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スマート窓口システム構築業務委託仕様書 

 

１ 件名 

  スマート窓口システム構築業務委託 

 

２ 目的 

   「第３次妙高市総合計画」及び「第４次妙高市地域情報化基本計画（兼 妙高市スマ

ートシティ推進構想）」に掲げている通り、ICT をより有効に活用することにより、市

民にとってより便利で負担の少ない行政サービスを提供し、かつ行政事務の効率化に

ついては、業務スタイルを改善していくとともに、職員１人あたりの生産性向上と効率

化に取り組む必要があると考えている。 

   特に窓口業務は市民サービスに直結する業務であるが、申請・届出にかかる市民の記

入負担や処理にかかる時間等の課題があり、また、昨今の新型コロナウイルス禍におい

ては３密回避のための窓口が求められている。 

そこで、スマート窓口システム（以下、「本システム」という。）を導入することで、

「早い」「書かない」「やさしい」窓口を構築し、さらなる市民サービスの向上と行政事

務の効率化を図ることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和３年１２月３１日まで 

 

４ 履行場所 

 市の指定する場所 

 

５ 対象範囲 

  市民税務課等における窓口受付業務を対象とする。 

 

６ 受託者に求めること 

   「１０ 窓口業務支援システム導入のコンセプト」を達成するために、受託者が有す

る知識、経験を活かし、着実に準備を進めること。 

 

７ 業務内容 

（１）委託内容 

・本システムの構築（設計・構築・テスト・操作研修等） 

・ネットワーク環境と整合性を考慮したシステム構築 

・本市ネットワーク運用保守業者との打ち合わせ及び調整 

・契約期間中のハードウェア及びソフトウェアに関する障害対応・問い合わせ対応 
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８ 提案要件 

（１）稼働実績 

提案するシステムについて、地方自治体における導入実績がある場合は、実績数を

業務実績書（様式２号）に明示し提出すること。 

（２）その他実績 

市民窓口業務システム（住民記録システム、戸籍システム、コンビニ交付システム

等）や窓口業務委託等の実績がある場合は、その実績を明示し提出すること。 

（３）実施体制 

・システム導入するにあたり、作業計画書を作成し、適切な作業管理を実施するこ

と。また、業務を円滑かつ確実に進めるため、必要なスキル及び経験を有するメ

ンバーを配置すること。 

・作業管理者は、本業務の推進に責任を負うに足りる知見と業務経験を有する者を

選任すること。 

・本業務遂行に関する本市からの要請、指示、その他日常的な連絡や確認等は、原

則作業管理者を通じて行う。また、作業従事者については、担当する業務に必要

な業務経験を有する者を配置すること。 

 

９ 導入スケジュール 

本システムの導入スケジュールは以下のとおりとしているが、受託者側において導

入までの推奨するスケジュールを有する場合は、以下のスケジュールに沿った提案の

ほか、別途「推奨スケジュール」を提示すること。なお、導入までの詳細なスケジュー

ルについては、優先交渉権者決定後、本市と協議を行い決定するものとする。 

【導入スケジュール】 

  令和３年６月～７月    要件定義、システム設計打ち合わせ 

令和３年８月～１１月末  システム構築・システムテスト 

  令和３年１２月上旬    操作説明会 

  令和３年１２月上旬～   運用テスト 

  令和４年１月４日～    本稼働 

 

１０ スマート窓口システム構築のコンセプト 

   申請書等の記載を電子化することで、「早い」「書かない」「やさしい」窓口の実現を

図る。 

（１）市民サービスの利便性向上 

    利用者が窓口で長時間待つことなく、申請書等への記入を省略できる等、利用 

者の立場に立った窓口のデジタル化を進める。 

（２）行政運営のさらなる効率化 

     限られた経営資源の中で、市民サービスの質を低下させることなく行政サービ 

スを提供し続けるため、ICTを活用することで、業務の効率化や事務改善を目指す。 
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１１ システム要件 

（１）調達するシステムの導入形式 

① 導入形式 

・システム構成は、オンプレミス型又は、クラウド型システムを導入すること。 

・クラウド型システムの場合は、データセンターについて、下記要件を満たすこと。 

(ア)利用するクラウドサービス事業者のデータセンターは、日本国内に立地され

たデータセンターとすること。 

(イ)データセンターから本市への通信が必要な際、LGWAN-ASPサービスを利用する

こと。 

(ウ)震度６以上の地震に耐え得る耐震もしくは免震構造を採用した建物で、建物

内の設備や機器等に損害を与えない構造であること。 

(エ)火災報知器設備、消火設備、非常証明設備等の建築設備が設定されていること。 

(オ)サーバ室は、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス等の

消火設備の設置をしていること。 

(カ)商用電力の供給が停止した場合、コンピュータシステムに影響を及ぼさない

状態を確保できる十分な容量を持つ非常用自家発電設備が設置されているこ

と。 

(キ)非接触カード、生体認証、監視カメラによるセキュリティを実施していること。 

(ク)データセンターにおいて、２４時間３６５日の運用保守を実施していること。 

② 機器の配置場所及び台数 

以下の要件を最低限満たす機器とすること。なお、機器保守期間は 5年間とする。

5 年以内に機器老朽化に伴う更新が必要な場合は、契約の範囲内で対応すること。 

(ア)妙高市役所 本庁 

・窓口端末 ４台 

・スキャナ（OCR用） ４台 

・タブレット（電子サイン用） ４台 

・A4モノクロレーザープリンタ（届出書等印刷用） ４台 

・A4モノクロレーザープリンタ用増設ホッパ ４台 

 ※プリンターで A4用紙と A5用紙を使用するため 

(イ)妙高支所（〒949-2235 新潟県妙高市関山 1200-1） 

・窓口端末 １台 

・スキャナ（OCR用） １台 

・タブレット（電子サイン用） １台 

・A4モノクロレーザープリンタ（届出書等印刷用） １台 

・A4モノクロレーザープリンタ用増設ホッパ １台 

 ※プリンターで A4用紙と A5用紙を使用するため 

(ウ)妙高高原支所（〒949-2106 新潟県妙高市田口 33） 

・窓口端末 １台 
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・スキャナ（OCR用） １台 

・タブレット（電子サイン用） １台 

・A4モノクロレーザープリンタ（届出書等印刷用） １台 

・A4モノクロレーザープリンタ用増設ホッパ １台 

 ※プリンターで A4用紙と A5用紙を使用するため 

③ ネットワーク環境 

本市のネットワーク環境は、以下のとおりである。本環境下で他の業務に影響

を与えず、システムの稼働を保障するものとする。 

・番号利用事務系ネットワーク 1Gbps 

・LGWAN帯域          外部接続 100Mbps(帯域保証) 

・窓口端末の接続方法  有線 LAN 

（２）非機能要件 

(ア)性能要件 

データ量及びユーザーの増加に対して、システムのパフォーマンスが低下し

ないように仕様書記載事項を担保できる十分な処理能力を備えること。 

(イ)窓口対応件数（令和元年度実績） 

・申請・届出にかかる年間処理件数 44,861件 

・住民票等の各種証明書交付件数：38,340件 

 うちコンビニ交付で交付可能なもの：28,677件 

・戸籍の届出（出生、死亡、婚姻など）：1,627件 

・住民異動（転入、転出）：3,596件 

（参考）窓口での処理時間は、戸籍の届出が１件あたり 30 分、住民異動は 1

件あたり 25分程度を要している。 

(ウ)使用性・効率性要件 

・効率的に業務を行うことができるように配慮した画面構成、画面運移、入出

力操作方法であること。 

・本市職員の業務効率性を高め、負担軽減に資する効率的な機能を有すること。 

(エ)信頼性要件 

・運用時間内でのサービス提供が稼働率 99.5%以上を確保すること。ただし、

システムメンテナンス等による停止は除く。 

・バッチ処理が必要な場合は、本市の開庁時間までに完了すること。 

・バックアップ機能を備え 48時間以内のデータを保持すること。 

・障害時の運用手順については、障害時の連絡体制対応フロー等を定め、運用

保守手順書に記述すること。 

（３）システム機能要件 

    本システムの機能要件は、以下のとおりとする。 

(ア)ログイン機能 

ユーザー管理(機能別に操作権限の割り当てなど)ができること。 
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(イ)書類作成機能 

・受付したマイナンバーカードや転出証明書、在留カード等を OCR処理により

読み取りすることで、電子的に住民異動届及び付随する手続きで使用する

申請書類を作成できること。 

・不足情報や OCR処理による読み取り不備については、画面上で簡単な方法に

より入力、修正できること。なお、電子サインにより署名を行う場合は、住

民異動届及び付随する手続きの申請書類の署名欄に表示させるものとする。 

(ウ)データ化機能 

・マイナンバーカードや転出証明書、在留カード・特別永住者証明書等を OCR

で読み取り、データ化できること。 

・その他、書類等についてもデータ化できること。 

(エ)保存用スキャン機能 

・住民異動届に伴う各種書類をスキャンして住民異動届データと一体で保存 

できること。 

・規格外のサイズの書類についてもスキャンし、保存できること。 

(オ)書類保存機能 

作成した書類及び異動データを電子的に保存できること。 

(カ)データの利活用 

本システムで電子的に作成した住民異動届のデータを利活用するため、XMLや

CSVといった標準的な形式でデータ提供ができる機能を有すること。 

(キ)受付検索機能 

受付情報の検索ができること。 

(ク)帳票印刷機能 

受付した書類や保存した書類を画面表示し、印刷できること。また、他で使用

する書類も印刷できること。 

(ケ)保存データの削除機能 

保存年限を経過したデータを一括削除できること。 

(コ)住民記録システム取り込み用データの作成 

・本システムで電子的に作成した異動届のデータを CSV 等のデータ形式で出

力できること。 

・出力するデータ項目及びコードについては、本市の住民記録システムで取り

込みできる形式で出力できること。 

・データ仕様について住民記録システムの委託事業者と直接調整し、その結果

を本市へ随時報告すること。 

・住民記録システムの委託事業者と連携しながら、データ受け渡しのテストを

実施し、住民記録システム側で正しくデータを取り込めることを確認する

こと。 
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（４）システム機能追加要件 

以下①～⑦の要件について、全て必須機能となるため企画提案書に記載するこ

と。 

① 住民異動届等の作成機能 

(ア)他自治体からの通常転入 

持参する転出証明書を OCR 処理により、その結果から住民異動届に必要な項

目の情報を生成、保持し、その情報を住民異動届の適切な箇所に反映すること

が可能であること。また、反映した情報に基づき書類形式で画面表示を行い、

電子的に住民異動届を作成できること。 

(イ)他自治体からの特例転入 

統合端末から出力される転出証明確認書等を OCR で処理することで、同様の

処理を行う。 

(ウ)国外からの転入 

日本人の場合は、戸籍全部(一部)事項証明、戸籍の附票を、外国人の場合は、

在留カード・特別永住者証明書を OCRで処理し、その結果から住民異動届に必

要な項目の情報を生成、保持し、その情報を住民異動届の適切な箇所に反映す

る、もしくは、貼り付けるなどの方法により、電子的に住民異動届を作成でき

ること。 

(エ)転居、転出、世帯変更等その他の住民異動 

・転居・転出・その他の住民異動の場合は、本市住民記録データもしくは、証 

明書発行用データを参照又は OCRで処理し、その結果から住民異動届に必 

要な項目の情報を生成、保持する。 

・その情報から、住民異動届の書類形式で画面表示を行う。 

※OCRでの処理ができない項目等、手入力となる場合は、簡便な方法を提案す 

ること。 

(オ)日本人と外国人の区別 

・日本人と外国人の入力項目を区別し、それぞれの項目に OCRで処理した情報 

を自動的に反映すること。 

・その際に、日本人と判別した場合は、外国人特有の項目は入力できなくなる 

ようにすること。また、外国人と判別した場合は、日本人特有の項目は入力 

できなくなるようにすること。 

(カ)エラー表示・入力漏れ防止 

・必要項目の入力漏れ防止のため、エラーメッセージ機能を搭載していること。 

また、住民票コードや個人番号においては、チェックデジットに合わない不 

正な数値が入力された場合は、エラーメッセージを表示すること。 

・なお、必要項目が不足している場合はエラーメッセージの表示に加え、次の 

面面に進むことができないようにすること。 
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(キ)住民異動届の画面表示及び修正 

作成した住民異動届は、住民異動届のレイアウトで画面表示が可能であるこ

と。また、本画面の確認により入力内容の追加修正が必要となった場合は、簡

単な方法で入力できるようにすること 

(ク)印刷 

作成した住民異動届のレイアウトで印刷が可能であること。 

(ケ)履歴管理 

一度入力された氏名や住所、本籍については、履歴管理し、同じ内容を入力す

る際に直接入力することなく、その履歴をマウス操作等の簡単な方法により

で復写データの選択入力が可能であること。 

(コ)リスト表示 

住所、本籍の読み方が不明な場合は、都道府県から大字までリスト表示し、選

択入力が可能であること。また、アパート名等の方書についても、リスト表示

し選択入力が可能であること。 

(サ)住所検索 

・住所、本籍の入力では、都道府県、市区町村、大字名、町名等を頭文字で検 

索できること。 

・検索方法は、以下の条件を満たすこと。(例)「新潟県妙高市栄町 5-1」であ 

れば、「新潟県」の「に」、「妙高市」の「み」「栄町 5-1」の「さ」で検索さ 

れること。 

(シ)レイアウト 

住民異動届のレイアウトは設定変更が可能であること。 

(ス)備考 

住民異動届に補記する内容等については、備考欄を設け、自由に入力できるこ

と。また、備考欄の入力については、定型文の登録等により可能な限り業務効

率化が図れるようにすること。 

② 住民異動届の署名 

・自署欄については、電子サイン(タブレット用のペンなどで電子的に書かれ 

た氏名)を用いる場合は、住民異動届及び付随する書類の指定の位置に表示 

させるとともに、電子的な保存を可能とし、付随する関係書類に必要に応じ 

て活用できること。 

・入力インターフェースは、電池レスコードレスペンであること。 

③ 付随する手続きに必要な書類作成機能 

(ア)電子的に作成した住民異動届の項目を使い、住民票・印鑑登録証明書・戸籍証

明書等申請書をはじめ、市民課手続きで使用する各種申請書類を作成印刷で

きること。また、付随する他課で使用する書類や手続き案内等が作成、印刷で

き、かつ、他課においても、書類の作成印刷ができること。 

(イ)異動事由に該当する必要な申請書類が一覧で表示されること。 
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④ 電子保存管理機能 

(ア)電子的に作成した住民異動届と転出証明書や委任状の添付書類は、PDF化等に

より、電子的に保管し管理できること。 

(イ)電子保管した住民異動届および添付書類の検索機能を備えることで、問い合

わせ時の検索性を向上すること。また、必要に応じて関係書類を本システム等

から印刷できること。 

⑤ 本システムで使用する文字 

・戸籍統一文字や住基ネット統一文字を網羅し、国際標準化が完了されたフォ

ントである IPAmj 明朝フォントを採用している、もしくは追加費用なしで

変更可能とすること。 

⑥ 既存申請書等の帳票の整備 

・異動届の書類や業務照会用住民票、住民票関係請求書等の既存の申請書フォ 

ーマットをもとに帳票を作成すること。 

・スマート窓口を促進していくにあたり約３０帳票まで増やす予定であるた 

め、追加費用なく対応できること。 

・本システム導入後に本市の都合又は法改正等による各種申請書類の変更が 

必要になった場合についての対応も提示すること。 

⑦ 住民異動を伴わない申請書作成支援機能 

(ア)住民異動を伴わない申請手続きについて、申請書の作成を補助することがで

きること。 

(イ)本機能における申請書等の仕様帳票の整備については、上記「１１⑥申請書等

の使用帳票の整備」に示す通りとする。 

 

１２ テスト要件 

(１) システムテストの実施 

・実施計画を作成し、テスト開始に先立って本市の承認を得ること。 

・すべての設定作業が完了した後、納入物が問題なく稼動するかどうかを確認す 

るためのシステムテストを実施すること。 

・各種テスト完了後に、実施結果を本市に提出し、承認を得ること。 

(２) 運用テストの実施 

・本市は、想定どおりの運用が可能か確認する運用テストを実施するので、対応

すること。 

・運用テストに際しては、要件定義等の打合せで決定した運用事項について、検 

査の基準となる評価事項、テストシナリオ、テスト項目を定めた運用テスト仕 

様書を受託者が作成し、本市の承認を得ること。 

・運用テストに際しては、本番と同等のデータを用意すること。 

・運用テストの開始までにテスト実施者を対象に操作研修を行うこと。 

・運用テストの結果、納入物の全部又は一部が不合格であった場合は、受託者は 
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直ちに納入物を引き取り、正常に稼動するものを本市の指定した日時までに納 

入し、稼働を確認すること。 

 

１３ システムの操作研修 

  本稼働前に、職員に対し、システム操作研修を実施すること。 

(１) 職員がシステムを利用するために必要な研修用テキストを紙で用意し提供するこ

と。 

(２) 職員に対する研修は、次のとおり実施すること。 

研修対象種別 対象人数 研修内容 

職員向け 10名/3回 システム操作方法 等 

(３) 研修会場及び研修に必要なPC、プロジェクター、スクリーン等の備品類は本市にて

用意する。 

 

１４ 行政手続きのデジタル化（任意提案※見積金額に含まれない提案も可能である。） 

提案する本システムを利用するにあたり、行政手続のデジタル化に向けて想定される

利用方法や今後の展望がある場合は、企画提案書に記載すること。なお、行政手続きのデ

ジタル化が進み、本市がその対応を行う際は、本市及び住民記録システムベンダーと協議

を行い対応していくこととする。 

 

１５ 業務プロセス・情報システムの標準化（任意提案※見積金額に含まれない提案も可能

である。） 

国が進める自治体システム標準化と提案システムとの関係について、受託者の考え方

や今後の展望などがあれば、企画提案書に記載すること。特に、住民記録システムについ

て、転出証明書ＱＲコード、電子申請との連携などが標準仕様として盛り込まれると想定

されるなか、提案システムがどのように活用されていくのか、受託者としての考え方を提

案すること。 

なお、住民記録システムの標準化について、本市がその対応を行う際は、本市及び住民

情報システムベンダーと協議を行い対応していくこととする。 

 

１６ システム保守及び運用要件（参考見積） 

本システムの保守及び運用要件は、以下の通りとする。 

(１)サポート部門の問い合わせ窓口を設置し、本市の開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5

時 15分までの間、電話、メールによる問い合わせを受け付け、システムの操作方法

等必要なサポートを行うこと。 

(２)本システムは、本市の開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間稼働する

ものとする。ただし、システムのメンテナンス等を実施する場合はこの限りではない。 

(３)障害電話受付は、本市の開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。な

お、障害とはシステムサービスの全てが利用できなくなる状態を指す。インターネッ
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ト通信回線障害、情報機器端末の故障・起動不全等に依る利用不可への対応は含まな

い。 

(４)本稼働後、人事異動に伴い担当職員が変更になった場合、新担当職員向けに操作研修

会を実施すること。１回あたり対象者については、最大 5名とする。実施時期は 4～

5月を予定し、詳細な時期については、協議のうえ決定するものとする。研修時のパ

ソコンや会場については、本市で用意する。 

(５)年 1回以上のシステムバージョンアップを行うこと。 

(６)同システムを利用する、他自治体にて設定されている転出証明書情報を活用できる

こと。 

(７)システム運用方法に対する相談に応じ、代替案や運用フローの提案を行うこと。また、

それに伴いシステム設定の変更が必要な場合に受託者にて実施するか、本市職員が

実施できる事項であれば、その方法について説明を行うこと。 

 

１７ 業務終了後のデータ消去 

本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約の終了事由の

如何を問わず、本業務が終了となる場合には、本業務を遂行できるよう必要となる措置に

ついて誠実に対応すること。また、本業務が終了した際には、本市から提供を受けた資料、

データ（委託者固有のデータを含む。）等について、速やかに返還するほか、窓口端末、

記録された資料、データ等の全てを完全に消去するとともに、本市にデータ消去の証明書

を提出すること。なお、詳細な作業内容及び本契約内での作業対応範囲は協議の上、決定

することとする。 

 

１８ セキュリティ要件 

本システムは、機密性、秘匿性の高い情報を管理するため、関係法令及び本市セキュリ

ティポリシー等を遵守するとともに、セキュリティに関する機能として、以下の要件を備

えること。また、受託者は、適切なセキュリティ対策を講じること。合わせて本システム

導入作業に関してもセキュリティ対策を行うこと。 

(１)セキュリティ対策 

本市の内外からの不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、

不正利用等を防止するための対策を講じること。また、継続的にセキュリティが維持

されるように取り組むこと。 

(２)本システム導入作業に関する管理 

受託者は、本業務の遂行にあたり、行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、個人情報の保護に関する法律、妙高市個人情報保護条例

を遵守すること。 

(３)権限管理 

ID・パスワード等により識別を行う機能を設けること。本システムへのアクセス制御

を行う機能を設けること。アクセス許可されたユーザーに対して、本市で権限管理を
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行う機能を設け、グループ別にアクセス権限を設定できること。 

(４)ログ 

アクセス履歴の管理を可能とし、システムログ及びアプリケーションログを取得、保

存、分析、報告する機能を設けること。ユーザーの操作ログを収集し、不正利用を抑

止する効果と万が一の事故発生時の原因特定ができること。取得したログの漏えい、

改ざん、消去、破壊等を防止できる機能として、バックアップを実施すること。ログ

の保存期間は本市と協議の上決定すること。 

 

１９ 成果物 

本業務の完了時に下記を成果品として納品すること。なお、納品の方法・納品形式は紙

及び電子媒体とする。 

  （１）全体計画書 

  （２）工程表 

  （３）要件定義書（打合せ書） 

  （４）打ち合わせ議事録 

  （５）システム構成図 

  （６）システム設定書 

  （７）職員向け操作手順書 

  （８）システムテスト結果報告書 

  （９）業務完了報告書 

 

２０ 機密保持 

  受託者は、本業務の実施の過程で本市が開示した情報を、本業務の目的以外に使用また

は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずる

こと。受託者は、本業務を実施するにあたり、本市から入手した資料等については適切に

管理すること。 

 

２１ 契約不適合 

(１) 検収完了後、完了後１年以内に、委託業務について乙の業務上の過失に起因する仕

様書との不適合を甲から通知された場合は、乙は、無償でその不適合を補正する。 

 

２２ その他 

 （１）受託者は、業務の全部を第三者に一括再委託してはならない。ただし、一部の業

務について再委託する必要がある場合は、受託者の責任のもと、本仕様書の内容

を再委託者に遵守させるとともに、市へ書面で通知すること。 

 （２）受託者は、本市の契約及び規則に基づく指示に従い業務を実施すること。また、

業務を遂行するにあたり、関係法令等を遵守して実施すること。 
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 （３）本市が必要と認めたときは、委託した業務についての立入検査を実施することが

できる。また、受託者はこの検査に協力しなければならない。 

 （４）受託者が、本仕様書の内容に違反し損害を与えた時は、本市と協議の上、その損

害を賠償しなければならない。 

 （５）本仕様書に定めのない事項については、双方が協議して決定する。 

 


