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佐賀市滞納管理システム更新業務プロポーザル実施要領 

 

本実施要領は、佐賀市滞納管理システム更新業務にかかるプロポーザルの実施にあたり、この

プロポーザルに参加する者が仕様等を十分理解し、確実に履行できる技術力を有しているかと同

時に、提案される滞納管理システムが業務の目的達成に寄与するものであるかを審査することを

目的として、必要な事項を定めたものである。 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務の名称 

佐賀市滞納管理システム更新業務（以下「本業務」という。） 

(2) 業務の目的 

   現行の滞納管理システムは、滞納整理に必要な情報を佐賀市基幹行政システムＳＨＩＰＳ

（以下「ＳＨＩＰＳ」という。）からサーバに取り込み、滞納者への催告から滞納処分、換

価まで、また滞納にかかるデータ編集から進行管理に至るまでを一元的に管理するシステム

を構築している。 

  その滞納管理システムを更新し、更なる事務の簡素化・効率化を進め、収納率の維持・向

上を図ることを目的とする。 

(3) 業務内容 

詳細は別途提供する「佐賀市滞納管理システム仕様書」のとおりとする。 

(4) 導入期間と賃貸借期間 

  ア システム導入期間 

    契約締結日の翌日から令和３年５月３１日まで 

契約締結日の翌日からシステムの設定、データ移行及びテスト等の準備作業を行い、令

和３年４月からは仮稼動させて令和３年５月下旬までに引き渡すものとし、令和３年６月

１日から運用を開始することができる状態にすること。 

  イ  賃貸借期間 

令和３年６月１日から令和８年５月３１日まで（５年間、６０か月）とする。 

(5)  見積限度額（賃貸借経費） 

     金額７８，７８５千円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

    ※上記の(5)の金額は、システム構築にかかる経費であり、下記のア～キを含む。 

 なお、ＳＨＩＰＳとのデータ連携プログラムの、ＳＨＩＰＳ側の改修費用、現行滞納管

理システムからのデータ出力にかかる経費は除く。 

ア 初期導入費 

イ  提案滞納管理システムパッケージソフト経費 

ウ 提案滞納管理システムカスタマイズにかかる経費 

エ  システムのインストール・セットアップ・操作教育等にかかる経費 

オ  ＳＨＩＰＳとの連携にかかる提案滞納管理システム側の経費 

カ  現行滞納管理システムから提案滞納管理システムへのデータ取込にかかる経費 

   キ  ミドルソフトウェア経費 

     ・提案滞納管理システム動作に必要なソフトウェア（データベース等）新規導入経費 
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    ※また、上記の(5)の金額には、含まないが、以下のク、ケの経費を別途、算出すること。  

ク 令和３年６月１日から令和８年５月３１日までの保守費用 

・提案滞納管理システム保守費用 

・提案滞納管理システム動作に必要なソフトウェア（データベース等）保守費用 

   ケ 提案滞納管理システムを契約終了後、引き続き使用する場合の経費 

(6)  ハードウェアについて 

    滞納管理システム更新に際し、以下のハードウェアを別調達で予定している。 

    提案者は自社システムが安定稼動するハードウェア構成、ミドルウェア構成を提案するこ

と。 

   ア サーバ：１台以上（WindowsServer2016 又は WindowsServer2019） 

 イ クライアントパソコン：６３台（Windows10、Microsoft Office Personal 2019） 

 ウ レーザープリンタ：６台（Ａ３まで出力、両面印刷対応） 

(7) 業務場所 

    佐賀市市民生活部納税課及び佐賀市保健福祉部保険年金課（佐賀市栄町１番１号） 

(8) 契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

（債務負担行為による賃貸借契約とし、契約期間中の分割払とする。） 

 

２ 公募及び選定スケジュール等 

スケジュール等は以下のとおりとする。 

実施内容 実施期間または期日 

公募開始 令和２年５月１８日（月） 

参加申込期限 令和２年５月２９日（金）午後５時 

質問書受付期限 令和２年６月５日（金）午後５時 

提案書受付期間 令和２年６月１２日（金）午前９時～ 

令和２年６月１９日（金）午後５時 

一次審査（書類審査）の結果通知 令和２年６月３０日（火）（予定） 

二次審査（デモンストレーション審査） 令和２年７月１０日（金）（予定） 

二次審査結果通知 令和２年７月２０日（月）（予定） 

三次審査（プレゼンテーション審査） 令和２年７月３０日（木）（予定） 

三次審査結果通知 令和２年８月７日（金）（予定） 

契約締結 令和２年８月中旬頃（予定） 

※業務完了の期限：令和３年５月３１日（月） ※延長はできないものとする。 

 

３ 参加資格要件  

本プロポーザルに参加することができる者は、令和２年４月１日現在、次に掲げる要件の全

てを満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 
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(2)  破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定により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）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただ

し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を

受けた場合は、この限りではない。 

(3) 公募開始から申込までの間に、国及び地方自治体から指名停止を受けている期間中の者で

ないこと。 

(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(5) 警察から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準じる者として、公共事業

からの排除要請があった者のうち、当該状態が継続しているなど請負者として不適当であ

ると認められる者でないこと。 

(6) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(7) 本市と同等以上の人口規模の自治体で滞納管理システムの稼動実績があり、仕様書に掲げ

る業務を履行できる能力があること。 

(8) 専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。 

(9) 本市の指示に柔軟に対応できること。 

 

４ 参加申込の方法 

本プロポーザルへの参加申込については以下のとおりとする。 

(1)  参加申込期限 

   令和２年５月２９日（金）午後５時まで（必着） 

(2)  提出書類 

   参加申込書【様式第１号】代表者印押印のものを１部提出すること。 

(3) 提出方法 

   事務局に持参又は郵送により提出すること。 

   ※郵送の際は、必ず事前に電話連絡すること。 

(4)  参加を辞退する場合 

   提案辞退届【様式第２号】を事務局に持参又は郵送により提出すること。 

 

５ 質問及び回答 

(1) 質問方法 

提案書作成にあたり、質問がある場合は、質問書【様式第３号】を作成し、電子メールに

て提出すること。質問は、提案書等の作成にかかる質問に限るものとし、評価及び審査にか

かる質問は受け付けないものとする。 

(2)  質問書受付期限 

令和２年６月５日（金）午後５時まで（必着） 

(3) 回答方法 

回答は、すべての参加者に対し、質問回答書【様式第４号】により電子メールにて回答す

るものとする。 

(4) 質問回答書の取扱い 
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質問回答書の内容については、提供資料（本実施要領及び仕様書等）の追加又は修正とし

て取り扱うものとする。 

 

６ 提出書類 

「佐賀市滞納管理システム更新業務公募型プロポーザル」提案書【様式第５号】に以下の書

類を添付すること。 

(1)  提案書１：『佐賀市滞納管理システム提案書』 

(2)  提案書２：『機能一覧表・提案仕様書(別紙１)』 

(3)  提案書３：『帳票一覧表・提案仕様書(別紙２)』 

(4)  提案書４：『経費見積書・「見積書」、「保守費用の見積書」及び「５年後のシステム更新費

用見積書」（※５年後に継続して使用する場合）』 

(5)  導入実績表 

(6)  商業登記簿謄本（原本） 

(7)  国税完納証明書（税務署で交付される税務署様式） 

(8)  市町村税完納証明書（事業者の所在地の市町村税に未納がないことを証明する書類） 

(9)  財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）（本提案を提出する直前の決算期におけるもの） 

(10) 誓約書【様式第６号】 

    ※(7) (8)については、申込日から遡って６か月以内に発行されたもの。 

 

７ 提出内容及び作成要領 

(1)  様式 

ア 用紙は原則Ａ４版の普通紙とし、提案書１、提案書２及び提案書３については両面印刷

可、提案書４については両面印刷不可とする。 

     ただし、図表等を作成するため、Ａ３版の普通紙を使用する場合は片面印刷とする。 

イ 提案書１の様式及び記載方法などは自由であり、縦書き、横書きの指定はない。 

ウ 提出書類に使用する文字は、分かりやすく見やすい文字（原則１１ポイント以上）を使

用すること。 

エ 図表等を用い、分かりやすく見やすい提案書を作成すること。 

   オ  提案書１については、各ページの下段中央部にページ番号を記載すること。 

カ  提案書の表紙及びページ仕切りは、ページ数に含まないこととする。 

キ 提案書１～提案書４の提出部数は１４部とし、そのうち提案書４については正本１部、

副本１３部とする。 

ク 提案書正本の表紙には、社名及び代表者名を記載し、押印すること。副本には押印しな

いこと。 
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【提案書１のページ数について】 
Ａ４版の場合                   Ａ３版の場合 

片面で１ページ分、両面で２ページ分        片面で２ページ分、両面不可 

 

 

 

 

【提案書の調製方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  提案書の内容 

  ア 提案書１：『佐賀市滞納管理システム提案書』 

      別添「佐賀市滞納管理システム仕様書」における各項目を網羅した内容で作成し、表紙

を除き概ね４０ページでまとめること。 

     提案書１の記載要項は以下のとおりとする。 

(ア)  提案基本方針 

a  会社概要 

    ｂ  提案基本方針 

     ｃ システムの概要 

      ｄ  開発実績 

       (イ)  システムについて 

   ａ システムの特長 

         ｂ 主な機能 

     ｃ セキュリティ機能 

     ｄ 基幹システムとの連携 

   ｅ データ移行  

提案書４ 

 

提案書４ 

 

正本：押印有       副本：押印無 

（表） 
----- 
----- 
----- 
----- 
１ 

（表） 
     ------- 
     ------- 

 
-------- 

１    ２ 

（裏） 
----- 
----- 
----- 
----- 
２ 

・・・ 

図表 

図表 

提案書３ 

 

提案書２ 

提案書１ 

表紙 

（自由） 

一冊にまとめること 

提案書３ 

 

提案書２ 

提案書１ 

表紙 

（自由） 

１４部作成 
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(ウ)  導入作業について 

        ａ 導入作業の考え方 

         ｂ  導入体制 

      ｃ  導入スケジュール 

      ｄ  操作教育 

    ｅ  前提ハードウェア、使用ミドルウェア（データベース等）構成 

      ｆ  本市への依頼事項（作業分担） 

(エ)  保守について 

   ａ  運用支援・保守内容 

          ｂ  サポート体制  

      ｃ  法改正対応 

      ｄ  本稼動後の要望カスタマイズに対する考え方 

   イ 提案書２：『機能一覧表・提案仕様書(別紙１)』 

 「判定」「カスタマイズ費用等」「備考」欄に該当する内容を記載し、提出すること。 

ウ 提案書３：『帳票一覧表・提案仕様書(別紙２)』 

「判定」「カスタマイズ費用等」「備考」欄に該当する内容を記載し、提出すること。 

エ 提案書４：『経費見積書・「見積書」、「保守費用の見積書」及び「５年後のシステム更新

費用見積書」（※５年後に継続して使用する場合）』 

下記の各工程と積算内容について個別に提示すること。 

(ア)  システム構築にかかる経費 

    a  初期導入費 

b  提案滞納管理システムパッケージソフト経費 

c  提案滞納管理システムカスタマイズにかかる経費 

d  システムのインストール・セットアップ・操作教育等にかかる経費 

e  SHIPS との連携にかかる提案滞納管理システム側の経費 

f  現行滞納管理システムから提案滞納管理システムへのデータ取込にかかる経費 

      g   ミドルソフトウェア経費 

           h  その他必要な経費（交通費等） 

  (イ)  システム運用管理にかかる経費（令和３年６月１日より５年分） 

a  パッケージソフト保守費用（対応条件：平日８：３０～１８：００程度） 

b  ミドルソフトウェア保守費用（対応条件：平日８：３０～１８：００程度） 

    (ウ)  ５年間経費試算表 

(エ)  提案滞納管理システムを契約終了後、引き続き使用する場合の経費 

            ※契約終了後引き続き使用する場合の経費をみるために、令和３年６月１日の運

用開始から５年後である、令和８年６月１日から５年間に要する経費見積書（パ

ツケージソフト経費や保守費用等）も算出して提出すること。 

      ※見積書は、宛名を「佐賀市長 様」とし、見積年月日、見積金額を記入すること。 

見積書には、社名及び代表者名を記載し、押印すること。 

    オ 導入実績表 

  様式は任意。これまでのシステム導入実績の自治体の一覧表で、自治体の名称・人口
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及び導入したパッケージ製品名称・バージョン、連携した基幹システムの名称、稼働年

月日を記載すること。 

  提出部数：１４部 

カ 商業登記簿謄本（原本）、国税完納証明書、市町村税完納証明書、財務諸表（貸借対照

表及び損益計算書）、誓約書【様式第６号】 

  提出部数：各１部（正本 1部） 

 

８ 提案書等の提出方法等 

(1)  提出方法 

   事務局に持参又は郵送により提出すること。 

   ※郵送の際は、必ず事前に電話連絡すること。 

(2)  提出期限 

   令和２年６月１９日（金）午後５時まで（必着） 

(3) 留意事項 

ア  企画提案は、各参加者１提案とし、仕様書の内容を含んだものとすること。ただし、仕

様書どおりでなくても代替案や別提案が示されれば、この限りではない。 

イ 提出期限内に指定の書類の提出がない場合や揃っていない場合は、失格とする。 

ウ 提案書提出後における提案書記載内容の追加及び変更は原則認めない。 

エ 提出された提案書等は、一切返却には応じない。 

オ 提出された提案書等は、必要に応じて複製する場合がある。 

    

９ 審査及び選定方法 

 (1)  審査機関 

   本プロポーザルにおける審査は、佐賀市滞納管理システム選考委員会において行う。(以

下「選定委員会」という。) 

 (2)  審査方法 

   提出された提案書に基づき、一次審査（書類審査）及び二次審査（デモンストレーション

審査）を行い、その後、選定委員会において三次審査（プレゼンテーション及びヒアリング

審査）を行い、評価項目ごとに採点し、各審査員の採点の平均を審査点とする。 

(3)  一次審査（書類審査） 

ア  提出された提案書について書類審査を行う。 

イ 書類審査の結果はすべての提案者（担当者宛）に電子メールで通知し、書類審査通過者

に対しては、併せて二次審査（デモンストレーション審査）に関する通知を行う。 

   ウ 審査に対する問い合わせまたは異議の申し立ては、一切応じないものとする。 

(4)  二次審査（デモンストレーション審査） 

ア  日時及び会場は、書類審査通過者に対して電子メールで別途通知する。 

イ デモンストレーションを行う順番は、佐賀市において決定するものとする。 

ウ 提案書の内容や機能などのデモンストレーションを６０分以内で行い、引き続き質疑を

２０分程度行う。 

エ 説明機材については、デモンストレーション用のスクリーン及びプロジェクターは事務
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局で用意するが、その他必要な関係機材があれば各自提案者が用意すること。 

オ デモンストレーション参加者は４名以内とする。 

カ 二次審査は非公開とする。 

キ 二次審査の結果は、二次審査の参加者（担当者宛）に電子メールで通知し、二次審査通

過者に対して、併せて三次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）に関する通知

を行う。 

(5)  三次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

  ア 日時及び会場は、二次審査通過者に対して電子メールで別途通知する。 

イ  プレゼンテーションを行う順番は、佐賀市において決定するものとする。 

ウ  最初にプレゼンテーションを４５分以内で行い、引き続き、ヒアリングを１５分程度行

う。 

エ 提案書の説明に２０分程度の時間を設けること 

オ  本業務における佐賀市との連携を念頭に、簡潔かつ明瞭な説明を心掛けること 

カ 説明機材については、プレゼンテーション用のスクリーン及びプロジェクターは事務局

で用意するが、その他必要な関係機材があれば各自提案者が用意すること。 

キ プレゼンテーションの際に使用するスライドの写しについては、必要に応じて作成し配

布することができる。 

ク プレゼンテーション参加者は４名以内とする。 

ケ  三次審査は非公開とする。 

コ 一次審査及び二次審査の審査点に三次審査の審査点を加えた合計点で最高点を得た者

を、受託候補者として選定する。なお、最高点を取得した者が複数ある場合は、見積金額

が最も低い者を受託候補者とし、合計点、見積金額とも同じ場合は審査員による決選投票

により受託候補者を選定し、投票結果が同数のときは、委員長の決するところとする。 

(6)  審査基準項目及び配点表 

審査基準項目 配点 

提案書、導入実績による評価 ２５０点 

機能一覧表による評価 ３００点 

帳票一覧表による評価 ２５０点 

経費見積書による評価 ２００点 

デモンストレーションによる評価 ２００点 

プレゼンテーション及びヒアリングによる評価 ２００点 

合  計 １４００点 

 

１０ 三次審査結果の通知 

個別に書面により通知する。 

 

１１ 仕様の調整 

  受託候補者と佐賀市との間で、契約を締結するための仕様書等の調整を行い、契約内容を確

定する。 
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１２ 失格事項 

(1)  業者選定にあたり、選定委員や市職員等の関係者に対し、公平性を損なうような接触があ

った場合 
(2)  特別な理由がなく、提出書類等が受付期間内に提出されなかった場合、また、二次審査及

び三次審査の開始時刻に遅れた場合 
(3) 申込後に「３参加資格要件」に記載する要件を満たさなくなった場合 
(4) 「９審査及び選定方法」の規定を遵守していない場合 
(5) 本プロポーザルの参加申込書及び提案書等に虚偽の記載をした場合 

(6) 見積限度額を超える提案を行った場合 

(7) その他不正な行為があった場合 

 

１３ その他 

(1)  本プロポーザルへの参加に係る費用は、参加者の負担とする。 

(2) 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外に使用しない。 

(3) 提出書類の作成のため佐賀市から受領した資料等は、佐賀市の了解なく公表し、又は使用

してはならない。 

(4)  提出された書類は返却しない。 

(5) 提出された書類は、佐賀市滞納管理システム更新業務にかかる業者選定のための資料であ

り、提出された書類に関する著作権等の主張は認めない。 

 

１４ 事務局 

 本プロポーザルに係る事務局は以下のとおりとする。 

 事務局：佐賀市 市民生活部 納税課（担当：道田、浅見、百崎） 

〒８４０－８５０１ 佐賀市栄町１番１号（佐賀市役所３階） 

電話：０９５２－４０－７０７７(直通) 

FAX：０９５２－２５－５４０８ 

E-mail：nozei@city.saga.lg.jp 

 

 

 


