質問書に対する回答について
項番
１

該当資料
実施要領

質問内容
5.参加表明手続及び資格審査

回答
お見込みのとおりです。

資格申請は希望する種目に関わらず
物品役務での登録で宜しいでしょう
か。
２

実施要領

５－(4)参加資格の通知

令和 3 年度弘前市競争入札参加

※参加申請の結果は、参加表明者にフ

資格者名簿（物品役務）に登録さ

ァックスで通知とのことだが、令和 3

れている参加表明者について

年度弘前市競争入札参加資格者名簿

は、すでに参加資格を満たして

に登録されている法人については、通

いることから、通知はしないこ

知されないとの表記がある。登録して

ととしております。

いる法人には通知されない理由を教
えて頂きたい。
３

実施要領

6-(1)企画提案書の提出書類

正本には社名やグループ名を記

※正本には表紙に社名記載、副本 9 部

載してもかまいません。

は、会社名等が推察できないように作
成するとあるが、正本は資料内部や各
ページに社名やグループ名を記載し
てもよいでしょうか。
また、副本の表記について、既存ベン

副本の表記方法については問い

ダとしての表記は問題ないでしょう

ませんが、会社名等が推測でき

か。 これらの表記ができない場合、

ないように作成してください。

【業者】又は【受託者】等という表現
に統一してもよいでしょうか。ご指示
願います。
４

実施要領

6.企画提案書の作成及び提出
（1）提出書類 ア～オ 副本は会社名
等が推測できないように作成とあり
ますが、副本にも提出書類イ～オを綴
るという認識で宜しいでしょうか。そ
の際、会社名が推測される部分はマス
キング処理での対応で宜しいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

項番
５

該当資料
実施要領

質問内容

回答

7.審査方法及び評価基準

事前の接続確認を実施する予定

（3）審査方法及び評価基準

はありませんが、プレゼンテー

ア 審査方法 ② 事前にプロジェクタ

ション当日は準備時間を設けて

ーへの接続確認は可能でしょうか。

おります。また、提案者がプロジ
ェクターを用意していただく事
も可能です。

６

実施要領

7.審査方法及び評価基準

他都県からのプレゼンテーショ

（3）審査方法及び評価基準 ア 審査

ンへの参加は可能です。

方法 ⑤ 感染対策を講じたうえで、他
都県からのプレゼンテーションへの
参加は可能でしょうか。不可の場合
Microsoft Teams を 使 用 し て の
WEB での参加は可能でしょうか。
７

実施要領

7-(3)イ 評価基準

採点方法については、審査委員

※評価基準が示されているが、採点方

ごとに書類、プレゼンテーショ

法については開示頂けますか。

ン及び質疑応答の審査、並びに

(例えば、10 点満点の場合、10 段階評

価格評価の採点をあわせた「総

価（1 点単位）又は参加企業に合わせ

合評価点」となります。

て採点基準の開示等)
８

実施要領

8.日程

現場見学会等を実施する予定は

提案書提出前に現場見学会等実施し

ありません。

ていただくことは可能でしょうか。
９

実施要領

12.現行受注者との引継ぎについて

過去に引き継ぎした事案はあり

過去に引継ぎされた事案がありまし

ません。

たらご教授ください。また事案有りの
場合、その運用方法についてもご教授
ください。
１０

実施要領

12 現行受注者との引継ぎと、13 業務

仕様書別添１

委託開始前の研修について

始前研修の設定と進め方及び

引継ぎ期間は、令和 3 年 9 月 1 日～

１０．業務の履行（２）イ①を参

30 日の 1 か月間とあり、翌 10 月 1 日

照ください。

から新規受注者が業務開始可能なハ
イレベルの引継ぎが必要と考えるが、
現段階において、弘前市として、引継
方法やスキル習得状況等の基準はあ
りますか。

７．委託期間開

項番
１１

該当資料
仕様書 別添１

質問内容

回答

業務の実施時間等に定められた就業

市民課では、毎週金曜日の業務

時間/期間において、朝礼や終礼など

開始前の朝８時２０分から朝礼

のミーティングやお昼休憩など決ま

を実施しておりますが、業務の

った時間やタイミングで発生するも

実施時間前のため、受注者の参

のはあるのか

加は任意としております。
また当市職員の休憩時間は正午
から午後零時４５分と規定され
ておりますが、受注者の休憩時
間については、自らの管理の元
で行っていただきます。

１２

仕様書 別添１

5.業務の実施時間等

契約期間での窓口延長予定日は

（2）繁忙期における窓口延長につい

３月の最終週から４月の第１

て

契約期間での窓口延長予定日ま

週。直近での実績については、令

たは過去の実績がありましたらご教

和３年３月２７日から４月４日

授ください

までが窓口延長期間となってお
ります。※平日は午後５時～７
時まで、土日は８時３０分～１
７時までの窓口延長

１３

仕様書 別添１

5.業務の実施時間等

当市で必要と認めた業務時間外

（4）その他 業務時間外について、 については、項番１２に記載し
発注者との協議のうえ必要と認めら

た窓口延長期間における時間と

れた月別の時間数をご教授ください。 なります。
１４

仕様書 別添１

6 業務の実施場所

図１業務エリア、図２市民課レ

窓口フロア図及び業務委託エリアに

イアウトを参照ください。

ついて開示頂きたい。
１５

仕様書 別添１

業務の実施場所と併設するコンビニ

庁舎内にあるコンビニエンスス

エンスストアの利用は問題ないか、ま

トアの利用は可能です。また、制

た業務外施設の利用時にはルールは

服姿での使用不可や、名札を外

あるか（制服姿での使用は不可、名札

すなどのルールはありません。

は外すなどのルール）
１６

仕様書 別添１

7 委託期間開始前研修の設定と進め
方
委託開始の令和 3 年 10 月 1 日から、
新規受注者が既存受注者と同じレベ
ルで業務開始できる迄のスキルを習
得することでよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

項番
１７

該当資料
仕様書 別添１

質問内容
7.委託期間開始前研修の設定と進め

・引き継ぎ実施の詳細について

方 ・１ヶ月程度実地研修を行えると

は、現行受注者及び新規受注者、

あるが、現業者からの引継ぎはそれ以

受注者の間で別途協議としてお

前から行うことは可能でしょうか。

りますので、契約後に協議させ

・実施要領１２：9/1～9/30 が引継

１８

仕様書 別添１

回答

ていただきます。

ぎ期間、実施要領１３：業務開始前研

・引き継ぎと実地研修は別もの

修（実地研修）を 9/30 までに行うと

となりますが業務によっては重

記載があるが、引継ぎと実地研修は別

複する内容もあると考えており

ものと捉えて宜しいでしょうか。

ます。

8.業務内容 効率的な人員配置・運用

現在の総配置人数は、管理責任

の提案を行う上で、現在の配置してい

者１名、従事者１３名の計１４

る人員を参考までにご教授願います

名です。

（部署別・常勤・パート別）。 もしく

なお、各業務における人員配置

は、想定業務量に関する別紙 1 の業

については、ご提案していただ

務量一覧について、該当業務単位毎に

く項目ですので、御社のお考え

発注者が想定する標準人員配置数を

をお示しください。

ご教授ください
１９

仕様書 別添１

8.業務内容（2）各種証明書の交付及

・手数料徴収事務取扱要領は受

び手数料徴収・収納業務

注者に提供します。

・金銭取扱に関する処理要領ならび

・レジは貸与しますが、釣銭は受

にフロー等ご教授ください。

注者で用意していただきます。

・手数料受領・レジ入力に必要とな
るレジは貸与いただけるが、釣銭は受
託者で準備するのでしょうか。
２０

仕様書 別添１

8.業務内容（5）住民異動届における

お見込みのとおりです。

住民基本台帳等の入力業務
入力業務のみでしょうか。受付は職員
対応との認識で宜しいでしょうか。
２１

仕様書 別添１

業務内容にデータ入力と言う文言が

仕様書別添１

仕様書１０．業

あるが、専用システムを利用している

務の履行（２）イ①が基本要件と

と想定されるが、タイピング速度や

なります。

OA スキルなど具体的な基準数値は
あるか
２２

仕様書 別添１

8.業務内容 （6）全般管理業務 ① 業

仕様書別添１

務日報の内容についてご教授くださ

容に記載した業務の日計や市へ

い。

引き継いだ案件等を記載したも
のとなります。

仕様書８.業務内

項番
２３

該当資料
仕様書 別添１

質問内容

回答

8.業務内容 （6）全般管理業務

・⑤手数料については、庁舎内に

・⑤金融機関への手数料の納付につ

ある金融機関にて納付していた

いては、庁舎外への持ち出しとなるの

だくため、庁舎外への持ち出し

でしょうか。現在はどのような運用を

はありません。

されているのでしょうか。

・⑨業務研修については、市が主

・⑨当該業務研修は市が開催される

催しますが、システム改修や法

のでしょうか。 発注者主催の場合、

改正など、操作方法や運用方法

研修開催頻度と参加者の範囲をご教

等に変更が生じた際に行うもの

授ください。

で、参加者の範囲については管
理責任者のほか、業務の従事者
を想定しております。

２４

仕様書 別添１

8 業務内容（6）全般管理業務、9 業務

受注者が用意したデータ通信端

用機材の負担区分

末等を利用したデータのやり取

運営管理（統括責任者）と常駐してい

りは可能と考えます。

る管理責任者の連絡手段として、開示

なお、使用については、別紙３

許可がある情報や各種データについ

「個人情報の取扱いに関する特

ては、主に FAX でのやり取りとして

記仕様書」を遵守していただき

いるが、緊急性や重要性を鑑みネット

ます。

ワークや電子メール等の連携を是非
ご検討頂きたい。
２５

仕様書 別添１

9.業務用機材の負担区分 ・各業務で

システムについては別紙２の利

使用可能なシステム（データ入力・出

用端末欄をご参照ください。

力装置）をご教示ください。

出力装置は各システムに接続し

・以下の業務用機材について使用可

たプリンターとなります。

能台数をご教授ください （1）データ

使用可能台数（１）１０台（５）

入力に使用する端末 （5）手数料管理

１台（６）机６台・椅子１１脚

レジスター （6）机・椅子 （7）電話

（７）２台（８）従事者分

（8）ロッカー

※使用可能台数については、従
事者数により調整する場合があ
ります

項番
２６

該当資料
仕様書 別添１

質問内容
10－(1)業務の履行

回答
お見込みのとおりです。

履行期間開始後、直ちに本業務に従事
できる体制を整えるとあるが、1 ヶ月
間の引継ぎ期間では十分ではない可
能性がある。10 月 1 日から既存受注
者同様の業務開始ということでよい
でしょうか。
１０－(3)業務マニュアルの電子デー

電子データについては、Word 又

タ化

は Excel 形式でお願いします。

電子データ形式等の指定はご

ざいますか。
２７

仕様書 別添１

10.業務の履行（1）履行及び研修

研修等の内容については、ご提

② 業務の遂行に必要な知識、接遇等

案していただく項目ですので、

の詳細な内容をご教授ください。 ま

御社のお考えをお示しくださ

た、社員変更時において、
「あらかじ

い。

め業務の遂行に必要な知識の習得、

また、仕様書別添１ １０．業務

接遇等の研修を済ませること」とは、 の履行（２）イ①を参照くださ
どの程度の習熟を事前の研修で想定

い。

されるのでしょうか。
２８

２９

仕様書 別添１

仕様書 別添１

10.業務の履行（1）履行及び研修 ④

履行予定表には、従事予定者を

「履行予定表」について 勤務簿等の

記入し提出していただきます。

類であれば、業務委託上発注者の管理

なお、本業務は個人情報を取り

は不必要と考えますが、履行予定表の

扱うことから、管理運営上必要

詳細についてご教授ください。

であると考えております。

（2）従事者及び人員配置上の留意事

業務量については別紙１を参照

項

で効果的で効率的な配置人員を

ください。また、繁忙期について

設定する事と記載があるが、繁忙期/

は３月並びに４月の実績を参考

閑散期（通常時）でどの程度業務量に

としてください。なお、人員数に

差があるのか、業務遂行上のどの程度

ついてはご提案していただく項

の人員数が必要だったのか、過去の感

目ですので、御社のお考えをお

覚値で良いので情報提供頂きたい

示しください。

また、市民課と思われるカウンターが

閑散期でも全カウンターが埋ま

10 席程度あると思われるが、閑散期

ることはあり、特に休日明けの

（通常時）でも全カウンターが埋まる

業務日が混雑します。また、繁忙

ことはあるか、合わせて繁忙期の受付

期の受付待ちについては、その

待ちはどの程度発生するのか

ほとんどが業務委託外の住所異
動の手続きによるものです。

項番
３０

３１

該当資料
仕様書 別添１

仕様書 別添１

質問内容

回答

10.業務の履行（2）従事者及び人員配

・現在の市民課の窓口数は１３

置上の留意事項

箇所、うち委託している窓口は

・現在の窓口数および委託される窓

２箇所です。委託している窓口

口数、各窓口の現在の配置人数をご教

に配置している人員は２名で

示ください。

す。

・イ 従事者 ①基本要件 「それに準

・具体的な基準等は定めており

じるスキル」について詳細内容をご教

ませんが、業務を滞りなく円滑

授ください。

に遂行できることを求めます。

（3）服務規律

指定やルールはありませんが、

②受注者は、本業務の履行中、受注者

案内業務上、来庁者からの視認

の社員等に制服、名札を着用させるこ

性に優れたデザインが好ましい

と。と記載があるが制服及び名札に指

と考えております。

定やルールはあるか
３２

３３

個人情報の取扱

4 作業場所の特定について

従事者の顔写真、氏名、会社名の

いに関する特記

（2）身分証明書の記載内容について

記載が必要となります。

仕様書 別紙３

ご教授ください

個人情報の取扱

11 定期報告及び緊急時報告につい

個人情報の取扱いについて、内

いに関する特記

て （2）定期報告の頻度についてご教

容や報告体制等に変更が生じた

仕様書 別紙３

授ください

場合において報告いただくもの
と想定しております。

３４

その他

労働者派遣事業と請負により行われ

お見込みのとおりです。

る事業との区分に関する基準（労働省
告示第 37 号）より、単なる労働力の
提供ではなく、適正な請負業務として
履行するためには、有償の賃貸借契約
が必要であると考えておりますが、
労働局に確認のうえ、無償貸与とされ
ているという認識で宜しいでしょう
か。
３５
３６

その他
その他

市民課窓口レイアウトのご提供は可

図１業務エリア、図２市民課レ

能でしょうか。

イアウトを参照ください。

実地研修の際に市の業務マニュアル

お見込みのとおりです。

をいただけると想定して宜しいでし
ょか。また、そのマニュアルをもとに
内容の修正を行い、納品するという認
識で宜しいでしょうか。

