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窓口支援システム構築及び運用保守業務仕様書 

 

１ 概要 

⑴ 件名 

窓口支援システム構築及び運用保守業務 

 

⑵ 本業務の背景 

マイナンバー制度の導入や戸籍事務のコンピュータ化の完了など，区役所の窓口を

とりまく環境は大きく変化している。こうした変化に的確に対応し，窓口サービスの向

上と業務の効率化を図るため，平成３０年４月に「区役所窓口サービス向上プラン」（以

下「プラン」という。）を策定し，順次，窓口サービス向上と業務の効率化に向けた取

組を進めている。 

 

⑶ 委託の目的 

窓口支援システム（以下「システム」という。）は，プランの具体の取組（下図太枠）

として掲げており，総合受付窓口（仮称，以下同じ。）の創設に当たり，各窓口間にお

いて来庁者情報の把握と共有などの連携強化を図るとともに，必要な手続を漏れなく

申請できるようにすることを目的としている。 

 

  （区役所窓口サービス向上プランの基本方針等） 

 

プランの詳細は，京都市情報館 

（https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000233876.html）を参照。 

 

⑷ 総合受付窓口の概要 

ア 総合受付窓口の創設に向けた取組 

（ア）モデル区による先行実施 

令和元年度後半，モデル区（右京区役所）で実施し，効果的な導入手法や窓口支

援システムの機能等について検証したうえで，他の区役所・支所に順次拡大する。 

 

（イ）エリア集約型の総合受付窓口の創設 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000233876.html
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     令和元年度後半に引越し，婚姻，出生などのライフイベントに伴い，戸籍，住民

登録の手続と併せて生じる複数の手続を，近接した１つのエリアで，各業務に精通

した複数課の担当者がそれぞれの窓口で受け付ける，エリア集約型の総合受付窓

口を設ける。 

（エリア集約型総合受付窓口のイメージ） 

 

 

イ 総合受付窓口での手続概要 

（ア）受付番号の発券 

来庁した市民が自ら操作を行い受付票（受付番号の記載のあるもの。以下同じ）

を発券する。または，フロア案内員が来庁した市民にヒアリングを行いオーダーシ

ートの作成を行うとともに，システムの機器に必要な手続を入力し，受付票を発券

する。 

（イ）受付処理 

窓口において受付番号で来庁者を呼び出し，申請書，添付書類，オーダーシート

等を受け付け，不備等がないか確認を行う。 

（ウ）入力・証明書発行処理（バックヤード） 

受付した申請書等により基幹系業務システム（住民基本台帳システム等）への入

力・発行処理等を行うとともに，オーダーシートにより，システムでの案内に必要

な事項を確認・入力し，複数の窓口で手続きが必要な場合は，各窓口を案内する窓

口案内シートを発行する。 

（エ）交付等処理 

受付番号で来庁者を呼び出し，発行した証明書，窓口案内シート等を交付する。 

  （オ）窓口間連携 

窓口案内シートにより，複数の窓口で手続する来庁者の情報については，システ

ムの機器等を用いて各窓口において情報共有し，来庁者の手続の進捗管理等を把

握する。各窓口では，各窓口同一の受付番号を使用する。 

 

２ 窓口支援システムの概要 

⑴ 機器の設置イメージ 

窓口を担当する職員が，市民に対して必要な手続きを担当する窓口のナビゲーショ

ンを行うことができるよう，複数の窓口を分かりやすく案内できる機能や，表示や音声

を用いて必要な情報を得られる機能を有する機器を，今回右京区役所に導入し，次年度

以降他の区役所・支所に順次設置することを想定している。右京区役所の所属・フロア

図は，別紙６のとおりとする。 
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（エリア集約型総合受付窓口の機器設置イメージ） 

  

 ※ 右京区にてシステムを設置する範囲は，エリア集約型窓口の各窓口（市民窓口課，保

険年金課等）のほか，健康長寿推進課，子どもはぐくみ室を想定している。 

※ ①から⑤までの機器の詳細は，次項に示す。 

 

⑵ システム要件 

ア 関連機器の機能 

① 受付機及び発券機 

・画面上に表示される手続等の個数及び記載内容は，システムから職員の操作等で

設定できること。 

・画面は見やすく，操作が簡単なこと。 

・受付の種類ごとに未処理の件数・待ち時間が表示できること。 

・画面上に表示された用件をタッチすることで，具体的な画面に展開し，受付がで

きること。また，各課名の表示にも切り替え可能であること。 

・手続の受付後に受付票が印刷されること。受付票には受付番号とバーコード等が

印刷されること。 

・手続きの種類や課名等の選択ができ，訪れる窓口の予約ができること。 

・総合受付窓口だけでなく，各課に単独で来庁された場合にも，対応できること。 

② 案内表示周知機（市民用） 

・待合スペースから視認できる大型モニターであること。  

・案内する番号は４桁以上の英数字が可能であること。 

・画面上に各窓口の処理待ちの受付番号が５個以上，処理待ちの件数，保留中の番

号が表示されること。受付番号を呼び出すと呼出前・処理待ちの受付番号から削

除されること。 

・画面上に各窓口で呼出中の番号が表示されること。また，呼出し中の番号は，受

付操作機と連動していること。 

　（職員執務室）

⑤

　　③ 　　～

住民異動担当窓口 保険年金・福祉窓口 　業務所管課窓口（エリア外）

　（待合フロア）

①

②
　

　④



4 

・画面上の各表示は，職員が任意で操作できること。 

・複数の窓口を巡回する場合，割り込みに見えないような工夫を提案すること。 

・証明書交付窓口では受付番号をモニターに表示すると同時に音声での呼び出し

が行われること。 

③ 窓口別呼出機 

・各窓口付近に設置され，受付操作機と連動して呼出し中の番号表示を行うと同時

に，音声でも呼出しができること。 

・音声呼出しの場合，同フロア内において複数の窓口で呼出しのタイミングが重複

したときは，聞き取りやすいよう工夫すること。 

④ 受付操作機及びプリンタ― 

・呼出前，処理待ち，保留中の受付番号を画面からタッチして呼び出せること。ま

た，窓口の職員が呼び出す受付番号を任意で入力して呼び出しや削除ができる

こと。 

・受付番号を呼び出すと呼出前・処理待ちの受付番号から削除されること。呼び出

しても不在の場合は，保留できること。 

・来庁者に必要な手続きの種類や窓口の番号等を表示し，ボタン操作等で複数の窓

口予約ができること。また，各受付操作機から予約の追加や削除ができること。 

・分かりやすく，簡単に操作できること。 

・来庁者が複数の窓口を巡回する場合，手続き終了後，受付操作機からシステムを

利用して次の窓口へ伝達できる仕組みがあること。 

・複数の窓口を巡回する場合は，手続きに必要な窓口番号等が記載された案内シー

トが印刷できること。 

・フロア案内員が所持する受付操作機は，持ち歩きに便利なタブレット型とするこ

と。 

⑤ 受付状況周知機（職員用） 

・画面上に，各窓口の処理待ちの受付番号が５個以上，処理待ちの件数，保留中の

番号が表示されること。受付番号を呼び出すと呼出前・処理待ちの受付番号から

削除されること。 

    ・バックヤードの職員が見えるよう設置し，待ち人数や待ち時間が一定以上多く 

     なれば，職員が気付きやすいように工夫すること。   

⑥ その他 

・複数の窓口を巡回することが可能であり，その場合の優先順位を事前に設定でき

ること。また，各窓口に到着したことが把握できる方法を提案すること。 

 ・来庁者数，来庁時間等を集計できる統計機能を有すること。 

・窓口支援システムのネットワークは，区役所・支所に既設のＬＡＮを使用しない

こと。また，区役所・支所内に新たにネットワークを構築する場合は，本市と協

議のうえ，本調達の契約経費内で導入すること。 

・導入するソフトウェアについては，修正プログラムやバージョンアップの提供等，

開発元等のサポートがある信頼性の高い製品を利用すること。 

・OS やソフトウェアにぜい弱性が発見された場合は，システムへの影響，重要性
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等を検証のうえ，速やかに修正プログラムを適用できること。 

・関連機器は，市販品を基本とし，以下の仕様とする。これらの機器については詳

細な仕様，台数，設置場所を協議の上，本市により別途調達する。 

関連機器【最低必要数】 

（設置場所及び数は受託者

において最適な数を検討し

提案すること。） 

機器の仕様 

（受託者において，性能上大きく差がなければ多少の変更

は可能） 

受付機及び発券機 

【５】 

手続内容に応じて発券が可能であり，用紙には受付

番号とバーコードまたは QR コードが印刷できること。 

・カラーモニター 

・タッチパネル方式 

バーコードリーダ 

【４】 

 複数の窓口を訪問する来客に対し，到着確認のた

めに必要な窓口付近に設置。 

案内表示周知機（市民用） 

【３（うち１は証明書交付

窓口用）】 

・５０インチ程度の液晶ディスプレイ（カラー） 

・音声信号のスピーカー出力ができること。 

・ディスプレイの傾斜角度及び向きを調整できる

金具により指定した位置に天井や壁面から設置。 

窓口別呼出機 

【１４】 

 

・２２インチ程度の液晶ディスプレイ（カラー） 

・スタンド等により，座高より高い位置に画面が見

えるよう設置すること。 

・音声信号のスピーカー出力ができること。 

受付操作機及びプリンタ 

【受付操作機 １７（うち

１はフロア案内員用）】 

【プリンタ   ２】 

・１０インチ以上のタッチパネル方式 

・フロア案内員用はＷｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）対応

等による持ち運び可能なもの 

・プリンタはＡ４サイズ対応 

受付状況周知機（職員用） 

【５】 

 

・３２インチ程度の液晶ディスプレイ（カラー） 

・ディスプレイの傾斜角度及び向きを調整できる

金具により天井や壁面から設置する。 

サーバ 

【１】 

 

・システムの稼働に当たり必要となるサーバ 

・区役所内のサーバ室に設置し，ラック（本市にて

調達）に搭載可能なものであること。 

・管理・統計用端末と一体的な構成とすることも可

とする。 

管理・統計用端末 

【１】 

・統計用，またリモート保守用に使用するパソコン 

・ノートパソコン型とする。 

無線アクセスポイント 

【１】 

「受付操作機」のうち，フロア案内員が操作する機

器に必要 

上記の他，別途調達の必要がある関連機器があれば，提案すること。 

 

イ 操作性 
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システムを構成する機器は，市民や職員が情報を誤認識して誤った操作を行わな

いように，必要以上に小さな文字を使用せずに視認性に優れた色調で画面上に表示

されること。また，職員が操作する機器（パソコン等）についても簡便に操作できる

ようにキーボード，マウス，テンキー等の周辺機器を利用すること。これらの周辺機

器は，市販品の適用を基本とすること。 

 

ウ 性能・拡張性 

本システムは，区役所・支所での処理をスムーズに行うことが目標であるため，各

区役所・支所での性能・拡張性を以下のように設定する。 

項目 内容 目標値 

ユーザー数 区役所・支所の窓口数及びバックヤードの

パソコン台数を基準とする。 

－ 

同時アクセス数 区役所・支所で同時にシステムを利用する

台数 

区役所・支所の 

窓口数×1.5 

利用可能時間 区役所・支所の開庁時間（開庁時間外，休

日の運用は別途協議） 

平 日 8:30 ～

18:00 

システム起動時間 システムの起動完了後にキーボード入力

やマウスクリックができるまでの時間 

１分 

オンライン処理 

レスポンス 

特に応答速度が求められる同じ処理内に

おいて，次画面の表示が終わりキーボード

入力やマウスクリックができるまでに要

する時間 

３秒 

バッチ処理レスポンス バッチ処理がある場合には，処理件数に応

じた時間の想定を行う 

－ 

 

エ 可用性・運用性 

本システムは，区役所・支所における業務内での利用を主としており，必要時に確

実に運用できるよう，可用性・運用性を以下のように設定する。 

項目 内容 目標値 

障害発生時の復旧時間 障害発生からサーバ等機器の二重化や

バックアップ復元により再利用開始可

能までの時間 

２時間以内 

機器の冗長化 機器やハードディスクの二重化により，

障害時に切替が行える対策 

ハードディスク

の二重化は必須 

（機器二重化は

任意） 

停電時における対応 サーバ関連機器については，ＵＰＳ機器

等により，停電時に備えること 

サーバ機が自動

シャットダウン

できること 
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バックアップ範囲 システム全体，アプリケーション（※）

のみ，データのみ，それぞれを組み合わ

せてバックアップ 

全体：1回/月 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ：1回/

週 

データ：毎日 

バックアップ取得方法 一括，部分的，差分，段階等の手法を組

み合わせて利用 

全体：一括 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ：差分 

データ：一括，差

分 

バックアップの自動化 スケジュール機能の活用により一括，部

分的，差分，段階等の自動取得が可能 

原則は自動，残業

時，休日時は手動

可 

データの完全復旧 バックアップから復元できなかったデ

ータの入力等による復旧 

２週間以内 

バッチ処理レスポンス バッチ処理がある場合には，処理件数に

応じた時間の想定を行う 

－ 

リモート保守 障害対応としてインターネット等の外

部ネットワークを利用したリモート保

守を実施する場合には，受託者におい

て，インターネット等の外部ネットワー

クとの境界にファイアウォールを設置

し，不正なアクセスを遮断・監視すると

ともに，不正アクセスやウィルス感染等

による電子情報の漏えい，改ざん，破壊

又はシステムダウン等による業務影響

が生じないよう適切かつ必要な措置を

講じることとし，当該措置に係る経費は

受託者が負担すること。 

 

統計情報の出力 統計情報をＣＳＶや Excelファイル等で

出力する 

月１回 

窓口増減 混雑状況に応じて窓口の増設や削減が

可能 

区役所・支所の 

窓口数× 0.5～

1.5 

※ ここでは，窓口支援システムそのものを意図しており，動作環境やプログラムコード

は含まない。 

※ 障害発生時の対処について，具体的に提案すること。 

 

オ セキュリティ 

本システムの導入にあたり，受託者は京都市情報セキュリティ対策基準を順守し，

本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすとともに，必要な対策を講じること。 
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項目 内容 目標値 

認証 サーバ及び管理用端末からのアクセス

についてはユーザごとに ID 及びパスワ

ードによる認証及び権限制御を行うこ

と。 

 

不正アクセス防止 システムには，受付機や受付操作機等の

関連機器からのみアクセス可能とする

よう制限を行うこと。 

 

記録媒体等の接続制限 受付機や受付操作機等の関連機器への

記録媒体や周辺機器等の接続を制限す

ること。 

 

データの暗号化 認証情報の暗号化を行うこと。  

通信の暗号化 無線で接続した機器間のすべての通信

を暗号化すること。 

 

操作ログの取得 サーバ及び管理用端末について，利用者

のログの取得，操作内容が識別可能なロ

グを取得すること。 

 

マルウェア対策 サーバ，管理用端末及びその他の機器の

うち，マルウェア感染の可能性があるも

のについて，ウィルスやスパイウェアの

対策を行うこと。 

 

ウィルス定義ファイル

の更新 

ウィルス定義ファイルの更新を行うこ

と。 

具体的な頻度及

び方法について

提案すること。 

ウィルススキャンの 

頻度 

定期的にウィルススキャンを実行させ

ること。 

具体的な頻度及

び方法について

提案すること。 

機器等の管理 ・サーバは，区役所内のサーバ室に設置

し，ラック（本市にて調達）に搭載可能

なものであること。また，同室にある既

存サーバの稼働に影響が出ないよう対

策を講じること。 

・受付機や受付操作機等の関連機器につ

いて，盗難等を防止するため，金具やセ

キュリティワイヤー等により固定する

こと。 

・受付機や受付操作機等の関連機器につ

いて，当該システムの使用以外の操作が

できないように技術的に制限すること。 

 

※１ 基幹系業務システム（住民基本台帳システム等）には連動しないものとする。 
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※２ システムは，個人情報を入力しないものとする。 

※３ 無線ＬＡＮの使用は，フロア案内員用の受付操作機のみとし，フロア案内員用の受

付操作機の接続に使用する無線ＬＡＮ通信については，以下の対策を講じることな

どにより，盗聴や不正侵入を防止するとともに，解読困難な暗号化及び認証技術の使

用等の適切な措置を講じること。 

・ 無線で接続した機器間の通信を禁止すること。 

・ KYOTO Wi-Fi 等の既存の無線通信に影響がないように設計すること。 

・ SSID のステルス化を行うなど他の機器が接続できないようにすること。 

・ 暗号化通信はＷＰＡ２以降を利用すること。 

※４ ウィルス定義ファイルの更新方法，頻度については，リモート保守の有無などシス

ム構成を踏まえて提案すること。 

※５ 本市の既存ネットワークに接続することや，機器を接続することはできない。 

 

３ 運用保守要件 

本件により調達される機器は，各区役所及び支所の開庁時間内に適切に運用すること

が必要であるため，運用及び保守の要件を以下のように設定する。 

項目 内容 目標値 

運用時間 

（通常） 

区役所及び支所の開庁時間と職員の準備や後

片付けが行える時間 

平 日 8:30 ～

18:00 

運用時間 

（残業時間，休日） 

特定の日に時間外開庁や休日開庁を行う場合

には利用することが可能 

本市との協議

のうえ延長が

可能 

障害発生時の 

復旧時間 

障害発生からメンテナンス可能までの時間 

 

２時間以内 

定期保守※１ 機器の正常な運用が可能となる保守作業の実

施 

１回／年以上 

性能評価※２ 各機器の稼動状況を定期的に収集し，本市が

提示した性能・拡張性が維持できているかを

評価 

１回／年以上 

稼動実績報告 稼働実績を，月ごと及び年度ごとに集計をと

りまとめ，統計資料を作成すること。 

随時 

ぜい弱性対応 導入したソフトウェアにおけるぜい弱性の有

無の確認を行うととともに，ソフトウェアに

係る修正プログラムが公開された場合は，シ

ステムへの影響，重要性等を検証のうえ，速や

かに修正プログラムを適用すること。また，修

正プログラムの適用状況については本市に報

告すること。 

具体的な頻度

及び方法につ

いて提案する

こと。 
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不正プログラム対

策 

ウイルス対策ソフトの定義ファイルの更新及

びスケジューリングにより定期的にウイルス

スキャンを行うこと。 

具体的な頻度

及び方法につ

いて提案する

こと。 

※１ 機器の定期保守については，委託金額の範囲内において提案すること。 

※２ 性能が仕様書の要求を満たしていない場合には，システムメンテナンス等により

要求を満たすこと。 

※３ 運用時間内にシステムメンテナンス等により機器の停止を必要とする場合は，２

週間以上前に本市の承認を得ること。 

※４ ぜい弱性対応及び不正プログラム対策については，リモート保守の有無などシス

ム構成を踏まえて，具体的な頻度及び方法について提案すること。 

 

４ プロジェクト要件 

システムの構築は，各フェーズの開始時及び完了時に成果物を本市に提示し，合意した

ものを成果物とする。成果物については，５⑴「成果物」を参照のこと。 

⑴ プロジェクト計画 

企画提案書に記載されている事項をプロジェクト実施計画書としてまとめ，本市と

の合意をとる。 

⑵ 要件定義 

本市からの仕様書の要求事項を実現するためにシステムの要求事項を整理し，技術

的な観点からまとめる。 

⑶ 設計 

要件定義より基本設計（外部設計）を行い，基本設計書より更に詳細設計書への内容

を細分化する。 

⑷ 開発 

詳細設計書より新規開発を行う。開発を行った機能は単独テストを行う。 

⑸ テスト 

新規開発した機能について，他の機能との連携テスト及び総合的なテストを行う 

⑹ 運用準備 

窓口支援システムの本稼働にあたり，利用する職員への研修を行い，機能の概要や操

作方法の周知を行う。研修は以下のとおり実施することとし，研修の実施に当たっては，

研修計画書を作成のうえ，事前に本市の承認を得ること。 

ア 研修方法 

研修会場に受講者を集め，操作研修を行う。 

なお，研修会場は本市で用意するが，操作研修に当たり必要な端末等の研修環境は

受託者において用意すること。 

イ 受講者数 

右京区役所職員約１００名（予定） 

ウ 研修回数 

システム本番稼動前に，１コマ１時間程度で複数回実施すること。 
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エ 研修テキスト  

① 研修に使用するテキスト及び研修シナリオは受託者が作成すること。 

② 研修内容については，十分に本市担当者と打合せを行うこと。 

⑺ 運用立ち合い 

導入当日，システムが正確に動作するかを現地で確認し，不具合等が見つかった場合

は，直ちに改修すること。 

 

５ 成果物 

⑴ 成果物の納入及びその時期 

本業務の成果物及び納入時期は以下のとおりとする。 

 

成果物 内容 納入時期 

プロジェクト実施計画

書 

プロジェクトの目的，実施体制，実施内

容，スケジュール，管理方法等を実施計

画としてまとめたもの 

プロジェクトの

開始前 

ＷＢＳ プロジェクトで実施する必要のある作

業を細分化したもの。ＷＢＳは，作業項

目の明確化とともに，スケジュール管

理，工数の割出しを行うため，作業項目

に，スケジュール及び工数を併せて記載

したものとする。 

プロジェクトの

開始前（進捗に応

じて随時協議） 

業務フロー 窓口支援システムを利用した業務フロ

ーを策定する。（障害時含む。） 

プロジェクトの

開始前 

要件定義書 仕様書等の要求事項を実現するために，

システムに要求される内容を整理し，技

術的観点からまとめたもの 

基本設計書の作

成前※ 

基本設計書 要件定義書に記載された内容を実現す

るために，実装すべき機能，画面や帳票

などの操作や入出力に関する事項，生成

及び保管されるデータの概要など，基礎

的な事項をまとめたもの 

（外部設計書，ネットワーク設計を含

む） 

詳細設計書作成

前※ 
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成果物 内容 納入時期 

詳細設計書 基本設計書で定められた内容を実現す

るために，プログラムやシステムとして

それをどう実現するかを具体的に定め

る。機能別の設計書や内部のプログラム

の仕様など，技術的な事項をまとめたも

の 

（内部設計書，ネットワーク設計を含

む） 

開発前※ 

テスト計画書 開発したシステムの品質を検査するた

めに実施する試験の内容について定義

したもの 

テスト実施前 

テスト結果報告書 テスト計画書に基づき実施したテスト

の結果をまとめたもの 

テスト終了後 

初期データ設定書 初期データとして設定した内容 初期データ作成

終了後 

研修計画書 システムの操作方法等について，区役所

及び支所の利用部門と管理部門に対し

て実施する研修の内容，方法等をまとめ

たもの 

研修の実施前 

研修テキスト 研修に使用するテキスト 研修の実施前 

プログラム一式 仕様書に基づき新規開発したプログラ

ム一式 

納品時 

ソースコード OS やミドルウェアの設定ファイル及び

パラメータ 

納品時 

機器 別途本市にて調達するため，成果物には

含まない。 

－ 

ネットワーク構成図 ネットワーク構成をわかりやすくまと

めたもの。物理構成図と論理構成図の 2

種類とする。 

ネットワーク設

定前 

ソフトウェア ＯＳやミドルウェアなどシステムの稼

働に必要となるソフトウェアについて

は，別途本市にて調達するため，成果物

には含まない。 

－ 

操作手順書及び運用手

順書 

システムの操作方法（一般利用者及びシ

ステム管理者用）や運用方法をまとめた

もの 

納品時 

 

運用保守計画書 システムの運用保守の実施内容をまと

めたもの 

納品時 
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成果物 内容 納入時期 

障害対応マニュアル 
障害時における復旧手順等についてま

とめたもの 

納品時 

  

 

⑵ 納入方法 

電子媒体にて成果物を各１部，印刷が可能なものは紙媒体でも１式を納品すること。 

 

６ 業務委託の内容 

⑴ 窓口支援システムの構築と運用保守 

２「窓口支援システムの概要」に記載したシステム要件を満たしたシステムの構築と，

３「運用保守要件」に記載したシステムの導入年度における運用保守（令和２年度以降

の維持管理費等の保守については当該年度毎に別途契約） 

⑵ 関連機器の仕様書作成支援 

２⑵ア「関連機器の機能」に記載した要件を満たした機器を本市が別途調達するにあ

たり，機器等の調達仕様書の作成支援や必要な資料の収集等，本市と協議の上，必要な

業務を行う。 

⑶ 関連機器等のシステム設定及び設置工事 

前項で作成したモデル区における導入計画案を基に，関連機器を本市において別途

調達後，受託者においてシステムの設定や設置工事，疎通確認等を行う。 

⑷ 委託料（全て消費税及び地方消費税相当額を含む） 

システム開発経費及び設置工事費（令和元年度の運用保

守経費を含む） 

２９，７００千円 

※委託金額の支払限度額の割合は，次のとおりとする。 

令和元年度 ８０％ 

令和２年度 ２０％（本格運用時） 

⑸ 実施スケジュール（予定） 

令和元年９月 契約締結 

令和２年１月 窓口支援システム仮運用 

令和２年１月～令和２年９月 窓口支援システムの検証・改修 

令和２年１０月 窓口支援システム本格運用 

 仮運用時には，本仕様を全て満たしている状態で導入する。本格運用までの期間

において，画面レイアウトや文字の大きさ等の軽微な修正は，委託金額の範囲内で

行うこととする。本格運用までの期間において，本システムの改修が必要となる場

合，随時本市と協議の上，別途契約により機能修正を行うこととする。 

 

７ 特記事項 

⑴ この調達に係る業務を遂行するに当たって，新たに発生した設計書類等及び開発部

分（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著

作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）その他権利について
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は，原則としてすべて本市に帰属することとするが，詳細については本市と受託

候補者との協議のうえ決定することとする。 

⑵  この調達の範囲内で，第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場

合は，受託者の責任において，その権利の使用に必要な費用を負担し，使用許諾契約

に係わる一切の手続を行う。 

⑶  この調達の範囲内で，本市に帰属しない著作物がある場合にあっては，受託者は，

本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし，この関連文書につい

ても上記(1)及び(2)に準じるものとする。 

⑷  受託者は，本仕様書によるほか，「電子計算機による事務処理等（システム開発・保

守）の委託契約に係る共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に従い本業務を遂

行すること。 

なお，本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は，

本仕様書に定める内容を優先するものとする。 

⑸  モデル区の導入実績を参考に，他の区役所・支所へ展開する際の導入計画を本市に

おいて作成するため，調達に係る留意点等を提案書に記載し，区役所・支所に複数導

入した場合の想定できる見積書を提出すること。見積りに係る各機器数は，提案書作

成要領に記載のとおりとし，機器数以外のその他条件は，右京区と同様とする。 

なお，この見積金額をもって，次年度以降の契約を確定するものではない。 

 


