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花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

  デジタル社会の実現に向け、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有す 

ることを目指す方針が国から示されている中、本市においてもこの方針に基づきマイナンバー

カードの普及促進に取り組む必要がある。 

本業務は、市民にとって利便性の高い場所や生活に身近な場所、市民が多く集まる場所など

にマイナンバーカードの申請サポート窓口を設置し、申請機会の拡充及び申請に係る市民の負

担を軽減することにより、マイナンバーカードの普及促進を図るものである。 

２ 業務の概要 

(1) 件名 

  花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 

(2) 内容 

  別紙「花巻市マインバーカード出張申請サポート業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり 

(3) 業務の期間 

  契約締結日から実働３か月 

(4) 提案限度額 

  16,005,000円（税込） 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たし、契約期間において確実に

業務を遂行する能力を有する者とする。 

 (1) 花巻市競争入札等参加資格者名簿（物品・リース関係）に登載されていること。ただし、

別に定める書類を提出し、その内容の審査を受けて資格を有することが認められたときは、

この限りではない。 

 (2) 国や地方公共団体が発注した契約に係る指名停止処分を受けている者ではないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

(4) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(5) 国又は地方公共団体において、過去数年の間に本業務と同種又は類似業務を受託した実績 

を有すること。 

(6) 市でのヒアリング、業務遂行の打ち合わせ等に出席でき、その他必要に応じ、緊密な連絡 

調整が可能であること。 

 

 

４ 参加資格審査に関する提出書類及び提出方法 

(1) 受付期間 

   令和４年９月９日（金）から令和４年９月 22日（木） 
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(2) 提出方法 

   以下に記載の必要書類各１部を下記提出場所へ直接持参又は郵送（簡易書留とし、締切日 

必着とすること）により提出すること。 

   持参の場合は、市役所執務時間内（平日午前８時 30分から午後５時 15分まで）に提出す 

ること。 

(3) 提出書類 

   ①プロポーザル方式参加申込書（様式第１号） 

   ②会社概要書（様式 1-1） 

   ③業務実績調書（様式 1-2） 

  ※ 花巻市指名競争入札参加資格者名簿（物品・リース関係）に登載されていない者につい

ては、上記に加え下記の書類を提出すること。 

   ④財務諸表（直近３期分） 

⑤定款・会則等 

   ⑥登記簿謄本 

   ⑦印鑑証明書（直近１か月以内のもの） 

   ⑧国税及び地方税の納税証明書（税の未納がないことを証明するもの） 

   ⑨花巻市暴力団排除条例（平成 27 年花巻市条例第 52 号）第２条第５号に規定する暴力団

等に該当しないことの誓約書（様式 1-3） 

   ⑩情報セキュリティ規定（情報セキュリティ対策や個人情報の取り扱いについて基本的な

事項を定めているもの） 

(4) 提出場所 

   〒025-8601 岩手県花巻市花城町９番 30号 

   花巻市市民生活部市民登録課市民登録第２係 

(5) 結果通知 

   審査の結果、参加資格が認められた申込者に対しては、令和４年９月 27日（火）までに参 

加申込書に記載された連絡先に連絡する。 

 

５ 企画提案審査の提出書類及び提出方法 

  参加資格審査の結果、参加の資格があると認められた者は、次に記載する企画提案に係る書

類を提出すること。  

(1) 受付期限 

  令和４年９月 30 日（金） 

(2) 提出方法 

  以下に記載の必要書類を下記提出場所へ直接持参又は郵送（簡易書留とし、締切日必着と 

すること）により提出すること。 

   持参の場合は、市役所執務時間内（平日午前８時 30分から午後５時 15分まで）に提出す 

ること。 

(3) 提出書類 

 ア 企画提案書 
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   ・任意様式とし、Ａ４判縦（部分的にＡ３判を使用する場合は片袖折にして綴じ込む 

こと）、横書き、両面、左綴り、（本編 20ページ以内）で提出すること。 

   ・企画提案書に記載すべき事項は、仕様書の趣旨を踏まえたうえ極力具体的に示し、か 

つ、可能な限り簡潔化することとし、審査基準と提案内容の関係が明確に判断できる 

ようにすること。 

   ・仕様書以上の技術提案や事業者が推奨する企画提案があれば、委託上限額の範囲で積 

極的に提案することを拒まない。 

 イ 業務実施体制（任意様式） 

 ウ 見積書 

   ・見積書には総額のほか提案された企画案実施のために必要な経費（消費税及び地方消 

費税を含む）について内訳（人件費、資機材費、交通費、運搬費、諸経費等の費目ご 

と）を明示すること。 

   ・見積価格は、提案内容の評価に際し参考として利用するものであり、契約金額となる 

ものではないこと。 

(4) 提出部数 

  正本１部、副本６部。ただし、５(3)ウについては１部とする。 

(5) 提出場所 

   〒025-8601 岩手県花巻市花城町９番 30号 

   花巻市市民生活部市民登録課市民登録第２係 

 

６ 公募型プロポーザル実施要領等の配布 

  令和４年９月９日（金）から花巻市ホームページに掲載しているものをダウンロードにより

取得すること。（郵送による配布は行わない。） 

  ホームページアドレス 

  https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/todokede/mynumber/1017114.html 

 

７ 質問の受付及び回答方法 

  本業務に関し質問がある場合は、次のとおり受け付ける。ただし、本業務に関する全般的な

質問を対象とし、審査に支障をきたす質問は受け付けない。 

(1) 質問方法 

   質問書（様式第３号）に記入の上、「花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 

  に係る質問」とし、電子メールで問い合わせること。 

(2) 受付期限 

   令和４年９月 22日（木）午後５時 

(3) 受付先 

   花巻市市民生活部市民登録課代表メール simin@city.hanamaki.iwate.jp 

(4) 回答方法 

   受け付けたすべての質問に対する回答をまとめ、令和４年９月 27日（火）までに花巻市ホ 

ームページで公開する。 

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/todokede/mynumber/1017114.html
mailto:simin@city.hanamaki.iwate.jp
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８ 審査項目及び配点 

(1) 審査方法 

   提出された企画提案について、「花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託プロ 

ポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、プレゼンテーション審査を 

行い、「花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託プロポーザル審査基準」（別紙 

１）に基づいて採点する。なお、選定委員会は非公開とする。 

(2) 企画提案説明（プレゼンテーション）について 

   ①概要 

    ・準備（５分） 

    ・提案資料説明（15分） 

    ・委員によるヒアリング（15分） 

    ・片づけ（５分） 

   ②参加者 

    ・提案事業者２名まで 

    ・委員５名及び事務局若干名 

   ③その他留意事項 

    ・プレゼンテーションは、本事業契約後に本業務の統括者や実際に業務に従事する者が

行うものとする。 

    ・プレゼンテーションの順番は、企画提案書の提出順とする。 

    ・提案書の内容を変更したりすることは認めない。 

 (3) 選定方法及び結果の通知 

①選定方法 

   選定委員会は、審査基準に基づき、提出書類及びプレゼンテーションに対する審査を行

い、点数が上位１位となったものを契約候補者とする。 

    本プロポーザルの参加者が１者のみの場合は、点数が満点の６割を超えていることを条

件に、契約候補者とする。    

②結果の通知 

選定結果については、各提案事業者に通知するとともに、市ホームページに掲載する。 

 

９ スケジュール 

  本プロポーザルの主な日程は次のとおりとする。ただし、本市の都合により日程を変更する

場合がある。 

内容 日程 

基本方針の策定 令和４年８月 23日（火） 

実施要領およびプロポーザル選定

委員会設置要綱の策定 
令和４年８月中旬～下旬 

プロポーザル選定委員会の開催 令和４年９月２日（金） 
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（審査方針決定） 

公告・実施要領の配布 令和４年９月９日（金） 

参加申込の受付 令和４年９月９日（金）～22日（木） 

参加資格審査期間 令和４年９月９日（金）～27日（木） 

質疑受付期間 令和４年９月９日（金）～22日（木）午後５時 

質疑に対する市の回答期限 令和４年９月 27日（火） 

企画提案書提出期限 令和４年９月 30日（金） 

審査（プレゼンテーション・ヒア

リング） 
令和４年 10月６日（木） 

審査結果通知 

見積書及び積算内訳書の徴収 
令和４年 10月 13日（木） 

見積書及び積算内訳書の審査 令和４年 10月 13日（木）～20日（木） 

契約締結 令和４年 10月下旬 

 

 

１０ その他留意事項 

 (1) 契約に関する基本的事項 

  ・契約内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、本市と契約候補者が協議を行

い決定する。本市と契約候補者との間で契約条件が合致せず、委託契約の締結ができない

場合は、次点の提案者を新たな契約候補者として協議を行う。 

  ・契約候補者の選定をもって企画提案書等に記載された内容すべてを承認するものではない。

契約候補者決定後、企画提案内容の仕様書への反映等について、市と協議を行い、項目の

追加・変更及び削除を行った上で、本契約の仕様書に反映し、再度見積合わせを行う。 

  ・契約方法及び支払方法は、花巻市財務規則（平成 18年花巻市規則第 60 号）の規定による。 

 (2) その他 

・本プロポーザルへの参加等に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

・提出書類は返却しない。 

・審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

・提出された企画提案書その他本件プロポーザルの実施に伴い提出された書類について、花 

巻市情報公開条例（平成 18年花巻市条例第 19号）に基づき情報公開請求があったときは、 

同条例の定めるところにより公開する場合がある。 

 

１１ 担当部署 

   花巻市市民生活部市民登録課市民登録第２係 担当 紺野、藤川 

   〒025-8601 岩手県花巻市花城町９番 30号（花巻市役所本庁本館１階） 

   電話番号：0198-41-3547（ダイヤルイン） FAX:0198-23-4105 

 

  



6 

 

別紙１ 

 

花巻市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託プロポーザル審査基準 

 

№ 評価項目 評価内容 配点 

１ 
業務全般に対する

考え方 

・業務の趣旨、目的が十分に理解されており、提案内容の方向

性が当市の目的に即しているか。 
１０ 

２ 業務の実施計画 
・提案内容に具体性があり、確実に実現可能な企画提案とな

っているか。 
１０ 

３ 提案内容の独自性 
・仕様書に定めた事項以外で、本業務を実施する上で効果的

な独自の提案があるか。 
１０ 

４ 業務体制 

・統括責任者及び現地管理者の業務実績は十分であり、円滑

に遂行できる体制となっているか。 

・本市との連絡調整体制は妥当か。 

１５ 

５ 業務従事者数 

・業務従事者数は的確に算出されているか。 

・申請者が想定を超えて来場した場合等に、混雑対策や人員

補強の体制が確保されているか。 

１０ 

６ 研修等 

・円滑な業務実施のために必要な対応マニュアル及び Q&A の

作成について具体的な企画提案となっているか。 

・業務従事者に対する教育及び研修体制について、具体的な

企画提案となっているか。 

１０ 

７ 会場運営等 

・より多くの申請受付を行えるような効果的かつ効率的な運

営ができる方法、体制が提案されているか。 

・使用する物品や執務環境に対して適切に配慮されているか。 

・個人情報の取扱いや情報セキュリティ等について十分に対

策が取られているか。 

１５ 

８ 広報・宣伝 
・出張申請サポートの実施を広く周知するための効果的かつ

効率的な方策が示されているか。 
１０ 

９ 業務実績 ・提案内容を裏付ける類似業務の履行実績があるか。 ５ 

10 見積金額 ・業務内容に対し、妥当で適切な積算がなされているか。 ５ 

合 計  １００ 
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【15点満点】        【10点満点】         【5点満点】 

 

特に優れている 15 点 

優れている 12 点 

標準 9点 

やや劣っている 6点 

劣っている 3点 

特に優れている 10点 

優れている 8点 

標準 6点 

やや劣っている 4点 

劣っている 2点 

特に優れている 5点 

優れている 4点 

標準 3点 

やや劣っている 2点 

劣っている 1点 


