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令和４年度 名寄市自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進

業務委託 公募型プロポーザル実施要領

１．趣旨

この実施要領は、令和４年度名寄市自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

推進業務を委託するに当たり、受託候補者を公募型プロポーザル方式により特定するために

必要な事項を定めるものとする。

２．業務の概要

(1)件名 令和４年度 名寄市自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進業務委託

(2)目的 別紙「令和４年度名寄市自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進業

務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり

(3)契約期間 令和４年７月１日から令和５年３月３１日まで

(4)業務内容 別紙「仕様書」のとおり

３．令和４年度予算限度額

(1)総額 ２２，９８４，０００円（消費税含む。）

上記金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すものであり、 提

案に当たっては上記金額を超えないものとする。

(2)支払いは、契約満了後の一括払いとする。

(3)当該委託に係る予算の議決が得られないときは、契約事務手続を行わない。

なお、この場合において市はいかなる責めも負わない。

４．参加資格要件

次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) ＤＸ推進事業を行うにふさわしい計画力・資力等を備えた事業者であること。

(2) 国又は地方公共団体等のＤＸ推進事業等の実績があること。

(3) 契約日までに令和３・４年度名寄市入札参加者名簿に登録されている者であること。

(4) 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者であ

ること。
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(5) 法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税、地方消費税、事業税及び都道府県民

税並びに市町村民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。

(6) 名寄市自治体ＤＸ推進事業公募型プロポーザル実施要綱公示日以降に、国及び地方公共団

体から指名停止措置を受けていないこと。

(7) 名寄市暴力団排除条例（平成２５年名寄市条例第２６号）第２条第１号から第３号に該

当しないこと及び名寄市契約等における暴力団等排除措置要綱（平成２５年名寄市告示第

１０３４号）第６条よる措置を受けていない者であること。

(8) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生

（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされているなどの経営状態

が著しく不健全でないこと。

(9) 次に定める届出の義務を履行している者（当該届出義務がない者を除く。）であるこ

と。

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

(10) その他必要と認められる要件

５．説明会

本プロポーザルに関して説明会は実施しない。

６．参加表明手続

(1) 提出書類

ア 参加表明書（様式１）

イ 参加表明書別紙（様式１別紙）

ウ 会社概要書（任意書式）

エ 参加資格確認結果通知書の返信用封筒 １枚

※ 定型封筒を使用し、通知書郵送先の宛先を明記の上、８４円切手を貼付のこと。

(2) 提出先

名寄市役所総務部デジタル推進担当 〒096-8686 名寄市大通南１丁目１番地

(3) 提出方法

名寄市役所総務部デジタル推進担当に持参又は郵送すること。
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郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。

(4) 提出期限

令和４年４月１５日（金）午後５時まで

(5) 参加資格要件の確認結果

令和４年４月２１日（木）に参加資格確認結果通知書を送付する。

７．提案書の受付

参加資格要件の確認の結果、参加資格を有すると認められた者から、次のとおり提案書

を受け付けるものとする。

(1) 提出書類

提案書 正本１部、副本９部とし、紙媒体に加え、ＣＤ－Ｒ等に格納した電子データも併

せて提出すること。

(2) 提案書作成上の留意点

ア 任意書式Ａ４縦長横書きとし、表紙目次を含めて両面で３０ページ以内とすること。

ただし、これにより難い場合は Ａ３版の使用も可。また、必ずページ番号を表記するこ

と。

イ 提案書は、次に示す記載内容の各項目に従い、簡潔明瞭に記述すること。また、できる

限り別紙「仕様書」の内容を具体的に提案し、簡素な文書を用い、専門知識を有しない

者でも理解できるよう、視覚的にもわかりやすい表現となるよう留意すること。

提案書記載内容

第１章 企画概要

企画提案する業務概要、作業工程について記載すること。

第２章 名寄市ＤＸ推進基本計画の策定

① 現状把握と課題整理

② 令和５年度予算要求資料等の作成支援

③ 素案、骨子の提案

④ 名寄市ＤＸ推進基本計画（仮称）の策定

第３章 業務量調査・業務改革（ＢＰＲ）

① 業務量調査、課題整理、業務改革（ＢＰＲ）についてそれぞれ記載すること

② 報告書等結果のサンプルがあれば添付すること。
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第４章 職員研修・人材育成

① 職員研修について、方針、目標、開催方法等について記載すること。

② 業務改善ワークショップについて、方針、目標、開催方法等について記載すること。

第５章 自治体情報システムの標準化・共通化

① 標準化・共通化対象業務における現行事務処理フロー及び移行後事務処理フローの作

成

② 標準システム移行に向けたシステム選定の相談、助言を行うこと。

第６章 行政手続のオンライン化

最適な事務処理方法や、手続オンライン化のために必要なシステム等の相談、助言を行う

こと。

第７章 令和５年度から令和７年度までの想定業務

想定業務のほか企画提案する業務概要、作業工程について記載すること。

第８章 実施体制

① 本業務の遂行に係る従事者全体（再委託先も含む。）の体制図を示すこと。

② プロジェクトマネージャー及びチームリーダーの業務実績、経歴、資格等について具

体的に記載すること。

③ 現状調査・課題整理・計画案作成の各フェーズにおける人員体制を記載すること。ま

た、各フェーズで本市に求める役割を明確に示すこと。

④ 会議等の開催方法、頻度（時期）、参加者等についての想定を記載すること。

⑤ 本市ＤＸ推進本部（仮称）等の会議運営に対する支援方針、内容について記載するこ

と。

第９章 スケジュール

全体スケジュール及び進捗管理方法について記載すること。

第１０章 見積額

見積額について、積算内訳書とは別に各工程への資金配分の理由（方針）を記載するこ
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と。

第１１章 計画策定後の支援

令和５年度以降、本市の DX を推進していく際の支援について、個別課題の事業化、職員

研修、官民連携組織の運営等、必要経費も含めて具体的に記載すること。

第１２章 その他提案事項

上記第１章～１１章のほか、本市のＤＸ推進にあたり有益であると思われる提案があれば

記載すること。

(3) 提出先 名寄市総務部デジタル推進担当

(4) 提出方法 名寄市総務部デジタル推進担当に持参又は郵送すること。郵送の場合、一般書

留郵便または簡易書留郵便で提出すること。

(5) 提出期限 令和４年５月１３日（金）午後５時まで（市役所の閉庁日を除く。）

８．提案書に関する質問と回答

提案書の作成にあたっての質問は、「質問応答書（様式３）」を持参又は電子メールに添付

する方法により受け付ける。電子メールにより行う場合は電話連絡をすること。

(1) 質問受付期限 令和４年４月２８日（木）午後５時まで（市役所の閉庁日を除く。）

(2) 電子メール タイトルは、「名寄市自治体ＤＸ推進業務委託質問書【事業者名】」とす

ること。 宛先 ny-joho＠city.nayoro.lg.jp

(3) 回答方法 「質問応答書ヒア（様式４）」にてメールで回答する。また、名寄市ホームペ

ージでも随時掲載する。

(4) 連絡先 名寄市総務部デジタル推進担当

電話 ０１６５４－３－２１１１ 内線３４００、３４０２、３４１０

９．ヒアリング

提案書の内容を評価するに当たり、ヒアリングは実施しない。

１０．評価及び結果通知

(1) プレゼンテーション

ア 日 時 令和４年５月２０日（金）※時間詳細については後日連絡

イ 会 場 オンラインによるプレゼンテーションを予定。
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※後日アカウントを提供予定。

ウ 出席者 最大４名

エ 内 容 説明は３０分以内、質疑応答は２０分程度。※準備時間は含まない。

オ その他 プロジェクトマネージャーが提案内容についての説明を行うこと。

(2) 選定委員会

評価は、令和４年度 名寄市自治体ＤＸ推進事業公募型プロポーザル選定委員会を設置

し実施する。

(3) 評価方法

指定した様式に基づいて提出された書類一式について、評価基準に基づき公平かつ客

観的に評価を行い選定する。

(4) 評価基準

評価基準 配点

評価項目 評価の視点

事業者

評 価

事業者としての経験・実績を積んでいるか。

他自治体でのシステム構築の実績を積んでいるか。
１０

ＤＸ推進

計画評価

本市仕様の理解度・熟度が適正か。

庁内・地域問わず令和４年度以降のＤＸ展望を描けているか。
２０

業務改革

評 価

庁内業務全体量の把握方法について明確で実現可能な手法が取

られているか。

職員の意識改革を含め、組織体制づくりに向けた取り組みがな

されているか。

職員研修が確実に実施でき、機運上昇が期待できるか。

３０

導入スケ

ジュール

導入費用

評 価

全ての業務工程においてスケジュールは適切か。

調査等、計画策定に係る本市の負担の軽減について工夫されて

いるか。

提案内容は仕様書に沿った内容で具体的で実現性があるか。

２０

サポート

体制評価
円滑な業務運用のためのサポート体制が確保されているか。

１５

提案者 本市の特徴を捉えた企画提案がなされているか。質問のやり取り ５
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(5) 受託候補者の決定

各審査者の評価点の合計点が最も高い提案を行った事業者を、受託候補者として選定す

る。なお、同点の場合は、見積書の金額が低い者を受託候補者とする。

(6) 結果通知

結果の通知については、プロポーザル参加者に提案書等評価結果通知書により通知する。

11. 提案資格の喪失等

次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案はすることができない。また既に

提出された提案書は無効とする。

(1) 「４．参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 本市に提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

12．その他

(1) 本プロポーザルに係る費用は参加事業者の負担とする。

(2) 提案書は１者１提案までとし、提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。

(3) 提出された書類は返却しない。

(4) 市は、提出された書類について、名寄市情報公開条例(平成２７年名寄市条例第４３

号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することがある。

(5) 市は、提出された書類について、提出した者に無断で本プロポーザルの目的以外に使

用しない。

13．スケジュール

評 価 は明確で柔軟性を持ち合わせているか。

合計点 １００

募集告知開始 令和４年４月８日（金）から

参加表明手続締切 令和４年４月１５日（金）午後５時まで

プロポーザル方式参加資格

確認結果通知書発送
令和４年４月２１日（木）

質問締切 令和４年４月２８日（木）午後５時まで
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14.問合せ先

名寄市総務部デジタル推進担当

担 当 木村、中川、南坂

電 話 ０１６５４－３－２１１１ 内線３４００、３４０２、３４１０

E-mail ny-joho＠city.nayoro.lg.jp

提案書提出締切 令和４年５月１３日（金）午後５時まで

プレゼンテーション 令和４年５月２０日（金）

選定委員会開催 令和４年５月２３日（月）までの間に開催予定

評価結果通知発送 令和４年５月２３日（月）頃までに通知予定

契約事務手続 令和４年６月下旬から７月上旬の間を予定


