として両面印刷としてください。ただ

し、大きな図面等でＡ４判縦置きが困難なものについては、この限りではありません。な

お、Ａ４判を超えるサイズの用紙についても、１ページとして積算します。 

○各種様式の用紙サイズは、区が設定するサイズで印刷してください。 

○用紙サイズがＡ３判の様式は、横置き片袖折り（Z 折り）としてください。 

○文字サイズは、原則として 11 ポイント以上としてください。 

○電子ファイルの形式は、特段の指定がない書類については、Word、Excel、PowerPoint 
2013、PDF のいずれかで構いません。また、Windows8.1 で閲覧可能なバージョンとして

ください。 

○各項目のページ数の指定及びページ量に対する評価は行いませんが、企画提案書（本体）

の本文は 100 ページを上限とします。この本文には、表紙、目次、裏表紙、片面印刷した

場合の裏面、別紙様式（第１号～第７号様式）は含みません。 

（２） 記載内容 

「提案条件説明書」を踏まえて、提案してください。 
記載項目は「３ 記載項目」を参照してください。なお、記載・作成にあたっては、記載項

目の順番とし、各項目の表題・目次についても同様としてください。 
企画提案書の評価にあたっては、専門的知識や提案する製品等に関する特別な知識を要す

ることなく、評価が可能な企画提案書として作成してください。 
 

３ 記載項目 

（１） 経営状況等の概要 

① 会社概要  
参加事業者の会社概要について、別紙１「会社概要」（第１号様式）に記載してください。 

② 個人情報保護対策 

個人情報保護対策に関して取得している資格、参加事業者の考え方及び独自の取組などに

ついて、別紙２「資格取得・業務登録及び取組状況」（第２号様式）に記載してください。
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あわせて取得した資格の認定書、認証書の写しを提出してください。 

③ 実績 

特別区又は市（当該業務の契約締結の際に人口 20 万人以上であったものに限る。）にお

ける実績を別紙３「業務実績一覧」（様式第３号）に記載ください。 
記載内容は、今回提案を依頼する杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター

導入業務と同等の契約案件に限ります。 
実績の記載とあわせて、契約書の写し（第３号様式の記載項目が確認できるページのみで

可。）を添付してください。契約先との約定により契約書の一部又は全部が公開できない場

合は、該当箇所をマスキングするか、第３号様式中に全部公開できない旨を記載してくださ

い。 
契約書の写し等が一部又は全部公開できない場合で、第３号様式の記載項目が確認できな

い場合は、実績を証明する書類（自社証明書で可。）を添付してください。 
契約書の写しや実績を証明する書類の添付がない、又は添付があっても記載項目の確認が

できなかった業務実績は、審査対象外とします。 
なお、契約書の写しに社名が記載されている場合は、副本のみマスキングの上、提出して

ください。 

（２） 企画提案  

① 本業務に対する理解 
本業務の目的及び本業務を成功させるためのポイントやその対策について記載してくだ

さい。 

② 共同利用センターの概要・特長 
参加事業者の共同利用センターにおける、機能の概要や特長について記載してください。 

③ 共同利用センターの機能 
区が共同利用センターに求める機能に関する対応状況を、下表のとおり、別紙４「共同利

用センター要求仕様一覧」（第４号様式）に回答してください。回答にあたっては、回答記

号及び補足事項欄で指定する内容についても記載してください。 
 

対応区分 
回答

記号 
補足事項 

対応可能な場合 〇 
特記事項があれば、備考欄に記載するこ

と。 

要求どおりの対応が一定の条件付きで

実現する場合 
△ 

条件付き対応となる理由及びその条件に

ついて補足事項及び代替方法欄に記載す

ること。 
対応実現のために追加経費（単位：円）が

発生する場合は初期構築経費欄に、記載す

ること。 
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対応区分 
回答

記号 
補足事項 

要求どおりの対応ができず、条件付き

対応も行わないが、他の機能などを代

替利用して対応を実現する場合 
▲ 

具体的な代替運用方法を補足事項及び代

替方法欄に記載すること。 

要求どおりの対応、条件付きでの対応、

代替運用いずれの方法でも対応しない

場合 
× 

いずれの方法でも対応しない理由を備考

欄に記載すること。 

 

④ 共同利用センターに関わる要件 
実施要領８（２）に記載されている評価基準を参考に、共同利用センターに関わる各種要

件に対する具体的な実現方法、検討方法、役割分担等を簡潔に記載してください。 

⑤ プロジェクト管理 

共同利用センター導入のプロジェクト管理に関する事項として、プロジェクト方針、具体

的な作業内容、進め方、区と事業者との役割分担等について記載してください。 

⑥ プロジェクト体制 
別紙５「業務実施担当者一覧」（第５号様式）に人員体制を記入し、別紙６「プロジェク

ト体制表（記載例）」を参考にチームと役割、配置する担当者が分かるように実施体制表を

作成してください。また、実施体制の各担当者の経歴（業務実績、資格等）を別紙７「配置

予定者調書」（第６号様式）に記載してください。あわせて、保有する資格の合格証書や認

定証書、業務実績に記載したプロジェクトの実施体制表等、配置予定のプロジェクトマネー

ジャー及びプロジェクトリーダーの経歴の確認ができる書類の写しを添付してください。 
 また、再委託がある場合は、その旨が分かるように記載してください。 
 なお、体制が決まっていない場合は、何名体制で実施する予定か分かるように記載してく

ださい。 
⑦ 全体スケジュール 

当該プロジェクトにかかる全体スケジュールを作成してください。 

⑧ 運用・保守体制 
導入後の運用体制について、通常時、障害発生時及び日中、夜間の対応方法について記載

してください。 

⑨ 個別提案事項 
個別提案事項があれば記載してください。なお、個別提案事項は提案費用に含むものに限

ります。 
 

４ 経費見積書の作成 

（１） 様式 
別紙８「経費見積書」（第７号様式）を使用してください。 
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（２） 記載項目 
令和元年度の導入支援費用、令和２年度の導入費用および今後（令和２年度（１月から

３月）、令和３年度）の運用費用を記載してください。 

個別提案事項に関するオプション機能等は、「4.その他提案事項の経費（任意）」の項目に

記載してください。 

（３） 作成上の留意事項  
① 経費見積書は必要に応じて行を追加してください。 

② 見積の前提条件、記載項目の説明、留意点等があれば、備考欄に記載してください。 
③ 消費税及び地方消費税は、様式中で自動計算するため、費用に含めないでください。 

 

５ 提出方法 

（１） 企画提案書等は、２（１）留意事項様式の記載事項を確認の上、表に示す順に綴じ、青

色系の紙製フラットファイルにて簡易製本し、背表紙に本調達件名および提出日を記載し

てください。 

（２） 企画提案書等の提出部数は、実施要領様式第３号「企画提案書」に記載された部数を提

出してください。また、電子ファイルは、CD-ROM 又は USB メモリに格納して１部を提

出してください。 

 
 
 

以上 



別紙１（第１号様式） 
杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務 

 

会 社 概 要 

 
会社名 ※  

本社所在地 ※ 
 

 

設立年月日 和暦［西暦併記］年  月  日 

資本金（円） 
円 

（和暦［西暦併記］年  月  日現在） 

売上高等※ 

決算期 平成  年  月決算 平成  年  月決算 平成  年  月決算 

年間売上高 千円 千円 千円 

経常利益 千円 千円 千円 

従業員数（名） 
名 

（和暦［西暦併記］年  月  日現在） 

主要事業 

（主要営業品目） 

 

コーポレートガバナンス

（概要） 

 

ＣＳＲ・社会環境貢献 

（概要） 

 

本業務を担当する 

営業所等の所在地 

 

運用・保守を担当する 

営業所等の所在地 

 

※ 表の高さは記載量に応じて適宜調整すること。 

※ 会社名、本社所在地は、正本のみ記載し、副本は記載しないこと。 

※ 売上高等は、直近の過去３年間分、千円未満切り捨てで記載すること。 



別紙２（第２号様式） 
杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務 

 

資格取得・業務登録及び取組状況 

 
１ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001） 

認証の有無 有・無 認証番号  

認証年月日 和暦［西暦併記］年  月  日 

本資格に関する社内方

針、考え方、独自の取

組等 

 

 

２ プライバシーマーク（JIS Q 15001） 

認証の有無 有・無 認証番号  

認証年月日 和暦［西暦併記］年  月  日 

本資格に関する社内方

針、考え方、独自の取

組等 

 

※ 令和元年６月２７日現在の資格取得・業務登録及び取組状況を記載すること。 

※ ISO等の認証については、本業務を担当する作業拠点の認証番号と認証年月日を記載すること。 



別紙３（第３号様式）
杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務

業務実績一覧

契約金額

（単位：円／税込）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※１　特別区、市（契約時20万人以上の規模の自治体に限る。）における業務実績を記載すること。
※３　業務実績は、直近の契約から順に記載すること。
※４　行が不足する場合は適宜追加して構わない。
※５　契約書の写しなど業務実績の分かる書類を添付すること。

№ 業務名 発注機関名 契約期間



共同利用センター要求仕様一覧

項番 大分類 中分類 小分類 要件 対応 補足事項及び代替方法 初期構築経費 備考

1 基本事項
日本マルチペイメントネットワーク運営機構（以下、「運営機構」という。）が定める収納機関共同
利用センターとして、運営機構に登録済みであり、令和２年度に区と受注者間の接続試験等の
実施が可能であること。

2 区と共同利用センターとの接続回線はＬＧＷＡＮであること。

3 受託者若しくはマルチペイメントネットワークセンターの必要上、休止時間が必要な場合を除き、原
則２４時間３６５日サービス提供可能であること。

4 共同利用センターの機能 提供サービス
　マルチペイメントネットワークの提供サービスのうち、「収納サービス」を提供可能であること。
　収納サービスについて、共同利用センターとして実施すべきマルチペイメントネットワーク接続試験を
行っていること。

5 収納方式 収納サービスにおける各種収納方式（オンライン方式、情報リンク方式、一括伝送方式）に対応
することができること。

6 納付情報の登録、取消、照会
住民情報系基幹業務システムで作成した納付情報を受信し、共同利用センターにバッチ及びオン
ライン処理での登録ができること。また、住民情報系基幹業務システムからの要求による取消も可
能であること。

7 区通信端末から、ファイル送受信（登録用情報、取消用情報）、照会ができること。また、特殊
なアプリケーションをインストールすることなくＷＥＢブラウザで操作できること。

8 納付情報の登録を、税目・科目毎にできること。

9 区通信端末の操作性 収納情報の照会には、個別検索、一括払／各期払検索、賦課更正履歴検索の中から選択する
ことが可能なこと。また、照会した該当納付番号の履歴情報をＣＳＶ形式で取得ができること。

10 付加機能 収納情報を区通信端末でリアルタイム照会できること。

11 納付情報（金額等）の変更について対応できること。

12 ペイジー以外で支払されたものについて、納付情報の取消等の対応ができること。

13 区税の延滞金計算を行い、本税と一緒に延滞金の電子納付を行うことができること。

14 滞納繰越分の支払にも対応し、区が納付情報毎に定める期間（登録から最長5年間）支払を
可能とすること。

15
共同利用センターへ納付情報を登録する際に、区が住民情報系基幹業務システム及び財務会
計システムに消込を行う際に必要な情報（科目コード等）を設定できるエリアを十分に保持するこ
と。

16 不正アクセス対策として、取引封鎖ができること。また、区通信端末から解除措置ができること。

17 収納情報の取得

住民情報系基幹業務システムにおいて消込処理を行うために共同利用センターから必要な収納
情報を取得することができること。なお、ペイジー収納及びペイジー以外のチャネルからの収納情報に
ついて、税目・科目毎に作成することも可能であること。また、入金日毎に、税目・科目、チャネル別
の処理件数、金額を区通信端末から確認できること。

18
共同利用センターから、提案額の範囲内で金融機関毎の取扱件数・取扱金額、日付毎のチャネ
ル区分別取扱件数・取扱金額、時間帯毎のオンラインチャネル区分別取扱件数・取扱金額の統
計情報をＣＳＶ形式且つ、月次にて取得できること。

19 共同利用センターから、提案額の範囲内で取扱金融機関区分（指定金融機関・収納代理金融
機関）単位の、取扱件数、取扱金額をＣＳＶ形式且つ、日次にて取得することができること。

20 区通信端末より、収納情報の取得ができること。

21 コンビニ収納連携機能 二重納付防止のため、収納代行事業者からのコンビニ収納の収納情報（速報）を受領し、ペイ
ジー収納あるいはクレジット収納で支払われないよう、共同利用センター上で消込を行うこと。

22 コンビニ収納の収納情報を受領し、ペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上で区が区通信
端末から取得することができること。

23
二重納付防止のため、区が契約している収納代行事業者からモバイルレジ収納の収納情報を受
領し、ペイジー収納又はクレジットカード収納で支払われないよう共同利用センター上で消込を行う
ことができること。

24 モバイルレジ収納の収納情報を受領し、ペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上で区が区
通信端末から取得することができること。

25 クレジットカード収納連携機能
クレジットカード収納に必要な納付情報を、ペイジー収納の納付情報とフォーマットを一元化した上
で、共同利用センターに登録できること。

26 ペイジー収納と共通の納付情報が利用でき、二重納付が防止できること。

27 クレジットカード収納情報をペイジー収納情報とフォーマットを一元化した上で、区通信端末から取
得することができること。

別紙４（第４号様式）
杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務



項番 大分類 中分類 小分類 要件 対応 補足事項及び代替方法 初期構築経費 備考

28
クレジットカード収納に必要な納付情報は、共同利用センターのサーバーに登録し、クレジットカード
収納代行事業者のシステムからの照会に対し、必要な情報のみをクレジットカード収納代行事業
者に送信すること。

29 区システムとの連携機能 住民情報系基幹業務システム及び財務会計システムと連携を行い、電子収納
を行うことができること。

30 区通信端末から共同利用センターへの納付情報の送信を行うことができるこ
と。また、共同利用センターから収納情報の取得を行うことができること。

31 システム構成等 共同利用センターのシステム構成が、運営機構の定める基準を満たしている
こと。

32 庁内ネットワークに接続された区通信端末から、共同利用センターの機能を
利用できること。

33 データセンター 立地要件 大災害等を除く平常時において、障害発生時に区本庁舎から公共交通機関及び徒歩にて２時
間程度で駆けつけられる場所であること。

34 国及び地方公共団体が作成する洪水・津波・液状化・土砂災害・火山等のハザードマップにおい
て、災害の影響が及ばないとされる場所にあること。

35 建物要件 耐震対策 昭和56（1981）年6月改正の建築基準法に準拠した建物であること。

36 サーバースペースは、震度7程度の地震に耐える耐震構造又は免震構造の建物内に設置されてい
ること。

37 耐火・耐水対策 建築基準法の耐火建築基準（第2条第9号の2）に適合していること。

38 建物内には、消防法で定める要件を満たす消防用設備等が設置されていること。

39 浸水被害を受けないための必要な対策が講じられていること。

40 マシン室等の電気設備が収容されるエリアには、十分な浸水対策が講じられていること。

41 漏水対策が講じられていること。

42 耐雷対策 建物は避雷針及びアース等の雷害対策が施されていること。また、通信用と電気保安用アースは
連接接地されていること。

43 建物電源設備 建物へ十分な電源を供給できる容量であること。

44
電力会社の変電所から建物への受電ルートが冗長化されていること。また、受電設備から分電盤、
システム機器まで経路を冗長化することにより、電源断による機器障害が発生しない対策が講じら
れていること。

45 受変電設備の法定点検や工事等は、システム機器を停止せずに行うことが可能であること。

46 マシン室電源設備 マシン室電源設備は、24時間365日間稼働し、安定的に供給できること。

47 停電時に、システム機器を運用するために十分な電源容量を持つ非常用自家発電設備が設置さ
れていること。

48 落雷等による過電流に備えたサージ対策を実施していること。

49 空調設備 マシン室空調設備は、24時間365日間稼働し、安定的に供給できること。

50
マシン室空調設備は、主機器の故障や保守点検等に影響なく連続運転が可能となるように、冗
長構成とし、安定的な冷房能力が確保できること。なお、水冷式空調設備を採用している場合
は、漏水対策を講ずるとともに、断水時も24時間以上の継続運転が可能であること。

51 温度及び湿度並びに空調設備の作動状況の常時検知・監視が行われていること。また、サーバー
スペース内は、機器が最適に稼働する温度及び湿度とすること。

52 防犯対策・入退館管理 入退館は、事前申請に基づく写真付身分証明書による本人確認、ICカードや生体認証装置等
を用いたセキュリティゲート等による入退館管理を実施していること。

53 不審者及び部外者の入館を防止するための防犯設備を有すること。

54 監視カメラを設置し、建物全体を24時間365日監視、記録できること。

55 建物への入退館は24時間365日可能であり、入退館の際には、有人による監視、管理が可能な
こと。

56 入館者の権限に応じた、セキュリティ区画の制限が可能なこと。

57 危険物の持込や情報の持ち出しを制限するための設備、又は有人による検査体制を有すること。

58 区及び運用・保守事業者の入退館、館内作業が24時間365日可能であること。



項番 大分類 中分類 小分類 要件 対応 補足事項及び代替方法 初期構築経費 備考

59
建物への入退館及びサーバースペースへの入退室に必要な認証用ICカード等は区の指示により必
要人数分発行すること。また、認証用のICカード等に権限の変更が生じた際は、速やかに対応する
こと。

60 建物の設備監視 空調、電気、エレベータ等の設備を24時間常時集中監視、制御できること。

61 マシン室設備等要件 マシン室設備 マシン室は物理的に隔離された管理区域であること。

62 マシン室は温度・湿度を一定に保ち、外部からの識別・侵入が容易にできないようにするため、無窓
構造であること。また、マシン室であることを表示しない等の措置が講じられていること。

63 マシン室の内装等は不燃材料及び防炎性能を有するものを使用していること。

64 マシン室には窒素ガス消火設備等、火災発生時にシステム機器に被害を与えない消火設備が設
置されていること。

65 マシン室には自動火災報知機を設置していること。

66 マシン室には煙感知システム等の火災を早期発見するための設備が設置されていること。

67 マシン室には原則として紙等の可燃物を設置していないこと。

68 マシン室セキュリティ マシン室への入室者はあらかじめ登録された者からの事前申請によるものとし、24時間365日有人
による本人確認を行うこと。

69 マシン室への入退室又は経路において、生体認証装置を採用していること。

70 マシン室への入退室又は経路において、共連れ防止及び無権限者の立ち入りが不可能なセキュリ
ティ対策が講じられていること。

71 マシン室の出入口には監視カメラ等を設置し、24時間365日監視すること。

72 サーバースペース設備等要件 サーバースペースセキュリティ サーバーラックは施錠が可能であること。

73 サーバースペースへの人の出入りが把握できる位置に監視カメラ等を設置し、24時間365日監視
すること。

74 サーバー等機器については、設置場所において許容される最大限の免震・落下・転倒防止のため
の物理的措置が講じられていること。

75 認証要件 データセンターについては、ISO27001を取得していること。

76 セキュリティ システムの脆弱性、不正利用、セキュリティ事故、ウィルス対策等について、システムの安全性が確
認できる情報セキュリティ対策を行うこと。

77 ネットワークからシステムへの不正侵入の防止について、高度なセキュリティ対策、原因究明の手
段、適切な権限管理、ネットワーク機器の通信制御等の対策が行えること。

78 コンピュータウィルス感染等、セキュリティ障害が発生した場合に、その被害内容、侵入経路、侵害
の経過などの情報を収集し、原因の追究を迅速に行えるようにすること。

79 内部関係者等による情報窃取や改ざんに対応した、情報漏えい対策を行うこと。

80 区がセキュリティ診断や共同利用センターへの立ち入りを含めた監査業務を行う場合、協力するこ
と。



別紙５（第５号様式）

業務実施担当者一覧 杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務

区分 氏名
所有資格／
登録番号

担当業務の内容
過去に担当した

同種業務名/発注機関名
経験年数

プロジェクトマネージャー

プロジェクトリーダー

担当者

※１　経験年数は、令和元年6月27日現在の年月を記載すること。
※２　行が不足する場合は適宜追加して構わない。



別紙６

プロジェクト体制表（記載例）

プロジェクトマネージャー：○○　○○

○○チーム ○○チーム ○○チーム

リーダー：○○　○○ リーダー：○○　○○ リーダー：○○　○○
責任者：○○　○○ 責任者：○○　○○ 責任者：○○　○○
担当：○○　○○ 担当：○○　○○ 担当：○○　○○

業務内容を記載
01

00

02 03
業務内容を記載 業務内容を記載

杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務

・チーム名、業務内容、役割、

担当者名等を記載すること。



別紙７（第６号様式） 
杉並区マルチペイメントネットワーク共同利用センター導入業務 

 

配 置 予 定 者 調 書 

 
１ プロジェクトマネージャー 

氏 名  
所 属 ／ 役 職  
担当業務の内容  
所有する資格 

（登録番号／取得年月日） 
 

実務経験年数 年   箇月 

マルチペイメントネットワーク共同利用センターに関する業務実績 

業務名 発注機関 履行期間 担当業務 

    

    

    

    

    

 

２ プロジェクトリーダー① 

氏 名  
所 属 ／ 役 職  
担当業務の内容  
所有する資格 

（登録番号／取得年月日） 
 

実務経験年数 年   箇月 

マルチペイメントネットワーク共同利用センターに関する業務実績 

業務名 発注機関 履行期間 担当業務 
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２ プロジェクトリーダー② 

氏 名  
所 属 ／ 役 職  
担当業務の内容  
所有する資格 

（登録番号／取得年月日） 
 

実務経験年数 年   箇月 

マルチペイメントネットワーク共同利用センターに関する業務実績 

業務名 発注機関 履行期間 担当業務 

    

    

    

    

    

 
※ 実務経験年数等は、令和元年６月２７日現在の状況で記載すること。 
※ 業務実績は直近のものから順に記載すること。また、特別区又は人口 20 万以上の規模の市で

の業務実績を記載すること。 
※ 資格を証明する書類（写し可）及び実績の分かる書類を添付すること。 
※ 所有する資格については、情報処理技術者（プロジェクトマネージャー、情報セキュリティ

スペシャリスト、システムアーキテクト）等、プロジェクト管理や情報セキュリティに関わ

る資格があれば記載すること。 
※ プロジェクトリーダーを３名以上配置する場合は、配置予定者調書を追加して記載すること。 
 



経費見積書 別紙8（第7号様式）

事業者名 ●●会社

１．導入支援費用

全般 数量 単位 単価 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考
プロジェクト管理 人日 ¥0 - -
導入支援 人日 ¥0 - -

合計(税抜) ¥0 - -
合計(税込) ¥0 - -

２．導入費用

全般 数量 単位 単価 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考
プロジェクト管理 人日 - ¥0 -
導入支援 人日 - ¥0 -

ペイジー収納
構築設定 人日 - ¥0 -
試験 人日 - ¥0 -

コンビニ・モバイルレジ収納
構築設定 人日 - ¥0 -
試験 人日 - ¥0 -

クレジット収納
構築設定 人日 - ¥0 -
試験 人日 - ¥0 -

合計(税抜) - ¥0 -
合計(税込) - ¥0 -

３．運用費用

ペイジー収納 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考
サービス基本料 - ¥0 ¥0

コンビニ・モバイルレジ収納
コンビニ　サービス基本料 - ¥0 ¥0
モバイルレジ　サービス基本料 - ¥0 ¥0

クレジット収納
サービス基本料 - ¥0 ¥0

合計(税抜) - ¥0 ¥0
合計(税込) - ¥0 ¥0

※令和2年度は3箇月、令和3年度は12箇月

データ従量費（登録件数） 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考
- ¥0 ¥0

合計(税抜) - ¥0 ¥0
合計(税込) - ¥0 ¥0

※令和2年度は1,400,000件、令和3年度は2,470,000件を想定

令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考
データ従量費（納付件数）

ペイジー
※令和2年度は110,000件
   令和3年度は420,000件を想定

- ¥0 ¥0

コンビニ
※令和2年度は150,000件
   令和3年度は570,000件を想定

- ¥0 ¥0

モバイルレジ
※令和2年度は3,000件
   令和3年度は10,000件を想定

- ¥0 ¥0

クレジットカード
※令和3年度は20,000件を想定

- - ¥0

合計(税抜) - ¥0 ¥0
合計(税込) - ¥0 ¥0

４．その他提案事項の経費（任意）
令和元年度 令和2年度 令和3年度 備考

数量 単位 単価
-
-
-
-

合計(税抜) - ¥0 ¥0
合計(税込) - ¥0 ¥0

単価（円/件）

単価（円/件）

※黄色のセルに入力をお願いします。

月額

その他必要経費、オプション経費
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