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1. 情報提供依頼目的 

(1) 件 名 

豊島区公文書管理システム構築業務委託に向けたRFI 

 (2)目 的 

  平成31年3月25日に「豊島区公文書等の管理に関する条例(以下、条例という。)」を制定し、令

和元年10月1日より施行した。条例に基づき、適正な文書管理をより厳密に行うため、紙文書・フ

ァイルサーバー上の電子文書とともに一元的な管理を行う機能や決定済み電子文書の改ざん防止

を強化した機能などを盛り込んだ公文書管理システムが求められている。 

また、これに加え、本区が保有する文書管理システムは、平成21年より稼働開始から10年が経

過しており、ハードウェア、ソフトウェア自体の老朽化が進んでいる状況であり、システムの更

改を検討しなければならない。 

以上の背景から、本区では来年令和3年度にこれら2つの要求事項に応えた公文書管理システム

の構築を実施することとした。業務要件とシステム要件の両面からの検討を行い、共通基盤シス

テム等の連携先との調整を実施しつつ、目的に則したシステム構築を実現する必要がある。 

 今後、システムの構築業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式で選定していくにあた

っての参考とするため、RFIを実施する。 

 

2. 本区概要 

(1) 本庁舎所在地 

  東京都豊島区南池袋 2-45-1 

(2) 職員数 

 ・正規職員        約 2,000 名 

 ・会計年度任用職員等   約 1,700 名 

 

3. 参加資格及び申込方法 

(1) 応募資格 

参加表明書の提出日現在において、以下の要件をすべて満たし、提出された書類の記載事項に

虚偽がない者とする。 

(a)文書管理システムの導入実績があること。 

(b)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 

(c)豊島区競争入札参加停止及び指名停止措置要綱（平成20年8月1日総務部長決定）による指名 

停止措置を受けていないこと。 

(d)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者であること。 

(e)豊島区暴力団等排除措置要綱（平成21年3月6日総務部長決定）による入札参加除外措置を 

受けていないこと。 

(f)本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。 
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(2) 参加表明書および守秘義務に関する誓約書の提出 

本業務に係る提案意思について、次の方法により提出すること。 

①期限 

令和2年8月11日（火）午後5時 

②提出書類 

・様式7「参加表明書」 

・様式8「守秘義務に関する誓約書」 

③提出方法 

上記の書類を記入・押印のうえ、「10. 提出先・問い合わせ先」へ郵送もしくは持参するこ

と。先に電子メールで提出し、追って原本を提出する方法を可とする（原本の提出は期限後

でも構わない）。電子メールでの提出の際には、押印省略可。 

標題 ：【豊島区公文書管理システム構築業務委託に向けたRFI】参加（会社名） 

    ④その他 

     様式7および様式8の提出が確認できた後、ホームページに掲載していない別紙2～7および

様式3の資料を電子メールで送付する。 

 

4. RFI スケジュール 

  主なスケジュール（予定） 

内容 日程 

実施要領の公表 令和 2年 7 月 27 日（月） 

参加申込締め切り 令和 2年 8 月 11 日（火） 

質問受付期間 
令和 2年 7 月 27 日（月）～ 

     8 月  11 日（火） 

質問に対する回答 令和 2年 8 月 19 日（水） 

情報提供様式による回答提出締め切り 令和 2年 8 月 28 日（金） 

 

5. 質問及び回答 

(1) 質問 

本実施要領及び別紙資料に対して質問がある場合は、次の方法により行うこと。 

電話での質問には応じないため、留意すること。 

なお、質問票の内容に疑義が生じた場合は、質問者に連絡する。 

①受付期間 

令和2年7月27日（月）～令和2年8月11日（火）午後5時必着とする。 

②提出方法 

様式6「質問票」に質問等を記入し、「10. 提出先・問い合わせ先」へ電子メールで送信する 

こと。 

標題 ：【豊島区公文書管理システム構築業務委託に向けたRFI】に関する質問（会社名） 
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(2) 回答 

質問に対する回答は、参加者全てに対して、次の方法により行う。 

①回答日 

令和2年8月19日（水）予定 

②回答方法 

様式7「参加表明書」に記載されたメールアドレスに電子メールで送信する。 

③その他 

同趣旨の質問が複数あった場合には、まとめて回答する。 

質問者の名称等については公表しない。 

 

6. 情報提供依頼内容 

提案者は、以下の様式を使用して回答を作成すること。 

(1) 様式1「会社概要」 

(2) 様式2「提案パッケージシステム」  

(3) 様式3「機能要件対応表」 

 別紙3「公文書管理システム機能要件一覧」に対する実現方法等を回答すること。  

(4) 様式4「構築スケジュール案」 

 

7. 概算見積書の作成 

提案者は、様式5「提案見積内訳書」を作成すること。 

構築業務のほか、システム稼働後５年分の運用保守業務についてもあわせて概算見積金額を提示

すること。なお、運用保守業務の仕様については、別紙7「運用保守業務仕様書」を参照のこ

と。 

 

8. 情報提供様式による回答提出 

回答の提出は、次の方法により行うこと。 

必要に応じて追加資料の提出を求める場合があるので留意すること。 

(1) 提出書類 

様式1～様式5 

※Excelファイル形式で提出すること（PDFに変換しないこと）。 

 (2) 提出期限 

令和2年8月28日（金）午後5 時必着とする 

期限に遅れた場合は受理しないため、注意すること。 

(3) 提出方法 

「10. 提出先・問い合わせ先」へ提出書類を電子メールで送付すること。 

(4) 回答提出の辞退 
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情報提供様式による回答提出を辞退する場合は、令和2年8月28日（金）午後5時までに様式9

「参加辞退届」を記入・押印のうえ、「10. 提出先・問い合わせ先」へ郵送もしくは持参する

こと。先に電子メールで提出し、追って原本を提出する方法を可とする（原本の提出は期限後

でも構わない）。電子メールでの提出の際には、押印省略可。 

標題 ：【豊島区公文書管理システム構築業務委託に向けたRFI】辞退（会社名） 

 

9. その他留意事項 

・電子メール等の通信事故については、豊島区はいかなる責任も負わない。 

・本件手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

・提案のための費用は、提案者の負担とする。 

・提出された資料等は返却しない。 

・提出された資料等に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属することとする。 

・本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

・システムの導入支援業務および構築の監理業務については、コンサルタントを活用する予定。 

・不明な点は、「10. 提出先・問い合わせ先」まで連絡すること。 

 

10. 提出先・問い合わせ先 

住所 ：〒171-8422 豊島区南池袋 2-45-1 

所属 ：豊島区総務部総務課文書グループ  宛 

TEL ：03-4566-2553 

メールアドレス ：A0010704@city.toshima.lg.jp 


