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1 委託業務概要 

(1) 件名 

豊島区標準システム移行支援委託 

(2) 本業務を実施する目的 

令和3年 9月 1日施行の「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により標準システム

への移行が義務とされ、国が策定した『自治体DX推進計画』において，自治体の主要業務システム

を標準化・共通化し，令和７年度末までに全ての自治体が標準化・共通化システムへ移行することが

自治体の重点取組事項と定義された。こうした状況に鑑み，本業務では、豊島区（以下「本区」とい

う）が目標期限までに着実に業務を遂行させるための計画策定にあたり，各種調査分析や計画策定，

経費積算等の業務について円滑かつ確実な推進の支援を目的とする。 

2 調達内容 

(1) 調達方法 

公募型プロポーザル方式 

(2) 委託期間 

契約締結日から令和5年3月 31日までとする。 

なお、標準システム移行完了まで契約更新を可能とする。ただし、契約を保証するものではない。 

(3)  業務内容 

令和4年度については別紙仕様書の通り。 

令和 5年度以降については下表の⑧から⑰の作業、およびPMO業務の委託を想定している。 

なお、提案によって業務内容および実施時期は変更となることがある。

フェーズ 作業項目 対応想定年度 

計画立案 ①推進体制の立ち上げ 令和 4年度 

②現行システムの概要調査 令和 4年度 

③標準仕様との比較分析 令和 4年度 

④移行計画作成 令和 4年度 

⑤ベンダに対するRFI資料作成 令和 4年度 

システム選定 ⑥RFIの実施 令和 4年度 

⑦RFI結果分析および移行計画の詳細化 令和 4年度 

⑧予算要求 令和 4年度から令和6年度 

（⑨ベンダへ提案依頼） 令和 5年度、または令和6年度 

（⑩ベンダ選定・決定） 令和 5年度、または令和6年度 

⑪契約・詳細スケジュール確定 令和 5年度、または令和6年度 

⑫特定個人方法保護評価 令和 6年度、または令和7年度 

移行 ⑬システム移行時の設定 令和 6年度、または令和7年度 

⑭データ移行 令和 6年度、または令和7年度 

⑮テスト・研修 令和 6年度、または令和7年度 

⑯次期システムに合わせた既存環境の設定変更 令和 6年度、または令和7年度 

⑰条例・規則等改正 令和 6年度、または令和7年度 
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 (4) 参考価格 

令和4年度から令和x年度まで 単年度30,000,000 円（消費税等を含む） 

令和 5年度から令和7年度まで 各年度18,000,000円（消費税等を含む） 

ただし、令和5年度以降は予算の成立を以て確定とする。 

(5) 募集スケジュール（予定） 

内容 日程 

参加意向申出書の提出締切 令和 4年 4月 4日（月）午後3時必着 

参加資格確認結果通知書及び関係書類等の配

付 

令和 4年 4月 5日（火） 

質問票の提出締切 令和 4年 4月 12日（火）午後3時必着 

質問に対する回答 令和 4年 4月 15日（金）（予定） 

企画提案書等の提出辞退の締切 令和 4年 4月 20日（水） 

企画提案書の提出締切 令和 4年 4月 22日（金）午後3時必着 

一次評価結果通知 令和 4年 5月 13日（金）（予定） 

二次評価（企画提案ヒアリング） 令和 4年 5月 23日（月）（予定） 

最終評価結果通知 令和 4年 5月下旬 

審査結果の公表、契約締結 令和 4年 6月 

(6) 履行場所 

 豊島区が指定する場所において実施すること。 

3 参加資格 

以下の条件をすべて満たすこと。また、参加資格確認後において、資格要件を満たさなくなった場合

は、参加資格及び契約交渉権を取り消す場合がある。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4の規定のいずれにも該当しない者であ

ること。 

(2) 会社更生法（令和14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、または民事再生法（令

和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。 

(3) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。 

(4) 調達公示日現在、国または地方自治体における自治体システム標準化支援委託について、元請け

としての受託実績を有すること。 

(5) 令和 4年 4月 1日時点で、移行対象とする豊島区の基幹システム開発・運用・保守等に関わって

いないこと。 
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4 参加申込 

参加を希望する者は、参加資格確認のため、参加意向申出書等を期限内に提出すること。参加申込

は、次の方法により電子メールで行うこと。追って本区より、受領確認メールの送信を行うが、一日経

過しても受領確認メールが届かない場合は、「11 問合せ先・提出先」まで電話で問い合わせること。 

(1) 提出期限 

令和4年 4月 4日（月）午後3時必着 

(2) 提出書類 

① 参加意向申出書（様式1） 

② 誓約書（様式2） 

③ 「3 参加資格」(3)、(4)を確認できる「書面の写し」 

(3) 提出方法 

電子メール 

(4) 提出先 

① メールアドレス 

A0010601@city.toshima.lg.jp 

② 表題 

【豊島区標準システム移行支援委託】参加申込（全角文字） 

(5) 関係書類配付 

参加資格を満たした参加意向申出書提出事業者に、関係書類をメールで配布する。 

配付日は、令和4年 4月5日（火）を予定している。詳細な日時等は、申込みのあった連絡先宛

に通知する受領確認メールに記載する。 

5 質問と回答 

(1) 質問 

本企画提案及び仕様書に関する質問は、次の方法により電子メールで行うこと。電話での質問には

応じない。 

① 提出期限 

令和4年 4月12日（火）午後3時必着 

② 提出書類 

質問票（様式3） 

※「質問票」は、参加資格を満たした参加意向申出書提出事業者に別途配付する。 

③ 提出方法 

電子メール 

④ 提出先 

1) メールアドレス 

A0010601@city.toshima.lg.jp 

2) 表題 

【豊島区標準システム移行支援委託】企画提案に関する質問（全角文字） 
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(2) 回答 

質問に対する回答は、参加資格を満たした参加意向申出書提出事業者すべてに対して、次の方法に

より電子メールで行う。 

① 回答日 

令和4年 4月15日（金）予定 

② 回答方法 

「質問票」に記載された連絡先に、電子メールで通知する。 

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。 

評価に関する質問については回答しない。 

6 企画提案書及び概算見積書作成要領 

(1)  企画提案書作成要領 

企画提案者は、以下に示す企画提案書の構成に従い作成すること。 

① 企画提案書は、表紙、目次、本編で構成すること。 

② 企画提案書の表紙、目次、本編は両面、A4 判縦の用紙に横書きで記載すること。ただし、図表等

が必要な場合のみA4判横やA3 判にて作成しても差し支えない。なお、様式は任意とする。 

③ 表紙 

表紙には、題名に｢豊島区標準システム移行支援委託」と記述し、提出日、企画提案者名について

も記載すること。ただし、企画提案者名については正本にのみ記載し、副本には記載しないこと。 

④ 目次 

企画提案者は、章、節について目次を作成し、参照先のページ番号を記載すること。 

⑤ 本編 

本編は、「提案書記載項目」に従い、以下の点に留意し作成すること。 

なお、「提案書記載項目」は参加資格を満たした参加意向申出書提出事業者に別途配付する。 

1) 企画提案書は、日本語で十分にわかり易い記述とすること。なお、必要に応じて、用語解説など

を記載すること。 

2) 提案書記載項目のすべての小項目について、漏れなく記載すること。 

3) 記述項目に沿わない記述があった場合、その部分の記述に関しては評価対象としないため、十分

留意すること。 

4) 企画提案書の記述内容に不整合等があった場合には、本区に有利と思われる記述内容を正とみな

す。 

5) 記述事項の順序は、提案書記載項目の順序と同一にし、変更を行わないこと。 
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⑥ 書式 

1) 書式（項目番号の付け方）は次に従うこと（提案書記載項目の項目番号に対応している）。 

章 ・・・ 1 

節 ・・・・ 1.1 

項 ・・・・・ 1.1.1 

以下・・・・・・ ① 

(注) 上記の項目番号で不足が生じる場合や資料構成上で止むを得ない場合は、企画提案者側で

適宜設定して差し支えない。 

2) 文字は注記等を除き原則として10ポイント程度以上の大きさとする。 

3) 本編のページ数の指定はないが、概要版として30ページ程度にまとめたものを添付すること。 

  30ページ以下の場合、概要版の作成は不要。 

4) 本編の各ページにはページ番号を記載すること。 

5) 本編は、両面刷りとすること。 

6) 所定の書式に従っていないなど、提出書類に不備がある場合は、失格となる場合があるので留意

すること。 

(2) 概算見積書 

作成要領企画提案者は、以下の点に留意し、概算見積書を作成すること。 

・概算見積書については、調達仕様書等に掲げる条件に留意し、作成すること。 

・様式は任意とする。 

・対象期間は契約締結日（令和4年 7月を想定）～令和5年3月、および令和5年度から令和7

年度の各年度とする。 

・概算見積書作成に当たっては、費用総額を示すとともに、積算項目別の費用内訳を示すこと。 

7 企画提案書等の提出 

企画提案書等の提出にあたっては、以下に掲げる提出書類を期限までに所定の場所へ提出すること。

また、提出書類の内容に不明な点等がある場合には、必要に応じ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) 提出期限 

令和4年 4月 22日（金）午後3時必着 

※期限に遅れた場合は、原則として受理しない。 

(2) 提出書類 

① 提案書（様式4） ※社印・代表者印押印のこと 

② 企画提案書 

③ 概算見積書 



8 

(3) 提出部数 

7(2)①、②及び③の提出書類を書面で正本1部、②については副本として８部提出すること。ま

た、7(2)①、②及び③の提出書類は電子媒体としてCD-ROM等に格納し正本1部、②については副本

1部を提出すること。 

なお、書面及び電子媒体ともに、企画提案者名については、正本のみ記載することとし、副本には

記載しないこと。 

電子媒体に格納するデータのファイル形式は、原則として、Microsoft Office 2013以上

（Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft Excel）またはPDF 形式とすること。（これ

に拠りがたい場合は、本区まで申し出ること）。 

また、電子媒体の提出に際しては、CD-ROM等レーベル面に企画提案者名を記載すること。 

（4）提出方法 

提出は、持参、または郵送とする。 

持参の場合は平日午前9時から正午、午後1時から午後5時まで（最終日の4月 26日のみ午後3

時まで）の間に「11 問合せ先・提出先」において職員へ手渡すこと。 

郵送の場合は、簡易書留とし、期限までに到着するように発送すること。また、発送後に必ず提出

先に電話連絡すること。 

(5) 企画提案書等の提出辞退 

参加意向申出書提出後に企画提案書等の提出を辞退する場合は、電子メールにより、令和4年 4月

20日（水）までに申し出ること。なお、企画提案の辞退は自由であり、今後、当該辞退による不利

益な取り扱いはしない。 

① メールアドレス 

A0010601@city.toshima.lg.jp 

② 表題 

【豊島区標準システム移行支援委託】企画提案の辞退 

8 評価の実施方法 

提出された企画提案書等は、豊島区標準システム移行支援委託業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）において評価を行う。 

(1) 選定方式 

企画提案者のうち、総合評価点の数値の最も高い者を受託予定事業者とする。 

評価は、一次評価、二次評価と段階的に実施し、令和4年 5月下旬開催予定の委員会において、

最終評価結果を確定する。 

なお、いずれの企画提案者も不十分と判断される場合には選定を行わないことがある。また、評

価経過等に関する問合せには応じられない。 

(2) 総合評価点 

提出された企画提案書等について、委員会において予め定められた評価項目、配点に従って評価

を実施する。 

概算見積書の評価結果としての「価格点」、企画提案書の評価結果としての「技術点」、プレゼン

テーションの評価結果としての「実技点」を加算することによって、総合評価点を算出する。 
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(3) 一次評価 

一次評価は、必須要件を全て満たした企画提案者の提出書類に対して実施され、提出書類の内容

から「技術点」「価格点」を算出し、その合計の結果に基づいて、一次評価通過者が選定される。 

選定結果は、委員会において決定後、各企画提案者に対し、参加意向申出書に記載された連絡先

に、電話または電子メールで通知する。通知は、令和4年 5月 13日（金）を予定している。 

(4) 二次評価 

一次評価で選定された企画提案者に対し、以下のとおり、企画提案に係るプレゼンテーションを

実施し、プレゼンテーションの内容から「実技点」を算出する。実施は、令和4年 5月 23日

（月）を予定している。 

① 開催日時・場所  

一次評価で選定された企画提案者ごとに、別途通知する。 

② 方法 

企画提案者は、自らの提案内容の説明を行う。プレゼンテーション時間は、企画提案者の説明時

間15分（時間厳守）と、その後の質疑応答20分の計 35分以内とする。なお、プレゼンテーシ

ョンに係る準備時間は持ち時間に含まないものとする。 

③ 参加人数 

各社5名以内 

④ その他注意事項 

1) 提案説明者は、業務推進体制に記載した者のうち主担当となる者が行うこと。 

2) 企画提案書あるいは企画提案書に準ずる資料（提案内容を抜粋あるいは要約したもの）以外

の使用は認めない。 

3) 会場には本区でプロジェクタ及びスクリーンを用意する。 

4) プレゼンテーションに参加しない場合は、選定から除外する。 

(5) 最終評価結果 

総合評価点により、委員会において最終評価を実施する。選定結果は、ヒアリングを実施した企画

提案者に対し、委員会において決定後、参加意向申出書に記載された連絡先に、電話または電子メー

ルで通知する。通知は、令和4年 5月下旬を予定している。

9 契約方法 

(1) 選定された企画提案者は、提出された企画提案書及び概算見積書を踏まえ協議を行い、協議が整

った場合に、本区と随意契約により委託契約を締結することとする。 

(2) 協議にあたっては、提出された企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。 

協議の結果、契約に至らない場合は委員会において順位を付けた企画提案者の順に契約交渉を行

う。 

(3) 企画提案書に記載された事項が履行できなかったときは、契約金額の減額または損害賠償請求等

を行う場合がある。 
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10 その他留意事項 

(1) 区は企画提案者から、電子メールによる通知を受けた場合には、受領確認メールの送信を行う。一日

経過しても受領確認メールが届かない場合は、「11 問合せ先・提出先」まで問い合わせること。 

(2) 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。 

(3) 提案のための費用は、企画提案者の負担とする。 

(4) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(5) 提出された企画提案書等や評価基準及び評価内容については、情報公開の対象としない。 

(6) 企画提案書等に含まれる著作物の著作権は、企画提案者に帰属することとする。 

(7) 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。 

(8) 不明な点は、「11 問合せ先・提出先」まで問い合わせること。 

11 問合せ先・提出先 

住所： 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 

豊島区政策経営部情報管理課システムグループ 担当 井手之上、乙川、佐藤、式町 

TEL： 03-4566-2542（ダイヤルイン） 

メールアドレス： A0010601@city.toshima.lg.jp  

以上 


