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大川市市税催告業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

 本実施要領は、大川市市税催告業務を実施するにあたり、本実施要領記載の企画提案書等

の提出を求め、提案者の経験及び実施能力、見積価格及び提案内容を比較検討した上で優先

交渉権者を決定する公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という）について、必要

な事項を定めるものである。 

 

２．本プロポーザルに付する業務 

（１）業 務 名    大川市市税催告業務（以下「本業務」という。） 

（２）業務内容    大川市市税催告業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）委託期間    令和３年７月１日から令和５年６月３０日まで 

（４）予 算 額    20,280,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．担当部署 

（１）担当部署       税務課収納推進係 

（２）住所         〒831-8601 福岡県大川市大字酒見２５６番地１ 

（３）電話番号       0944-85-5514（直通） 

（４）ＦＡＸ番号       0944-88-1776 

（５）電子メールアドレス  okwsyuno@city.okawa.lg.jp 

 

４．資料の配布 

 資料は、仕様書、実施要領、審査要領とし、下記により交付する。 

（１）配布場所       大川市ホームページ及び税務課収納推進係 

（２）配布期間       令和３年４月３０日（金）から５月１９日（水）まで 

 ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、各日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

５．参加資格 

 本プロポーザルに参加できるものは、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年法令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく更生手続又は再生手続の開始申し立てがなされていないこと。 

（３）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状

況が著しく不健全でないこと。 

（４）大川市指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力
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団員でないこと。 

（６）ISMS 適合性評価制度に基づく ISMS 認証（ISO/IEC27001）及び一般財団法人日本情報

経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得していること。 

（７）国税（法人税並びに消費税及び地方消費税）、都道府県税及び市町村税に未納がないこ

と。 

（８）平成２８年度以降に官公庁発注による同種業務（税、料またはその他公共料金の催告

業務、徴収業務）の受注実績があること。 

 

６．参加表明 

 本プロポーザルへの参加希望者は、次により参加表明書等を提出すること。 

（１）提出書類 

番号 提出書類 指定用紙 コピーの可否 備考 

１ 参加表明書   様式第１号 不可 指定様式を使用のこと 

２ 誓約書兼同意書 様式第２号 不可 指定様式を使用のこと 

３ 役員等名簿  様式第３号 可 指定様式を使用のこと 

４ 会社概要書 様式第４号 不可 自社様式でも可 

５ 業務実績調書  様式第５号 不可 

自社様式でも可 

契約書（写）又は履行証

明書を添付すること 

６ 委任状 様式第６号 不可 
本店代表者から代理人に

委任する場合のみ提出 

（２）提出期限  令和３年５月１９日（水）午後５時必着 

   ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、各日午前９時から午後５時まで 

   ※提出された申請書等は、返却しない。 

（３）提出場所  担当部署 

（４）提出部数  各１部 

（５）提出方法  持参または郵送とする。郵送による場合は、書留郵便など（受取日時及

び配達されたことが証明できる方法）とし、郵便事故等について市はその責を負わない。 

※ 参加業者が１社のみの場合は中止とする。 

 

７．参加資格確認結果通知 

 本プロポーザルの参加資格を確認した上で、参加資格確認結果を通知する。 

（１）参加資格確認結果通知日   令和３年５月２１日（金） 

（２）通知先           参加表明書（様式第１号）に記載された連絡担当者 

（３）通知方法          郵送及び電子メール 
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８．質問及び回答 

 企画提案書等の提出に関する質問は、次による。 

（１）質問方法 

 質問書（様式第７号）に記入し、電子メールにより提出すること。 

質問書送信直後、必ず担当部署へ「質問書を送信した旨」電話連絡すること。 

（２）質問期限  令和３年５月１７日（月）午後５時 

（３）質問先   担当部署 

（４）回答方法  全ての質問に対する回答を一覧表にまとめ、メール又は FAX にて回答す

る。 

（５）回答期限  令和３年５月２０日（木）午後５時 

 

９．企画提案書等 

 本プロポーザルに関する企画提案書等の書類は、以下の方法で提出すること。 

（１）提出書類 

  提出書類 指定用紙 備  考 

① 企画提案書 

様式第８号 表題部のみ指定様式を使用し、押印のこと。 

様式なし 

（任意様式） 

・運用方針（必須） 

仕様書に従い、提案したい運用方針や

事務フローなど簡潔に記載すること。 

・業務体制（必須） 

催告事務担当者の業務従事日時など業

務体制について記載すること。 

・具体的な実施方法等（必須） 

自ら目標を設定し、それを達成するた

めの具体的な催告の方法等実施内容を提

案すること。 

・その他の提案（任意） 

仕様書に掲げられていない業務（事項）

等について提案すること。 

② 見積書 様式第９号 
・消費税及び地方消費税を含まない金額を

記載すること。 

③ 
その他提案資料 

（任意） 

様式なし 

（任意様式） 

・その他提案資料 

（説明に必要な資料等について記載あるい

は添付すること。） 

 

（２）その他必要書類 

番号 提出書類 指定用紙 コピーの可否 備考 

① 
決算関係書類（貸借対照表およ

び損益計算書） 

様式なし 

（任意様式） 
可 直近１年分 
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② 印鑑登録証明書  可 
申請書提出日前３ヶ月以

内に発行されたもの。 

③ 
国税、都道府県税及び市町村税

に未納がないことの証明書 
 可 

申請書提出日前３ヶ月以

内に発行されたもの 

④ 
登記事項証明書 

（商業登記簿謄本） 
 可 

申請書提出日前３ヶ月以

内に発行されたもの 

 

（３）企画提案書等留意事項 

本市職員が当該業務にどうかかわっていくのか、どの程度の負担を想定しておくべ 

きかについて記載すること。 

企画提案書等はＡ４版とし、枚数は自由とするが過剰な添付資料は避け、必要最低限

の枚数とすること。 

（４）提出期限  令和３年５月２８日（金）午後５時 

   ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、各日午前９時から午後５時まで 

（５）提出方法  持参または郵送とする。郵送による場合は、書留郵便など（受取日時及

び配達されたことが証明できる方法）とし、郵便事故等について市はその責を負わない。 

（６）提出先   担当部署 

（７）提出部数  正本１部副本６部の合計７部 

 

１０．提案の辞退 

 参加表明書を提出した者（以下「参加者」という）が提案を辞退する場合は、辞退届を提

出すること。 

（１）提出書類  辞退届（様式第１０号） 

（２）提出期限  令和３年５月２８日（金）午後５時 

   ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、各日午前９時から午後５時まで 

（３）提出先   担当部署 

（４）提出方法  持参又は郵送とする。郵送による場合は、書留郵便など（受取日時及び

配達されたことが証明できる方法）とし、提出期限までに電話にて到着確認を行うこと。 

 

１１．プレゼンテーション（本審査） 

参加者によるプレゼンテーション（本審査）を下記により行う。 

（１）期  日    令和３年６月３日（木）【予定】 

※時間及び場所等の詳細については、別途通知する。 

（２）説明時間    ５０分程度（企画提案説明３０分以内、質疑応答２０分程度） 

（３）内  容    企画提案書等を基本とする説明を行うこと。 

（４）説明用具    プレゼンテーションに必要な機器類は、参加者で準備すること。 
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１２．選定方法 

 受託者の選定は下記のとおり行うものとする。 

（１）審査委員会  受託者の選定は、大川市市税催告業務公募型プロポーザル審査要領に

基づき、「大川市市税催告業務委託業者審査委員会」が行う。 

（２）評価事項    提出された提案書の評価観点の主なものは次のとおりとする。 

評価項目 評価対象 

会社概要 
・会社の安定性・経営状況 

・業務実績 

運用案 

・架電・訪問の折衝率向上 

・具体的運用方法 

・業務改善・効率化 

・収納率の向上 

・苦情処理 

業務体制 

・人員配置 

・研修・教育体制 

・個人情報保護の管理体制 

・トラブル時の体制 

業務提案 ・その他の業務提案 

価格の妥当性 ・見積価格 

その他 
・受注意欲・姿勢等 

・その他 

（３）業者の選定   資格審査及び本審査の結果により、随意契約の相手方となる優先交渉

権者（以下「優先交渉権者」という。）と次点交渉権者を選定する。

なお、評価点の合計が最も高い者が２者以上あるときは、当該者のく

じ引きにより優先交渉権者を選定する。くじ引きを行う場合の手順等

については、事態発生時に大川市より当事者に連絡する。選定後、優

先交渉権者と大川市は、提案の内容をもとにして、業務の履行に必要

な履行条件などの協議と調整（以下「交渉」という。）を行う。この交

渉が整ったときには、契約予定者として随意契約の手続きに進む。た

だし、 交渉が整わない場合は、次点交渉権者を新たに優先交渉権者と

して選定し、改めて大川市と交渉を行うことになる。 

 

１３．審査結果通知 

 優先交渉権者として選考又は選考しなかった旨を審査結果通知書により通知する。 

（１）結果通知日   令和３年６月７日（月）【予定】 

（２）通知先     参加表明書（様式第１号）に記載された連絡担当者 

（３）連絡方法    郵送及び電子メールにより通知する。 
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１４．契約締結 

選考された優先交渉権者に対して、その提案内容について検証（提案書類に誤った記載 

がないか、提案内容が確実に履行されるか等）を行なうとともに、仕様及び価格等について

協議を行う。協議の結果、大川市が当該交渉権者を契約の相手方として適当と認めた場合、

契約を締結する。 

ただし、優先交渉権者との協議が調わない場合、本審査における次点交渉権者を新たな優

先交渉権者として協議を行うものとする。 

（１）契約締結期限  業者決定の日から７日以内 

 

１５．提案が無効となる場合 

 次に該当する提案は、無効となる。 

 ①契約締結までに本プロポーザルの参加資格に記載した要件のいずれかを満たさなくなっ

た者の提案 

 ②企画提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

 ③実施要領に示した条件に違反した者の提案 

 ④見積金額が業務委託料の予算額を超えた者の提案 

 ⑤審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

 

１６．その他 

（１）本プロポーザルに係る全ての費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出後の参加表明書（様式第１号）及び企画提案書等の修正又は変更は、原則として

認めないものとする。また、提出された書類等は返却しない。 

 

１７．主なスケジュール 

（１）資料の配布期間            ４月３０日（金）～５月１９日（水） 

（２）質問受付期限            ５月１７日（月）午後５時 

（３）質問回答期限            ５月２０日（木）午後５時 

（４）参加表明書等の提出期限       ５月１９日（水）午後５時 

（５）参加資格確認結果通知日       ５月２１日（金） 

（６）企画提案書等の提出期限       ５月２８日（金）午後５時 

（７）プレゼンテーション         ６月 ３日（木）【予定】 

（８）審査結果通知日           ６月 ７日（月）【予定】 

（９）契約締結期限            業者決定の日から７日以内 

 


