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令和３年６月 11日 

 

神奈川県川崎競馬組合財務会計システム等導入・運用及び保守業務委託 

に関する公募型プロポーザル募集要項 

 

発注者 神奈川県川崎競馬組合  

管理者 武井 政二  

１ 委託業務の概要 

（１）委託業務の名称 

   神奈川県川崎競馬組合財務会計システム等導入・運用及び保守業務委託 

 

（２）委託業務の内容 

   別添１「神奈川県川崎競馬組合財務会計システム等導入・運用及び保守業務委託仕様

書」のとおり 

 

（３）契約期間 

    契約開始日から令和９年３月 31日 

    うち導入期間  ：（令和３年度）契約開始日から令和４年３月 31日 

             （令和４年度）令和４年４月１日から同年 12月 31日 

    うち運用保守期間：令和４年４月１日から令和９年３月 31日までの５年間 

 

（４）委託料上限額 

   導入に係る費用及び５年間の運用・保守に係る費用の合計額を委託料とし、その上限

額は次のとおりとする。 

上限額：１４,０００,０００円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

   なお、提案見積書の金額が、予定上限額を超過した場合には、失格とする。 

   また、令和４年度以降において、歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった

場合、この契約は変更又は解除する。 

 

２ 参加資格 

  参加資格は、参加意思表明書の提出期限（提出期限の末日）から契約締結までの全期間

に渡って、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

(１) 神奈川県競争入札参加資格者名簿に営業種目として「情報処理業務委託」に登録があ

る事業者であること。 

(２) 過去５年度（平成 28年～令和２年度）に、クラウド型の財務会計システムの地方公共

団体への導入実績があること。 

(３) 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

(４) 委託業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

(５) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当する者でないこと。 

(６) 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

(７) 過去６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。 

(８) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手

続の開始決定がなされている者でないこと。 

(９) 事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 
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３ スケジュール 

（１）参加意思表明書の受付   令和３年６月 18日（金）15時まで（必着） 

（２）質問書の受付       令和３年６月 23日（水）15時まで（必着） 

（３）質問に対する回答     令和３年６月 28日（月） 

（４）提案書等の受付      令和３年６月 30日（水）15時まで（必着） 

（５）プレゼンテーション    令和３年７月 12日～16日の間（予定） 

（６）最優秀提案者の決定通知  令和３年７月 27日（火）（予定） 

 

４ 参加手続き 

（１）参加意思表明書の提出 

参加を希望する者は、参加意思表明書を提出してください。参加意思表明書の提出が

ない者の参加は認められません。 

  ア 提出書類 参加意思表明書（様式１） 

  イ 提出期限 令和３年６月 18日（金）15時まで（必着） 

  ウ 提出方法 電子メール 

  エ 提出先  神奈川県川崎競馬組合総務課 

        （メールアドレス soumu000@kawasakikeiba.jp） 

 

（２）質問の受付及び回答 

本委託業務に関する質問がある場合には、質問書を提出してください。質問に対する

回答は、すべての参加者に対して電子メールにて行います。 

  ア 提出書類 質問票（様式２） 

 イ 提出期限 令和３年６月 23日（水）15時まで（必着） 

 ウ 提出方法 電子メール 

 エ 提 出 先 神奈川県川崎競馬組合総務課 

       （メールアドレス soumu000@kawasakikeiba.jp） 

 オ 回 答 日 令和３年６月 28日（月） 

 

（３）提案書等の提出 

提案書等の提出者は、次ページ以降「５ 提案書等の作成方法について」に基づき、提 

案書等を作成して下さい。 

 ア 提出書類 

〇機能要件回答票（様式３） 

〇提案書（様式４を表紙として、提案１～８の作成資料を下に綴じて下さい。） 

〇同種事業の導入実績一覧表（様式５） 

〇事業の実施体制（様式６） 

〇積算内訳書（様式７） 

〇見積書（任意様式。様式７に基づく委託契約額を記載したもの） 

 イ 提出媒体 ＣＤ－Ｒ１枚及びデータを印刷した正本１部 

 ウ 提出期限 令和３年６月 30日（水）15時まで（必着） 

 エ 提出方法 郵送又は持参（持参の場合は事前に来訪日をご連絡下さい。） 

 オ 提出先  神奈川県川崎競馬組合総務課 
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５ 提案書等の作成方法について 

（１）機能要件回答票（様式３） 

  ア 「必須項目」欄内の記号について 

「〇」   ：システム導入にあたり、必要不可欠な要件 

「★」   ：システム導入にあたり、特に重要で必要不可欠な要件 

「空欄」 ：システム導入にあたり、実現が望ましい要件 

イ 回答方法 

    以下のとおり、選択式で回答して下さい。「Ｂ」を選択した場合は、「対応方法の記

載欄」に代替案等を記入し、代替案をシステムで実現可能であることを証明する資料

（画面メモや帳票等）をＡ４サイズ２枚以内で提出して下さい。 

  【選択肢】 

Ａ：標準仕様（パッケージ）で対応可能 

Ｂ：無償の代替案又はカスタマイズで対応可能 

Ｃ：対応不可 

   また、「★」は、機能実装の証明資料として以下を提出して下さい。 

  【提出書類】 

項番 提出資料 

31 事業の実施体制（様式６）に担当者を明記すること 

73 地方自治法施行規則第 14条に係る予算調製の資料のうち第１表 

74 歳入歳出予算事項別明細書 

86、87 
予算見積書（前年度要求額及びその増減額、当年度の執行状況、前年度又は

前々年度決算額が記載されたもの） 

116 

併合執行の帳票 
※社会保険料のように一般会計の支出と歳計外現金の払出の併合執行もできる場合

は「Ａ」、一般会計の支出同士でしかできないものは「Ｂ」とするため、実行できる

処理を確認できる資料を提出してください。 

120 日次、月次の歳入簿、歳出簿（各１枚、計４ページ以内） 

131 支出伝票処理時の出納審査、支払等の処理状況の一覧表（画面コピー可） 

132 
支出伝票の支払済（全銀協フォーマット作成済）及び未払い（全銀協フォー

マット未作成）、それぞれの支出日ごとの一覧表（画面コピー可） 

147 源泉徴収（所得税）控除、社会保険料控除の一覧表を提出すること 

151 月例出納検査用の収支月計表 

152 月例出納検査用の節別表 

153 月例出納検査用の収入計算書 

157 歳計外現金の出納に係る管理簿 

161 基金の出納に係る管理簿 

169 資金前渡管理簿、概算払管理簿 

177 歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書 

 

（２）提案書（様式４） 

 ア 様式４に必要事項を記載し、表紙としてください。 

 イ 提案１～８の項目ごとに、Ａ４サイズ両面刷り２枚以内として下さい。 

ウ 任意様式で作成し、文章及び図表を用いて簡潔にまとめて下さい。 

エ 文字の標準サイズは 11ポイント、最小サイズは９ポイントとします。 

ただし、図表中等やむを得ない部分はこの限りではありません。 

オ ＰＤＦ形式のファイルを格納して下さい。 
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 カ 付属資料は、項目ごとにできるだけ１つのＰＤＦファイルにまとめて下さい。 

 キ 提案書については、以下の提案１～８に基づき作成して下さい。 

以下に指定している付属資料は提案書の枚数制限に含めません。 

提案１ 提案システムの独自性 

①他社システムと比べた、提案システムの強み・独自性について、営業担当、技術開発担

当それぞれの観点から記載して下さい。 

②提案システムのバージョンアップに際して、システムユーザーの地方公共団体等からの

要望で改良・追加実装された機能を記載して下さい。 

【付属資料】 

 ・地方公共団体名等が分かる契約書等、機能実装の証明資料（画面メモ等） 

 ・開発から令和４年３月 31日までのバージョンアップ履歴（予定含む）の一覧表 

 

提案２ 導入・運用・保守体制 

①導入時の各パラメータの設定手順及びスケジュールを記載して下さい。 

②当組合からの問合せ対応の体制（ヘルプデスク等）を記載して下さい。 

③障害発生時、当組合の通常業務への影響を最小化する対応策をハード面（機器・施設等）

及びソフト面（人員配置、障害対策マニュアル等）から記載して下さい。 

 

提案３ 提案システムを活用した業務改善（予算編成） 

＜現状の課題＞予算編成システムが未導入であり、エクセルで作成した予算一覧表、予算

見積書、予算の説明資料をもとに各課の予算要求、予算の査定を実施しています。 

＜提案の内容＞ 

提案システム導入により、どのように業務が効率化されるかについて、予算編成システ

ム未導入の地方公共団体への導入実例をもとに提案して下さい。 

また、査定時に予算の説明資料(積算のための集計資料や関連法規の抜粋等の補助資料、

Ａ４両面 10 枚程度)を参照する方法（説明資料の別添機能があればその使い方）について

もあわせて提案して下さい。 

【付属資料】事例で挙げた地方公共団体名契約書等、具体的な作業画面及び帳票等 

 

提案４ 提案システムを活用した業務改善（支払処理） 

＜現状の課題＞ 

現在利用している会計システムは、内部データをＣＳＶ等で出力できず、(一社)全国銀

行協会共通フォーマットにも対応しておりません。そのため、会計システムで入力した支

払情報（支払先、口座、金額等）を、電子送金ソフトウェアで再入力しており、入力内容

の突合作業も必要となることから事務を煩雑化させています。 

また「未払」又は「支払済」の確認は、会計システム及び電子送金ソフトウェアからそ

れぞれ出力した支出日毎の支出一覧表を突合して行っており、事務を増大させています。 

＜提案の内容＞ 

①提案システムの導入により、どのように業務が改善されるかについて、地方公共団体へ

の導入事例をもとに提案して下さい。 

②提案システムと電子送金ソフトウェアの支払情報等データの連動性及び支払処理事務の

効率化の観点から、電子送金ソフトウェアの導入・運用方法について、地方公共団体で

の参考例をもとに提案して下さい（職員ＰＣへの導入方法等を含む）。 

 ※電子送金ソフトウェアは、横浜銀行「〈はまぎん〉MultiBank-Web(ファクシミリサービ

ス)」をネットワーク接続無しの送金専用パソコンにインストールして利用 

 ※電子送金ソフトウェアの使用者は３名程度 

【付属資料】事例で挙げた地方公共団体名契約書等、具体的な作業画面及び帳票等 
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提案５ 提案システムを活用した業務改善（収支状況の集計） 

＜現状の課題＞ 

 競馬の開催は会計年度あたり 13回程度（月１～２回）行っており、開催ごとの収支状況

の集計を行っております。集計は、複数科目（需用費、委託費、報酬等）の事業から関連

事業を任意で抽出し、その執行額を積み上げしております。 

＜提案の内容＞ 

 提案システムを用いて、上述のように集計データを効率的に抽出し、競馬開催ごとの収

支状況の集計表を作成する方法を記載して下さい。 

【付属資料】入力画面の状況、集計表の見本等を付属資料として下さい。 

 

提案６ 提案システムを活用した業務改善（公会計システム） 

＜現状の課題＞ 

 地方公共団体情報システム機構の「地方公会計標準ソフトウェア」関連サービスが今年

度をもって終了することに伴い、追加カスタマイズ無しで提案システムとデータ連携が可

能な公会計システムの導入を検討しております。 

＜提案の内容＞ 

①公会計システムは、自社製又は他社製のどちらかを明記して下さい。 

②公会計システムの各パラメータの設定手順・スケジュールを記載して下さい。 

③マニュアル作成及び操作研修の実施計画を記載して下さい。 

【付属資料】 

・他社製を導入する際には、貴社とのパートナー関係等が分かる資料 

・財務会計システム及び公会計システム導入・保守に係る責任の所在が分かる資料 

 

提案７ マニュアル作成及び操作研修の実施計画（公会計システムを除く） 

①マニュアルの作成方針及び更新の履歴を記載して下さい。 

②操作研修の実施計画について記載して下さい。 

【基本条件】 

・システム利用者：45名（予算・執行は全員、決算・公会計は２名が対象） 

・稼働初年度（対象職員全員）、稼働２年目（新規異動者 10 名程度）の２期間での実施を

希望します。 

【付属資料】 

・マニュアル 

・概要版マニュアル（10ページ以内） 

 

提案８ 業務改善に寄与する追加の提案 

 前述の提案の他に、業務改善に寄与する追加の提案があれば、地方公共団体への導入事

例をもとに自由に記載して下さい。 

【付属資料】地方公共団体名等が分かる契約書等、具体的な作業画面及び帳票等 

 

（３）小規模地方公共団体向け財務会計システム導入事業実績一覧表（様式５） 

ア 過去３年以内に導入した事業（賃借期間中含む）のうち、クラウド型の財務会計シス

テムの利用職員数が 50人未満の地方公共団体への導入実績を記入してください。 

※記載した案件の契約書の写し等（事業名、発注者、製品及び受注期間が分かる部分の

みでよい）を添付してください。 

  イ 過去５年以内に導入した事業（賃借期間中含む）のうち、クラウド型の財務会計シ

ステムの地方公共団体への導入件数を記入してください。 
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（４）事業の実施体制（様式６） 

   様式６のとおり、事業の実施体制を作成して下さい。また、事業の実施体制を体系図

にしたものをＡ４サイズ片面１枚、任意様式で作成して下さい。 

なお、保守業務、公会計システムの導入等において再委託までは認めますが、再々委託

以降は認めません。また、再委託先の業務遂行能力を証明する書類を提出して下さい（連

結子会社であるといった再委託先との関係性、他自治体への導入事例・導入実績数等）。 

 

（５）積算内訳書（様式７） 

   様式７のとおり、積算内訳書を作成して下さい。 

 

（６）見積書（様式７に基づく委託契約額） 

様式７に基づく委託契約額を記載した見積書を任意様式で作成してください。 

 

（７）提出された提案書等の取扱い 

   提案の採否にかかわらず、提案書等は返却しません。また、原則、提案書等は非公開

とします。 

   また、評価の結果にかかわらず、原則として提出された提案書等の著作権は作成した

提案書等提出者に帰属し、当組合は無断で使用しないものとします。ただし、書面によ

る評価等において当組合が必要と認める場合は、その範囲内において提案書等提出者の

許可なく複製し、また無償で使用できるものとします。 

 

６ 選定方法 

（１）審査方法 

審査会を設置し、提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容に基づいて審査

を行い、選定します。また、審査基準は、別添２の「審査基準」に示すとおりです。 

なお、提案見積書の金額が、上限額を超過した場合、様式３の機能要件回答票の必須項

目の全てに対応できない場合には、失格とします。 

 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング 

   プレゼンテーション及びヒアリングは、次のとおり開催します。 

   プレゼンテーションの内容は、提案書に沿った内容とし、提案されていない事項につ

いてのプレゼンテーションを禁止します。 

 

項目 概要 

日  程 
令和３年７月 12日～16日の間（予定） 

日程については別途通知します。 

場  所 神奈川県川崎競馬組合事務所内 

時  間 
プレゼンテーション：45分（方法は自由です） 

ヒアリング    ：15分（プレゼン内容、提案書の質疑応答） 

参加人数 

３名以内 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスク着用を厳守と

し、参加人数は最小人数としてください。 

貸出機材 
プロジェクター、テレビモニター、HDMIケーブル 

※希望の場合は、日程の 1週間前までにご連絡ください。 
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（３）参加が無効となる場合 

参加表明書及び提案書等が以下の項目に該当する場合には、参加を無効とする場合が

あります。 

  ア 提出期限、提出先及び提出方法が適合しないもの。 

 イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

 ウ 仕様書記載の要件をすべて満たしていないとき。 

 エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 オ その他本募集要項に違反すると認められたとき。  

 

７ 本委託の契約手続き 

  次のとおり、本委託の契約手続きを行います。 

（１）選定された提案者と、随意契約により本委託の手続きを行います。 

（２）選定された提案者は、発注者と別途協議を行った上で契約締結となります。 

（３）選定された提案者との協議が整わない場合は、提案次点者と、同様の契約手続きを

行います。 

  なお、本委託契約において、仕様書記載の事項については必ず満たすことことし、提案

で当組合に不利となる内容に変更することはできません。また、仕様書に記載のない事項

で提案があった場合には契約時に当該事項を契約に盛り込むこととします。 

 

８ 留意事項 

（１）参加に係る経費は参加者の負担とします。 

（２）提出された書類は、原則として返却しないものとします。 

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

（４）提出された書類は、選定以外の目的には、無断で使用しないものとします。 

（５）選定後、参加者名等は、公表しますが、審査結果については、選定された提案者以外

は、特定されない方法で公表します。 

（６）当組合が、提案書等の作成に当たって必要となる資料等を配布した場合には、その

資料等は、発注者の了解なく公表又は使用することはできません。 

（７）選定に当たっては、記載された見積額に当該見積額の 10％に相当する金額を加算し

た金額によるので、提案書を提出する方は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金

額を記載してください。  

なお、記載された見積額に当該見積額の 10％に相当する金額を加算した金額に円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた後に得られる金額により提案があ

ったものとします。  

 

９ 問合せ先 

  〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目５番１号 

  神奈川県川崎競馬組合総務課 

  担当者 山崎 

  電  話 044-233-6702（直通） 

  メール soumu000@kawasakikeiba.jp 


