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渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託

公募型プロポーザル募集要項

１ 業務概要

（１）業務名

渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託

（２）業務の目的

国においては、マイナンバー制度をデジタル社会の基盤に位置づけ、令和４年度

末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有する社会を想定し、マイナン

バーカードの普及に力を入れているところである。

本市としても、このような国の動きに合わせて、事業所等への出張申請受付の実

施など市民へのマイナンバーカードの普及促進に取り組んでいるが、普及率が伸び

悩んでいる状況である。

市民の利便性の高い場所で申請サポート及び申請受付を実施することで、申請機

会の拡充及び申請にかかる市民の負担を軽減し、マイナンバーカードの普及促進を

図るものである。

（３）業務の内容

「渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託仕様書」のとおり

（４）履行期間

契約の締結日から令和５年３月３１日まで

（５）提案上限額

５，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

※上記は規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内で行う。

２ 参加資格

参加資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たしていることとする。

（１）公募の日から本業務の契約の締結日までの間に渋川市建設工事請負業者等指名停

止措置要綱（平成１８年渋川市告示第８号）による指名停止の措置を受けていない

こと。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規程に該当しな

い者であること。

（３）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がなされていな

い者であること。

（４）国税、地方税等の滞納がないこと。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
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第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者ではないこと。

３ 受注候補者選定スケジュール

４ 質問の受付及び回答

（１）受付期間

令和４年７月１日（金）から令和４年７月８日（金）午後５時まで

（２）提出方法

質問書（様式第１号）に記入の上、電子メールにより提出すること。

なお、質問書の提出は、電子メール以外の方法による対応は行わない。

【提出先】shimin@city.shibukawa.gunma.jp

【件名】事業者名／マイナンバーカード出張申請サポート業務

※送信後に、到達していることを電話により確認すること。

電話番号 ０２７９－２２－２４５９（市民課直通）

（３）回答方法

令和４年７月１３日（水）に、本市のホームページにおいて公表する。

※回答は、募集要項の内容に追加され、又は修正されたものとみなし、回答に対

する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けない。

項目 日程

募集要項等の公表（公募開始） 令和４年７月 １日（金）

質問書受付期間
令和４年７月 １日（金）から
令和４年７月 ８日（金）午後５時まで

質問書回答書の公表期限 令和４年７月１３日（水）

参加表明書の受付期間 令和４年７月 １日（金）から
令和４年７月１５日（金）午後５時まで

企画提案書等の提出期間 令和４年７月 １日（金）から
令和４年７月２９日（金）午後５時まで

第１次審査（書類審査）※ 令和４年８月 ３日（水）

第１次審査結果通知 令和４年８月 ８日（月）

第２次審査（プレゼンテーション等） 令和４年８月１９日（金）

第２次審査結果通知 令和４年８月２４日（水）
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※質問書を提出した事業者名又は氏名は、公表しない。

５ 参加表明書の受付

（１）受付期間

令和４年７月１日（金）から令和４年７月１５日（金）午後５時まで

（２）提出書類

ア 参加表明書（様式第２号）

イ 暴力団排除に関する誓約書（様式第３号）

ウ 登記事項証明書（原本又は写し）

エ 納税証明書（原本又は写し）※３か月以内に発行されたもの。

（ア）国税（法人税、消費税及び地方消費税）

（イ）群馬県税（群馬県税に滞納がないことの証明）

※業務を実施する支店、営業所等（本社が実施する場合は、本社とする。）

の所在地が群馬県内にある場合のみ提出すること。

（ウ）渋川市税（渋川市税に滞納がないことの証明）

※業務を実施する支店、営業所等（本社が実施する場合は、本社とする。）

の所在地が渋川市内にある場合のみ提出すること。

（３）提出部数

各１部

（４）提出方法

持参または郵送

※持参する場合は、土、日曜日及び祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１

５分までの間にすること。

また、郵送する場合は、簡易書留等の配達の記録が残る差出方法によるものと

し、かつ、提出期限までに必着するものに限ること。

（５）提出場所

渋川市市民環境部市民課

〒３７７－８５０１

群馬県渋川市石原８０番地
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６ 企画提案書の提出

（１）受付期間

令和４年７月１日（金）から令和４年７月２９日（金）午後５時まで

（２）提出書類

ア 企画提案書提出書（様式第４号）

イ 会社概要（任意様式。既存のパンフレット等でも可。）

ウ 企画提案書（任意様式）※作成要領に基づき作成したもの

エ 見積書及び経費内訳書（任意様式）

※総額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を記載する。

※提案上限額を超える場合は、失格とする。

※本見積額は、選定された者との契約額を確約するものではない。

（３）提出部数

各７部

ア及びエについては、正本を１部とし、副本を６部とする。

（４）提出方法

持参または郵送

※持参する場合は、土、日曜日及び祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１

５分までの間にすること。

※郵送する場合は、簡易書留等の配達の記録が残る差出方法によるものとし、か

つ、提出期限までに必着するものに限ること。

（５）提出場所

渋川市市民環境部市民課

〒３７７－８５０１

群馬県渋川市石原８０番地

（６）留意事項

ア 参加表明書（様式第２号）を提出していない者は、企画提案書類の提出はでき

ない。

イ 提出された書類の修正又は変更は、本市から指示があった場合を除き認めない。

ウ 提出された書類は返却しない。

７ 企画提案書の作成要領

（１）規格

ア Ａ４判で横書、様式は任意とする。

イ 表紙及び目次等を含め２５ページ以内で作成すること。Ａ３判は、２ページ

相当分とカウントする。
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ウ 印刷は両面印刷、長辺綴じを基本とする。

エ カラー・モノクロは問わないが、分かりやすく工夫すること。

オ 表紙及び目次を除き、ページの下部にページ番号を付すこと。

表紙に「渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務 企画提案書」と

記載し、社名も併せて記載すること。

（２）記載内容

次に定める事項を番号順に記載すること。

番号 項目 記載内容

１ 会社概要
会社名、代表者、従業員数、事業所所在地、本業務を担

当する営業所の所在地等を記載すること。

２ 類似業務等実績 本業務内容と類似業務の実績を具体的に記載すること。

３ 業務実施方針

本市の業務の目的を踏まえ、本業務に対する基本的な考

え方、重点的に取り組む事項などの業務実施方針について

記載すること。

４ 業務実施体制

本業務を受注する場合に、必要十分な要員を確保して

いる（できる）か、予定している人数等が決まっていれば

記載すること。

業務の統括責任者、本市との連絡調整を担当する者、実

施当日の責任者等の体制、緊急連絡先を記載すること。

５ 実施内容
「渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委

託仕様書」に示す業務について、提案概要を記載すること。

５－１ 受付会場

申請が見込める効果的な会場を選定し、提案すること。

また、写真撮影、申請受付方法及び会場のレイアウト案

等も併せて提案すること。

５－２ 広報活動

できるだけ多くの市民をマイナンバーカード申請に誘

引するために効果的な広報手段を提案すること。

また、受付会場や事前の広報活動にかかる必要なノベル

ティの提案をすること。（ただし、ノベルティの調達及び

費用は、発注者が負担するため、見積には含めない。）

６ スケジュール

業務実施スケジュール案を記載すること。具体的な実施

日については、契約締結後に調整の上決定するため、大ま

かなスケジュールを記載すること。

７ 研修計画
業務実施に当たり、従事者への研修方針及び計画を記載

すること。
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８ 審査方法

渋川市マイナンバーカード出張申請サポート等業務委託事業者選定審査委員会（以

下「審査委員会」という。）を設置して、提出書類に基づき、総合的に評価して１事

業者を受注候補者として選定する。審査委員会の委員構成については、審査委員会設

置要綱による。

また、審査委員会における審査は、「渋川市マイナンバーカード出張申請サポート

等業務委託事業者選定審査基準」により実施する。

９ 審査スケジュール

（１）第１次審査（書類審査）

参加資格要件を満たしているか、見積額が提案上限額を超えていないかの書類審

査を行う。

第１次審査で、参加資格を満たしていない場合または見積額が提案上限額を超え

ていた場合は、第２次審査対象外とする。

第１次審査の結果は、全ての参加者に電子メールで通知する。併せて第２次審査

対象者には、日程等を通知する。

（２）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）

提出された提案書類に基づきプレゼンテーション及びヒアリング審査を次のと

おり実施する。

また、プレゼンテーションに参加しない事業者は、辞退とみなす。

ア 実施日

令和４年８月１９日（金）（予定）

イ 実施場所

渋川市役所 本庁舎３階 第２会議室（予定）

ウ 出席者

本業務の統括責任者を含め５名以内とする。

エ 説明時間

１事業者あたり４５分以内（準備５分、説明２５分、質疑１０分、片付け５分）

オ 内容

提出された提案書類に基づくものとし、資料の追加は認めない。

カ 設備

プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンは、本市が準備

する。パソコン等は提案者が持参すること。

キ 結果通知

審査結果は、全ての提案事業者（辞退者を除く）に電子メール及び文書にて通

知を行うとともに、本市公式ホームページに受注候補者を公表する。
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ク その他

新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン会議方式（Zoom）で実施

する場合がある。その場合は、第２次審査の日程通知時に決定し、併せて通知す

ることとする。

１０ 辞退について

（１）書類の提出期限後、受注候補者の選定前までに、やむを得ない事情で辞退する場

合は、辞退理由を明記の上、法人名、代表者の氏名、代表者印のある辞退届（様式

第５号）を提出すること。

（２）受注候補者として選定された後に辞退する場合は、辞退理由を公表するとともに、

必要に応じて市から説明を求められることがあることに留意すること。

なお、受注候補者として選定された後に辞退することは、本市の事業に大きな支

障をきたすこととなるため、確実に事業が実施できる見込みをもって応募するこ

と。

１１ 契約の締結

選定された受注候補者と本市で協議し、業務内容等仕様を確定した上で、随意契

約の方法により契約を締結する。

また、協議が整わなかった場合には、次点の者と交渉を行うものとする。

１２ その他

（１）応募書類の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリングに要する費用は、提

案者の負担とする。

（２）提出された書類は、返却しない。

（３）応募は、１事業者につき１提案に限る。

（４）本プロポーザルで使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。

（５）本市から得た資料を他に流用又は提供してはならない。

（６）本プロポーザルに関して、情報公開請求があったときは、渋川市情報公開条例（平

成１８年渋川市条例第８号）に基づき公開することがあるため、利害を害するおそ

れがあると考える情報については、その旨を記載することとする。


