
No. 資料名 頁 項目名 内容 回答

1 実施要領 1 ３　提案上限額
3年間の合計金額が上限金額以内であれば、
単年度の金額が上限金額の3分の1以上となっ
ても問題無いでしょうか。

３年間の合計金額が上限額内であれば、単年度
の金額に上限はありません。
ただし、令和２年度（令和３年２月～令和３年３月
分）については、次の金額を超えないものとしてく
ださい。
　市民課：12,570千円
　こども課：6,276千円

2 実施要領 3
７　提出書類・提出期限
等

複数の業務に応募する場合“※1申込者に関
する資料”は1部で構わないと記載されていま
すが、企画提案書及び見積書についても、市
民課窓口関連業務とこども課窓口関連業務を
一つの企画提案書・見積書として作成するので
しょうか。それとも業務別の企画提案書と見積
書が必要でしょうか。

企画提案書及び見積書については、市民課窓口
関連業務とこども課窓口関連業務を別業務とし
てそれぞれ企画提案書と見積書の作成をお願い
します。

廿日市市窓口関連業務委託に係る質疑回答

１　実施要領に係る質疑回答



3 実施要領 3

７　提出書類・提出期限
等
(1)滞納のない旨の証
明書（市町村税）

①本店所在地、受任地、廿日市市様のいずれ
の市町村税の証明書が必要かご教示くださ
い。もし、貴市のものが必要な場合、事業所等
が存在せず納税義務が無い場合には、どのよ
うな証明書を提出すればよいかご教示くださ
い。

②市町村税の種目に、固定資産税も含むのか
ご教示ください。

③自治体によっては、滞納のない旨の証明書
が発行されないケースもありますが、その場合
には、直近１事業年度の証明書を提出すること
で問題ないかご教示ください。

①廿日市市に納税があれば、廿日市市のもの
を、廿日市市に納税義務がない場合は、本店又
は主たる営業所所在地で納付した市町村税の滞
納がない旨の証明書を提出してください。

②市町村税の種目には固定資産税も含めてくだ
さい。

③滞納のない旨の証明書が発行されない場合
は、別途相談してください。

4 実施要領 6 12　契約

市民課窓口関連業務とこども課窓口関連業務
を一事業者で受託した場合の契約は、一つの
契約書で締結されるのか、別個の契約書で締
結されるのかご教示ください。

市民課窓口関連業務とこども課窓口関連業務を
一事業者で受託した場合でも、契約書は業務ご
とに別個締結します。



No. 資料名 頁 項目名 内容 回答（案）

5 共通仕様書 -
委託スペースレイアウ
ト図

①市民課窓口関連業務に関わる委託スペース
のレイアウト図をご提示ください。

②こども課窓口関連業務に関わる委託スペー
スのレイアウト図をご提示ください。

現状の委託スペースのレイアウト図については、
別紙１をご確認ください。

6 共通仕様書 1 ４　業務場所
現在、本業務を行っている執務スペースの場
所・面積・物品等のレイアウトが分かる資料（配
置図等）を開示してください。

質問No.5を参照してください。

7 共通仕様書 2
７　本委託事業に求め
られる履行水準
イ　定量的項目

定量的項目についての、測定方法をご教示頂
きたい。

定量的項目については、共通仕様書２ページの
表中の計算方法、確認方法等の記載内容により
履行水準の確認を行います。
各項目ごとの履行状況については提出される自
己点検シート等を基に確認します。

8 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等

現受託事業者様が、何名の従事者を配置され
ているのか、市民課/こども課別に従事者の役
職とあわせてご教示ください。

市民課
業務責任者１人
副業務責任者５人
業務従事者２１人

こども課
業務責任者１人
副業務責任者１人
リーダー２人
業務従事者２人

２　共通仕様書に係る質疑回答



9 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等

市民課、こども課における現在の体制人数をご
教示ください。また、繁閑期の体制についても
ご教示いただけますでしょうか。

体制は質問No.8を参照してください。

市民課
通常時　２２～２４人程度
繁忙期　２６人程度

こども課
通常時　６人程度
繁忙期　１０人程度

10 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等（１）～（３）

現在市民課は委託事業で運営されていると思
いますが、現在の平均的な配置人数及び男女
比率をお示しいただけないでしょうか。

質問No.8,9を参照してください。
男女比率　　男：女　１：２６

11 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等（１）～（３）

現在こども課は委託事業で運営されていると思
いますが、現在の平均的な配置人数及び男女
比率をお示しいただけないでしょうか。

質問No.8,9を参照してください。
男女比率　　男：女　１：５

市民課
開示できる資料はありません。

こども課
開示できる資料はありません。

12 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等（１）～（３）

現在の業務従事者の年間シフトを開示してくだ
さい。

13 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等（１）～（３）

配置人数について必要最低人数の規定はあり
ますでしょうか。

市民課、こども課共通
いずれも規定はありません。
業務を円滑に遂行できる要員を確保してくださ
い。



14 共通仕様書 5
９　業務体制・人員配置
等（１）～（３）

業務従事者の通勤車用駐車場として無償で使
用することができる駐車場はありますか。ある
場合、使用可能台数を教えてください。

市民課、こども課共通
職員駐車場を無償使用可能です。
駐車スペースは８３台分ありますが、職員と共用
で駐車位置の指定はなく先着順となります。駐車
台数に限りがありますのでできるだけ公共交通
機関で通勤してください。

市民課
外国人の市民の来館数については、報告を求め
ていません。
【参考】
外国人人口（令和２年３月31日）
男　６９４人　女　７４６人
合計　１，４４０人

こども課
約１０件です。

16 共通仕様書 5

９　業務体制・人員配置
等
（１）業務従事者　エ外
国人の市民への応対
について

廿日市市の外国人の国籍比率（どこの国の方
が多いか）を教えてください。

市民課、こども課共通
別紙２のとおり

市民課
英語で対応できる受託事業者社員が３名程度登
録されており、概ね１名以上勤務する体制となっ
ています。
中国語、スペイン語、ポルトガル語の通訳につい
ては、平成３１年４月から広島市の電話通訳サー
ビスを準備していますが、利用の実績はありませ
ん。

こども課
受託者のスマートフォン検索や市職員により対応
しています。

15 共通仕様書 5

９　業務体制・人員配置
等
（１）業務従事者　エ外
国人の市民への応対
について

外国人の市民の方の来館は年間何件くらいあ
りますか。

17 共通仕様書 5

９　業務体制・人員配置
等
（１）業務従事者　エ外
国人の市民への応対
について

翻訳機の導入や通訳の配置が考えらますが、
現状はどのような体制で対応されていますか。



18 共通仕様書 6
９　業務体制・人員配置
等
(12)研修の実施

従事者の研修を実施する際に、会場として市
のスペースを無償で使用できるのでしょうか。

市民課、こども課共通
研修会場として無償使用できる市のスペースは
ありません。有償であれば市の施設等を使用可
能です。

市民課
お見込みのとおり。

こども課
お見込みのとおり。

19 共通仕様書 6

９　業務体制・人員配置
等
(14)委託費の請求及び
支払方法

委託料の毎月の請求について、市の検査完了
後とありますが、市の検査は受託者からの月
次報告（書面）の提出でよいのでしょうか。

20 共通仕様書 8
１１　貸与する設備機器
等（3）市が支給する物
品等

送付用封筒・返信用封筒は廿日市市から支給
されるという認識で良いでしょうか。

市民課、こども課共通
市が発送する郵便について、封筒等は市が準備
します。
それ以外で使用する封筒等については、委託受
託事業者においてご準備ください。



21 共通仕様書 8
１１　貸与する設備機器
等（3）市が支給する物
品等

郵送に関わる郵便代は廿日市市負担という認
識でよろしいでしょうか。

市民課、こども課共通
市が発送する郵便にかかる費用は市が負担しま
す。
それ以外で発送する郵便にかかる費用について
は、委託受託事業者においてご負担ください。

22 共通仕様書 8
１１　貸与する設備機器
等（4）受託者が用意す
る機器等

受託者が用意する機器等に証明書等交付の
ための釣銭準備金の記載がありませんが、釣
銭（現金）や郵送申請での定額小為替は受託
者が用意すべきものなのでしょうか。

市民課、こども課共通
手数料の徴収に必要な釣り銭や釣り銭用定額小
為替等は、委託受託事業者で準備いただくことと
なります。
また、レジスターの設定にかかる費用やレシート
等の消耗品も委託受託事業者の負担となりま
す。



24 共通仕様書 6
９　業務体制・人員配置
等
(15)非常時の対応

現在、新型コロナウイルス感染症が蔓延してい
ますが、市民課/こども課窓口関連業務に関す
る貴市の取り組み及び現受託事業者様に対応
を依頼された取り組み並びに委託事業者に期
待されることをご教示ください。

市民課、こども課共通
感染、拡大を防止するため職員の交代制勤務、
在宅勤務、時差出勤等を実施しています。
受託事業者にも交代制勤務、マスク着用、窓口
消毒、申請書類の郵送推進等を依頼しました。
窓口への来庁者数が減少しない中で少人数体
制であっても、サービス低下を招くことがないよう
声かけ等の継続を期待しています。

25 共通仕様書 8
１１　貸与する設備機器
等（4）受託者が用意す
る機器等

業務従事者の管理のため、市のネットワーク回
線への接続はできない独立した形で、受託者
本部とメール連絡等の連絡ができるネット回線
を導入することは可能でしょうか。

市民課、こども課共通
導入にあたっては、受託する業務の担当課と協
議してください。有線導入等工事を伴う場合は総
務課と協議してください。無線LANを利用した環
境整備は可能です。取り扱う情報、ネットワーク
の暗号化などに留意してください。

23 共通仕様書 8
１１　貸与する設備機器
等（4）受託者が用意す
る機器等

小型耐火金庫及び手提げ金庫が受託者準備
物となっていますが、これは市民から徴収した
手数料の保管用の金庫という理解でよろしい
でしょうか。また、市民から徴収した手数料の
入金までの流れをご教示ください。

市民課、こども課共通
市民から徴収した手数料は、業務終了後に集計
し、手数料分と釣り銭分に分け、翌日指定金融機
関等に入金する流れです。
ご指摘の小型耐火金庫及び手提げ金庫等は手
数料や釣り銭の保管に使用します。



26
市民課窓口個
別仕様書

1 ４　臨時窓口

①仕様書アの土曜日２回程度の臨時窓口実施
について、直近１年間の実施日及び実施時間
帯の実績についてご教示ください。

②仕様書イの週１回１時間程度の臨時窓口実
施について、直近１年間の実施日及び実施時
間帯の実績についてご教示ください。

③仕様書ウの土曜日に年４回程度の臨時窓口
実施について、直近１年間の実施日及び実施
時間帯の実績についてご教示ください。

別紙３のとおり

27
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考
年間処理件数

　現事業者様の委託範囲と今回の仕様書の委
託範囲に相違がある場合には、その内容につ
いてご教示ください。その際には、委託業務の
増加と減少に分けてご教示ください。

現委託仕様書（当初）との比較
【増加】
阿品台窓口連絡所における証明交付に係る事
前審査及び証明発行業務

【減少】
火葬場使用許可申請
市民カード（カード管理）に関する業務
証明書自動交付機に関する業務（手数料収納業
務、維持管理含む）

28
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考
年間処理件数

　仕様書に記載の年間処理件数の月別の内訳
をご教示ください。また、マイナンバーの電子証
明の更新が委託範囲に含まれる場合には、そ
の処理件数も月別にご教示ください。

平成30年度の年間実績を元に算出しているた
め、月別の内訳は別紙５を参照してください。
マイナンバーカードの電子証明の更新は、委託
事務範囲外です。

３　市民課窓口個別仕様書に係る質疑回答



29
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考
年間処理件数

　来庁者様の属性ごとの処理件数について下
記の情報についてご教示ください。
・外国語対応を必要とする来庁者様（対応言語
と業務ごとの月別処理件数）
・65歳以上の来庁者様（業務ごとの月別処理
件数）
・総合案内での年間/月別案内件数

質問の情報については、提出を求めていないた
めデータがありません。

30
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考
年間処理件数

　可能であれば下記の期間における業務ごと
の週間処理件数等をご教示ください。
・令和2年1月4週目　令和2年3月4週目　令和2
年4月1日～7日の業務ごとの週間処理件数
・上記期間における来庁者様の属性ごとの週
間処理件数
　外国語対応を必要とする来庁者様（対応言語
と業務ごとの週間処理件数）
　65歳以上の来庁者様（業務ごとの週間処理
件数）
　総合案内での週間案内件数

別紙４のとおり
なお、外国語対応を必要とする来庁者（対応言語
と業務ごとの週間処理件数）、　65歳以上の来庁
者（業務ごとの週間処理件数）、総合案内での週
間案内件数についてはデータはありません。

31
市民課窓口個
別仕様書

2
６　貸与する設備機器
等

使用端末のベンダー名及び製品名をご教示下
さい。また、引き継ぎの際に使用可能な研修用
端末の設置があるかもご教示下さい。

総合行政情報システム端末
NEC　COKAS-R/ADⅡ　株式会社サンネット

戸籍総合システム端末
NEC　戸籍総合システム　ブックレス　富士ゼロッ
クスシステムサービス株式会社

研修用端末の設置はありません。



32
市民課窓口個
別仕様書

- 配置人数
過去３年度分の月別の配置人数の実績をご教
示頂きたい。

開示できる資料はありません。

33
市民課窓口個
別仕様書

1～2
５　業務内容及び参考
年間処理件数

各業務ごとの月別の処理件数をご教示頂きた
い。

別紙５のとおり



34
市民課窓口個
別仕様書

1 ４　臨時窓口 臨時窓口の業務時間をご教示頂きたい。

市民課窓口個別仕様書１頁　４　臨時窓口の種
類について次のとおりです。
　ア　開庁時間　９：００～１５：００
　イ　１７：００～１８：００
　ウ　開庁時間　９：００～１５：００

35
市民課窓口個
別仕様書

1
４　臨時窓口
(1)臨時窓口実施日等　
イ

旅券交付のため週1回1時間程度と記載があり
ますが、こちらは、平日の開庁日に時間外窓口
を実施している認識でよいでしょうか。1時間程
度とありますが、曜日、時間が決まって実施さ
れているものではないのでしょうか。

現在、時間外の旅券交付は毎週月曜日（閉庁日
の時は、翌開庁日）の１７時から１８時まで行って
います。
時間外交付は、予約があった場合にのみ対応し
ています。

36
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考年
間処理件数　
8

郵送請求での手数料（定額小為替）ですが、こ
ちらは定額小為替で市に納入すればよいので
しょうか。または、現金に換金して納入するの
でしょうか。現金にする場合はどこで現金化し
ているのでしょうか。

市役所庁舎内にある指定金融機関窓口におい
て、定額小為替と手数料を納入してください。

37
市民課窓口個
別仕様書

1
５　業務内容及び参考
年間処理件数　
13

個人番号、通知カード及び個人番号カードに関
する業務（各種申請受付・案内、マイナポータ
ル対応、その他付随する業務）とありますが、
マイナンバー受付に関して、CS端末等の操作
などは含まれないと思いますが、受付等の業
務範囲はどこまでになりますか。

窓口での受付と審査用帳票の出力等の必要書
類の準備業務です。

38
市民課窓口個
別仕様書

2
５　業務内容及び参考
年間処理件数　
23

一般旅券発給申請受付及び交付に関する業
務には県証紙の販売（代金受領）も含まれてい
ると思いますが、県証紙については市で用意
し、代金を証明書手数料と同じように市へ納付
すればよいのでしょうか。

広島県の県証紙については、平成２６年１０月３
１日に廃止となりました。
広島県分の手数料の徴収については、納付書に
よる納付又は広島県と受託事業者との間の徴収
事務委託契約による、現金徴収を行います。
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市民課窓口個
別仕様書

2
６　貸与する設備機器
等

記載されている機器の総合行政情報システム
端末、戸籍総合システム端末の製品名や開発
元の情報を教えていただけますでしょうか。

総合行政情報システム端末
NEC　COKAS-R/ADⅡ　(株)サンネット

戸籍総合システム端末
NEC　戸籍総合システム　ブックレス　富士ゼロッ
クスシステムサービス株式会社

40
市民課窓口個
別仕様書

- -

こども課窓口関連業務委託個別仕様書では、
「認定及び決定など判断を要する場合や公権
力の行使に該当する場合については対象外と
する。」と明記されていますが、当然、市民課業
務範囲でも、証明書等、戸籍届出及び記載等
の受理決定等の公権力行使等については市
の業務という認識でよいでしょうか。

市民課業務において、市長の判断や公権力の行
使については、市職員が行います。
市民課業務は、ほぼすべての業務について、公
権力の行使等が伴いますので、例えば、証明書
申請等の一連の業務についてであれば、工程を
細分化し、交付の決定の部分のみ市職員が行
い、その他の部分については委託業務としてい
ます。
戸籍届出の受理決定等についても、同様です。
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こども課窓口個
別仕様書

1 ４　臨時窓口

仕様書に記載の８月中の現況届の提出期間
中に２回程度の時間延長臨時窓口実施につい
て直近１年間の実施日及び実施時間帯の実績
についてご教示ください。

２０１９年８月６日（火）、８月２２日（木）
２０時まで延長

42
こども課窓口個
別仕様書

1 ４　臨時窓口 臨時窓口の業務時間をご教示頂きたい。

業務時間については市民のニーズを踏まえ、双
方協議の上決定しています。
なお、令和元年度については質問No.41のとおり
実施しました。
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こども課窓口個
別仕様書

1 ５　業務内容

　現事業者様の委託範囲と今回の仕様書の委
託範囲に相違がある場合には、その内容につ
いてご教示ください。その際には、委託業務の
増加と減少に分けてご教示ください。

【増加】
　私立幼稚園施設等利用給付に関する業務
【減少】
　こども医療費改正に伴う周知、申請受付業務

44
こども課窓口個
別仕様書

1 ５　業務内容
　平成30年実績の月別の処理件数をご教示く
ださい。 別紙６のとおり
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こども課窓口個
別仕様書

1 ５　業務内容

　来庁者様の属性ごとの処理件数について下
記の情報についてご教示ください。
・外国語対応を必要とする来庁者様（対応言語
と業務ごとの月別処理件数）
・65歳以上の来庁者様（業務ごとの月別処理
件数）
・総合案内での年間/月別案内件数

・外国語対応　英語、ベトナム語　年間１件程度
（児童手当、児童扶養手当）　
・65歳以上　年間１０件程度（児童手当、児童扶
養手当）
なお、こども課窓口業務委託では総合案内は設
置していません。

４　こども課窓口個別仕様書に係る質疑回答
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こども課窓口個
別仕様書

1 ５　業務内容

　可能であれば下記の期間における業務ごと
の週間処理件数等をご教示ください。
・令和1年6月1～2週目　令和2年3月4週目　令
和2年4月1日～10日の業務ごとの週間処理件
数
・上記期間における来庁者様の属性ごとの週
間処理件数
　外国語対応を必要とする来庁者様（対応言語
と業務ごとの週間処理件数）
　65歳以上の来庁者様（業務ごとの週間処理
件数）
　総合案内での週間案内件数

・【令和元年6月1～2週目】
児童手当：3,755件
児童扶養手当：15件
乳幼児等医療：178件
ひとり親家庭等医療：307件
未熟児養育医療：1件
【令和2年3月4週目】
児童手当：101件
児童扶養手当：30件
乳幼児等医療：129件
ひとり親家庭等医療：17件
未熟児養育医療：0件
【令和2年4月1日～10日】
児童手当：133件
児童扶養手当：28件
乳幼児等医療：167件
ひとり親家庭等医療：17件
未熟児養育医療：1件
外国語対応　１件
６５歳以上　　３件　　
なお、こども課窓口業務委託では総合案内は設
置していません。

47
こども課窓口個
別仕様書

1
６　貸与する設備機器
等

使用端末のベンダー名及び製品名をご教示下
さい。また、引き継ぎの際に使用可能な研修用
端末の設置があるかもご教示下さい。

NEC　COKAS－R　ADⅡ　６台の中で行ってくだ
さい。研修用端末はありません。

48
こども課窓口個
別仕様書

1
６　貸与する設備機器
等

記載されている機器の総合行政情報システム
端末、戸籍総合システム端末の製品名や開発
元の情報を教えていただけますでしょうか。

NEC　COKAS-R/ADⅡ　(株)サンネット

49
こども課窓口個
別仕様書

3～5 ５　業務内容
各業務ごとの月別の処理件数をご教示頂きた
い。

別紙６のとおり
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こども課窓口個
別仕様書

- 配置人数
過去３年度分の月別の配置人数の実績をご教
示頂きたい。

開示できる資料はありません。



51
こども課窓口個
別仕様書

- -

認定等の事務に関する今までの取り決めやマ
ニュアル類等について契約後、受託者にお示
しいただけるようなドキュメントはありますか。
（制度概要等の一般的なものではなく市の判断
などが記載されたマニュアル類を想定していま
す。）

国や県のマニュアルと、受託者のマニュアル、市
の解釈や判断事例を整理したものがあります。


