
 

愛南町町税等コンビニエンスストア収納代行業務 

委託事業者選定に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 事業の趣旨・目的 

この要領は、町民等の利便性向上を図るため、町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽

自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、住宅使用料、

下水道使用料（以下「町税等」という。）のコンビニエンスストア収納代行業務（以下「コ

ンビニ収納業務」という。）を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式により広く企

画提案を募集し、適切な事業者を選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 事業概要 

（１） 業務名 

愛南町町税等コンビニエンスストア収納代行業務 

（２） 業務内容 

別紙「愛南町町税等コンビニエンスストア収納代行業務に関する仕様書」のとお

り 

（３） 委託期間 

コンビニ収納業務の契約期間は、契約締結日の翌日から令和８年３月３１日ま

でとし、契約締結日の翌日から令和４年３月３１日までの間に準備業務を行い、令

和４年４月１日から収納業務を開始する。（地方自治法第 234 条の 3 に基づく長

期継続契約及び愛南町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第

2 条第 1 項第 4 号） 

委託業務については、当該業務に係る予算の議決をもって、関係法令等に基づき

随意契約により締結する予定である。ただし、業務が適正に執行されないとき（仕

様書で求めている成果が得られないとき等）又は業務の実施を継続できない事由

が生じたときは、この限りではない。 

 （４） 予算上限額 

     初期費用   １３２，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

     月額基本料  ２５，３００円（消費税及び地方消費税を含む） 

     収納手数料  ６５円／件（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 業務の対象及び運用方法 

（１） コンビニ収納業務の対象は、町税等とする。 

納税、納付又は納入に使用する帳票の種類は、納税（納付・納入）通知書、納付

書、領収（納付・納入）済通知書及び督促状等（以下「納税通知書等」という。）

とする。 



 

（２） 納税通知書等は、愛南町が使用する電算システムで作成する。 

愛南町が発行する納税通知書等に印字するバーコードの体系及び表示について

の仕様は、一般財団法人流通システム開発センターが定めた標準料金代理収納ガ

イドラインに準ずる。 

 

４ 事業者の選定方法 

  愛南町町税等コンビニエンスストア収納代行業務業者特定会議（以下「特定会議」とい

う。）において、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションの内容等を審査し、参

加事業者の中から最も高い評価を得た事業者を委託者候補者として選定する。 

  愛南町は、評価にあたって、提出書類等についてあらかじめ評価項目ごとの配点と算定

方法を定め、特定会議において採点を行う。なお、配点や算定方法については公表しない。 

（１） 審査方法 

    本プロポーザルは、二段階審査方式で実施する。 

  ア 第一次審査（書類審査） 

    提出された参加表明書等の内容に基づき、第一次審査通過者を選定する。 

  イ 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

    第一次審査通過者について、提案説明（プレゼンテーション）の内容及び質疑の

回答内容等について審査し、委託者候補者を選定する。 

 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加を申し込む事業者は、以下に掲げる要件をすべて満たしている

こと。 

（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。 

（２） 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の申立て又は民事再生法

(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生手続の開始の申立てがなされていない

こと。 

（３） 法人及びその代表者において、事業所の所在する市町村での市町村税及び消費税

並びに地方消費税の滞納がない者であること。 

（４） 愛南町建設工事等入札参加資格停止措置要領(平成 19 年愛南町告示第 29 号)に

よる入札参加資格停止期間中の者でないこと。 

（５） 別紙仕様書に定める内容を遂行できること。 

（６） 過去に国若しくは地方公共団体の公金又は電気、上下水道、ガス、電話等の公共

料金におけるコンビニエンスストア収納業務の取扱いについて実績を有している

こと。 

（７） 収納に関する記録を電子計算機等により適正に管理し、当該記録を遅滞なく報告



 

することができること。 

（８） 愛南町で使用する電算システムにより運用ができること。 

ア システム名   COKAS-R/ADⅡ、水道料金システム 

イ 保守業者名   西日本電信電話株式会社、株式会社ぎょうせい 

（９） 収納金の振込みを確実かつ速やかに行うことができること。 

（10） 各コンビニエンスストアの倒産リスクを回避するための対策をとっていること。

また、収納代行事業者自身の破綻についても十分な対策をとる体制ができている

こと。 

（11） 個人情報に関する法令等を遵守し、プライバシーマークの使用許諾又は情報セキ

ュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証を取得しているなど、本業務の

履行に関して安全かつ安定的な運用が将来にわたり確保できていることを具体的

に提示できること。 

（12） 愛南町暴力団排除条例(平成 23 年愛南町条例第 13 号)第２条に規定する暴力団、

暴力団員、暴力団員等でない者又はそれらに関与していない者であること。 

（13） 愛媛県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。 

（14） 一次審査を通過した場合、愛南町に来訪しプレゼンテーションを行うことができ

ること。 

 

６ 担当所属・書類提出先 

〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2420 番地 

愛南町役場税務課管理収納係 

電話 0895-72-7301 FAX 0895-72-1281 

メールアドレス：zeimu@town.ainan.ehime.jp 

 

７ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは以下のとおりとする。 

区分 内容 実施期間又は期日 

一
次
審
査 

実施要領等の配布(公告) 令和２年１１月１３日(金) 

質問書の提出 
令和２年１１月１３日(金)から 

令和２年１１月１７日(火)まで 

質問書に対する回答 令和２年１１月２０日(金) 

参加表明書等の提出期限 令和２年１１月２７日(金)  

書類審査 
令和２年１１月３０日(月)から 

令和２年１２月 １日(火)まで 

審査結果の通知 令和２年１２月 １日(火) 
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区分 内容 実施期間又は期日 

二
次
審
査 

企画提案書等の提出依頼 令和２年１２月 １日(火) 

企画提案書の提出 
令和２年１２月 ２日(水)から 

令和２年１２月１５日(火)まで 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和２年１２月２２日(火) 予定 

特定結果の通知及び公表 令和２年１２月２３日(水) 予定 

※コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、プレゼンテーション及びヒアリング

を延期する場合があります。 

 

８ 質問及び回答 

本業務に関する質問については、質問書(様式７)を次の要領で提出すること。 

なお、質問に対する回答は、令和２年１１月２０日(金)にホームページ上にて行う。た

だし、質問の内容によって本企画提案による業者選定に公平性を保てない場合は、回答し

ないことがある。 

また、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。 

（１） 提出期限 

令和２年１１月１７日(火)午後５時 

（２） 提出方法 

前記６に記載したアドレス宛に電子メールにて提出すること。 

 

９ 提出書類の様式 

（１） 参加表明書(様式１) 

（２） 会社概要(様式２) 

（３） 業務実績(様式３) 

（４） 予定配置者調書(様式４) 

（５） 企画提案書(表紙)(様式５) 

（６） 提案価格書(様式６) 

（７） 質問書(様式７) 

（８） 業務連携届出書（業務連携を行う場合のみ） 

 

１０ 参加手続等 

本プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、参加表明書類

を次の要領で提出すること。 

なお、期限までに参加表明書類を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認

められた者は、本プロポーザルに参加することができない。 



 

（１） 提出書類 

提出書類は以下のとおりとする。 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加表明書類 

参加表明書(様式１) 
原本１部 

(クリップ止め) 

 

写し１部 

(ホッチキス止め) 

会社概要(様式２) 

業務実績(様式３) 

予定配置者調書(様式４) 

業務連携届出書 

法人登記簿謄本又は住民票 

 

（２） 参加表明書類に関する留意事項 

ア 様式規格はＡ４規格・縦のみとし、Ａ３規格の折込は不可とする。 

イ 文字サイズは 10.5pt 以上とすること。 

ウ 各種様式の記載は、次のとおりとすること。 

参加表明書 ・参加希望者の必要事項を記載し、押印すること。 

会社概要 

・会社名、所在地等必要事項を記載すること。 

・企業概要や実施業務分野が記載されたパンフレット等の 

資料があれば提出すること。 

業務実績 

・参加希望者の過去に実施した業務実績について記載するこ

と。 

・業務実績は元請として履行したものを対象とすること。 

・記載した業務実績の全てについて、業務の履行が確認で 

きる資料を提出すること。 

予定配置者調書 

・管理技術者の業務実績等について、簡潔に記載すること。 

・保有資格がある場合は、当該資格が確認できる資料を提出

すること。 

業務連携届出書 
・コンビニエンスストア収納代行業務について一企業で実施

できない場合には提出すること。 

法人登記簿謄本又は

住民票 

・令和２年４月１日以降に発行された法人登記簿謄本又は住

民票を提出すること。 

（３） 提出場所 

前記６に記載した場所 

（４） 提出方法 

持参又は郵送(当日必着) 

（５） 提出期限 

令和２年１１月２７日(金)午後５時 



 

（６） 参加資格審査及び通知 

すべての参加希望者に対して、参加資格確認の結果（提案要請書又は非選定通知

書のいずれか）を令和２年１２月１日(火)に発送する。 

（７） その他 

参加表明書等の提出に関し、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 参加表明書等に虚偽の記載があった場合 

   イ 本実施要領に示した参加表明書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

   ウ 参加表明書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

   エ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為等があった場合 

 

１１ 企画提案 

   企画提案については、企画提案書を次の要領で提出すること。 

（１） 提出書類 

 ア 企画提案書 

様式５を表紙とし、原本１部(クリップ留め)、写し１０部(左側２箇所ホッチキ

ス留め)を提出すること。 

  イ 提案価格書(様式６) 

    １部提出すること。 

（２） 企画提案書の記載に関する留意事項 

ア 様式規格はＡ４規格・縦型・横書き・左綴じで作成すること。ただし、構成図等

の場合には横型でも構わない（Ａ３規格の折込は可）。 

イ 文字サイズは 10.5pt 以上とすること。 

ウ 図、絵、写真等の使用は可とする。 

（３） 提案価格書に関する留意事項 

ア 提案価格書については、業務仕様書及び企画提案書に記載された全ての業務の

見積金額(税込)及び算定内訳を記載すること。 

イ 算定内訳は、人件費及びその他経費を単価・数量が分かるように記載すること。 

（４） 提出場所 

前記６に記載した場所 

（５） 提出方法 

持参又は郵送(当日必着) 

（６） 提出期限 

令和２年１２月１５日(火)午後５時 

 

１２ プレゼンテーション及びヒアリング 

企画提案書提出後、参加者からの企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリン



 

グを実施する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、採点を

行わない。 

（１） 日時 

令和２年１２月２２日(火)(※詳細な時間等は、別途通知) 

（２） 場所 

愛南町役場 会議室(※詳細な場所等は、別途通知) 

（３） 時間構成 

１者３０分以内を予定(プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０分以内) 

（４） 留意事項 

ア パワーポイント等の画像の投影については、その内容が企画提案書に合致し、提

案内容の理解を助けるものである場合に限り使用を認める。その際、プロジェクタ

ー及びスクリーンは愛南町で用意するが、パソコン、ケーブル等その他必要な機器

は各自で用意すること（事前に連絡をすること。）。 

   イ 参加者については、管理技術者は必須とし、人数の上限は３名とすること（パソ

コン操作員含む。）。 

   ウ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行う。 

 

１３ 技術提案審査・結果通知 

（１） 審査に当たっては、庁内に設置する「愛南町町税等コンビニエンスストア収納代

行業務業者特定会議」において、企画提案書を提出した者の中から評価の合計点が

最上位である者を１者特定し、最優秀事業者とする。なお、最上位である者が２者

以上ある時は、当該特定会議にて協議の上、１者を特定するものとする。 

（２） 審査の結果は、全ての参加者に対して書面により通知する。また、結果通知日翌

営業日に、下記項目について愛南町ホームページにて公表するとともに、企画財政

課において閲覧に供する。 

ア 最優秀事業者の名称 

  イ 参加者の名称 

    ※ 参加者の名称は五十音順で標記する。 

  



 

（３） 企画提案における評価項目、評価基準及び評価割合は以下のとおりとする。 

区分 評価項目 

一
次
審
査 

会社概要 (1)会社の経営状況等 

 ア 会社の経営規模、財政状況は十分か 

 イ 業務を委託できる規模等を有しているか 

業務実績 (1)国・地方公共団体の税及び料又は公共料金における収納業

務の受託実績 

 ア 他自治体における同種業務の元受けとしての実績は十

分か 

区分 評価項目 配点 

二
次
審
査 

業務遂行に関

する考え方 

(1)業務内容理解度 

 ア 業務内容全体の理解度は十分か 

 イ 業務の目的や条件を遵守しているか 

５ 

(2)業務実施方針及び手法 

 ア 業務実施方針の内容及び手法は適正か 

 イ 導入までの工程や手法、役割分担が明確でか

つ適格か 

５ 

提案の内容 (1)準備 

 ア 準備業務の実施体制 

 イ その他準備に係る支援体制 

１０ 

(2)運用 

 ア 具体的な運用方法 

 イ 収納データの取得スケジュール 

 ウ 収納金の入金スケジュール 

 エ 収納データの通信方法 

 オ 利用できるコンビニエンスストア名、展開エ

リア、店舗数、営業時間 

２０ 

(3)業務体制 

 ア 運用内容の確実性、効率性 

 イ 収納金の安全性、保護対策 

 ウ 個人情報保護対策 

 エ セキュリティ対策 

 オ トラブル発生時の対応 

２０ 

(4)拡張性 

 ア 公金種類拡大時の対応 
１０ 

(5)経費 ２０ 



 

 ア 導入準備に要する初期費用 

 イ 月額基本料 

 ウ 1件あたりの取扱手数料  

(6)その他 

 ア 独自の提案、特にアピールできる点 
１０ 

二次審査 合計点 １００ 

 

１４ 業務内容の事前打合せ及び契約 

必要に応じて、愛南町は最優秀事業者と業務内容について協議し、契約を締結するた

めの仕様書等の調整を行い、その仕様書等に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法に

より契約を締結する。 

なお、最優秀事業者が契約の締結を拒否した場合、前記１３の企画提案審査における

次順位の事業者を最優秀事業者とみなす。 

 

１５ その他留意事項 

（１） 一の参加者は、複数の企画提案をすることはできない。 

（２） 企画提案書の作成及びヒアリング参加に要した費用は、提案者の負担とする。 

（３） 提出された企画提案書及び見積書等は、返却しない。 

（４） 本企画提案に対する個別のヒアリング及び説明対応は、受け付けない。 

（５） 提出期限以降の書類の差替え及び再提出は、認めない。また、参加表明書に記載

した配置予定の管理技術者は、原則として変更できない。ただし、やむを得ない理

由により変更を行う場合は、愛南町と協議の上、了解を得なければならない。 

（６） 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、愛南町が本プロポーザルに関

する報告、公表等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を

無償で使用できるものとする。 


