
函館市マイナンバーカード臨時交付センター設置・運営業務に係る 

公募型プロポーザルに係る質問への回答 

 

番号 掲載日 質問内容 回答等 

1 ４月５日 

取り扱う個人情報の内

容と処分フローについ

てお聞かせください 

手書き申請書の場合，

端末に入力後，原本は

申請者にご返却の認識

でよろしいでしょう

か。 

・ 委託業務の範囲で取り扱う個人 

情報の内容については氏名，住所， 

生年月日，性別，電話番号，個人番 

号となります。 

・ 個人情報の処分（処理）フローに 

ついては，手書き申請書の場合は， 

受付の際に，住所，氏名，生年月日， 

電話番号，署名，個人番号（個人番 

号通知書または個人番号カードを 

持参した方のみ）を申請者に記入し 

てもらい，撮影した写真を貼り付け 

たうえで複写し，原本と複写物を職 

員に引き継いでいただきます。 

・ 引き継いだ原本は職員がJ-LISに 

送付しますので，手書き申請書の端 

末への入力および原本の申請者へ 

の返却は発生しません。 

２ ４月５日 

マイナンバーカードの

８箇所への運搬につい

てお聞かせください。 

段ボールのような仕様

ではなく，管理厳重な

ボックス等に納められ

た状態でセンター内で

管理，同じく各所へ運

搬となりますでしょう

か。 

・ 運搬業務については，センター， 

市役所本庁舎，湯川支所，亀田支所 

の４箇所の巡回となります。 

・ マイナンバーカードのセンター内 

での管理については電子錠付きカ 

ード保管部屋にカード保管用鍵付 

きキャビネットにて保管することを 

想定しております。運搬については 

ジェラルミンケース等を想定して 

います。仕様書別紙２のNo.12，38， 

43をご参照ください。 



３ ４月１５日 

現在の函館市・年齢別

の申請実績を公表でき

ればお願いできますで

しょうか。 

・ 年齢別の申請実績は把握してい 

ません。 

・ 総務省のホームページにマイナン 

バーカード交付状況が掲載されて 

おり，その中で日本全国の年齢別交 

付状況や市区町村別の交付枚数等 

の項目がありますので，参考にして 

ください。 

４ ４月１５日 

令和４年度の申請目

標数がございましたら

お聞かせ願えますでし

ょうか。 

・ 申請目標数については定めていま 

せんが，交付率６５％（令和４年度 

交付枚数６１，５２４枚）を目標と 

しています。 

５ ４月２６日 

【実施要領】 P.4 ７ 

企 画 提 案 書 の 提 出

>(2) 

企画提案書の提出

方法ページ数に上限な

どはない認識でよろし

いですか。 

・ お見込みのとおりです。 

６ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委 

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ア >表  

貴市にてご用意いた

だく設備のうち，住基

ネットワークシステム

等の専用回線は貴市に

て調達の範囲と記載さ

れておりますが，電源

配線，LAN配線等の敷

設工事を含め，貴市に

て調達いただける認識

でよろしいでしょう

か。また，貴市にて工

事実施後（または同時

・ 調達の範囲についてはお見込みの 

とおりです。 

・ 工事のスケジュールについては， 

受託者決定後に本市側工事事業者 

等と協議の上で調整します。 

 



期に）受託者側にて必

要な電源配線， LAN配

線を行うことは問題ご

ざいませんでしょう

か。 

７ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委 

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ア >表  

貴市にてご用意いた

だく設備のうち，「マイ

ナンバーカード予約シ

ステム」については，

交付予約，マイナンバ

ーカードおよび電子証

明書の暗証番号変更・

再設定，電子証明書の

発行・更新，マイナン

バーカードの各種登録

支援等の手続きの予約

が可能であるとの認識

でよろしいですか。 

・ お見込みのとおりです。 

８ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委 

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ウ  

貴市にてご用意いた

だく設備等に不具合が

生じた場合は，本仕様

に含まない認識でよろ

しいですか。 

・ お見込みのとおりです。ただし， 

受託者の故意または過失により滅

失，毀損等の損害を与えた場合に

は，受託者の費用と責任において復

旧することとしています。【仕様書

６（３）】 

９ ４月２６日 

【仕様書】 P.4 ３ 委 

託業務の内容 >（２）

センター広報業務 

「函館市マイナンバ

・ 本市において，性別，年齢別のマ 

イナンバーカード取得状況は把握 

していません。 

・ 総務省のホームページにマイナン 



ー カ ー ド 取 得 状 況

（率）」における性別×

年齢 の最新属性デー

タを函館市より提供頂

けますか。 

バーカード交付状況が掲載されて 

おり，その中で日本全国の年齢・男 

女別交付状況や市町村別の交付枚 

数等の項目がありますので，参考に 

してください。 

１０ ４月２６日 

【仕様書】 P.4 ４ 委 

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務  

カ 

受託者が独自にイン

ターネット回線を引き

込む等，センターにお

ける改修が必要な場合

は，本市および施設所

有者（貸主） の承認を

受け，実施することと

記載がありますが，建

物側で既に許可されて

いたり，実績があり敷

設が容易な推奨回線

（電気通信事業者・回

線種別など）はござい

ますか。 

・ ＮＴＴ回線でのフレッツ光マンシ 

ョンタイプの使用実績があります。 

ただし，収容数の問題もありますの 

でＮＴＴにご確認お願いします。館 

内側はメタル配線での引き回し，い 

わゆるＶＤＳＬとなります。 

１１ ４月２６日 

【仕様書】 P.5 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >②

マイナンバーカード申

請補助業務 

貴市が想定されてい

る，センターにおける，

マイナンバーカード申

請補助業務の件数想

定（日平均）はござい

ますか。 

・ １日（７時間）あたり，１窓口で 

２１件の受付が可能と想定してい 

ます。 



１２ ４月２６日 

【仕様書】 P.6 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >③  

マイナンバーカード交

付前設定等業務 

貴市が想定されてい

るセンターにおける，

マイナンバーカード 

交付設定の件数想定

（日平均）はございま

すか。 

・ 本市におきましては，令和４年度 

の交付枚数目標を６１，５２４枚と 

していますので，平均で１日あたり 

約２５０枚となるものと想定して 

います。 

１３ ４月２６日 

【仕様書】 P.6 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >③  

マイナンバーカード交

付前設定等業務 

交付前設定および交

付通知書発送，申請時

来庁対応の対象は， 

函館市全体ではなく，

センター管轄の「函館

市役所戸籍住民課， 

湯川支所，亀田支所」

分となる認識で問題ご

ざいませんか。 

・ 交付前設定についてはセンター

受付分を含む，函館市役所戸籍住

民課，湯川支所，亀田支所分となり

ます。 

・ 交付通知書発送準備についても 

同様にセンター受付分を含む，函館 

市役所戸籍住民課，湯川支所，亀田 

支所分となります。業務のうち，交 

付通知書の市民への発送について 

は，発送準備が完了後，函館市戸籍 

住民課へ運搬してください。 

・ 申請時来庁方式の対象はセンタ 

ー受付分を含む，函館市役所戸籍 

住民課， 湯川支所，亀田支所分と 

出張申請にて受け付けたものとな 

ります。 

１４ ４月２６日 

【仕様書】 P.6 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務>③  

マイナンバーカード交

付前設定等業務>ウ 

交付通知書の等の

発送に係る１件当たり

の工数目安はございま

現在想定しているフローとしては以

下のとおりとなります。 

・ （受託者）センター管轄窓口か 

ら納品されたカードを回収 

→（受託者）インデックス作成，カ 

ード個別帳票を印刷 

→（市職員）住民記録システムと情 

報を照合 



すか。必要要員算出に

あたり，（例えば）交付

通知書へのナンバリン

グなど，貴市運用にお

ける付帯業務も含めた

発送までの受託者想定

フローや工数等を可能

な範囲でご教示いただ

ければと存じます。 

→（受託者）交付前設定 

→（市職員）電子証明書の写し等の 

印刷（交付前の電子証明書の破 

棄含む） 

→（受託者）交付時来庁方式，申請 

時来庁方式の仕分け 

→（職員）申請時来庁方式の暗証番 

号の設定 

→（受託者）申請時来庁方式の発送 

準備（封入等），交付時来庁方式 

のカード，個別帳票をファイリン 

グ 

→（受託者）交付通知書と各種案内 

チラシを封入 

→（受託者）申請時来庁方式は本庁 

戸籍住民課へ，交付時来庁方式 

は各センター管轄窓口へそれぞ 

れ納品する。 

・ 別途マニュアルを作成し提供予 

定です。 

１５ ４月２６日 

【仕様書】 P.6 ４ 委

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >④ 

マイナポイント事業

に係る申込支援等セン

ターにおける１日の設

定完了数の想定はござ

いますか。 

・ １日（７時間）あたり，１窓口で 

２１件の受付が可能と想定してい 

ます。 

１６ ４月２６日 

【仕様書】 P.6 ４ 委

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >⑤

予約の管理・運用業務 

『センターおよびセン

ター管轄窓口でのマイ

ナンバーカードの申請

・ 出張申請での交付申請希望者の 

予約受付を行う機能はありません。 

・ 企業や団体などからの出張申請 

受付実施の予約は受託者が電話に 

より受付することを想定していま 

す。 



補助（交付時来庁方

式・申請時来庁方式），

マイナンバーカード交

付，マイナンバーカー

ドおよび電子証明書の

暗証番号変更・再設

定，電子証明書の発

行・更新，マイナンバ

ーカードの各種登録支

援等の手続は原則予

約制とする。』 これら

は貴市にてご用意する

予約システムを使用す

ることと，記載がござ

いますが，出張申請の

予約受付を行う機能は

ありますか。 

１７ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >⑤

予約の管理・運用業務 

「予約を行うための

体制・設備を構築し，

その運用を行うことと

する。」と記載がありま

すが，予約を行うため

に必要な設備につい

て，何が必要であるか

詳細にご提示くださ

い。 

・ お客様から電話で予約を受付す 

る際に，聞き取った情報を予約シス 

テムに入力する事務を想定してい 

ます。 

・ 予約締め切り後は予約者一覧表 

を印刷します。 

・ 予約を行うために必要な設備に 

ついてはインターネット環境，イン 

ターネット接続の端末，電話回線， 

電話機，プリンタを想定していま 

す。 

１８ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（３）

センター運営業務 >⑤

予約の管理・運用業務

>ア  

・ お見込みのとおりです。 



予約状況の管理と

は，センターにおける

予約のみという認識で

問題ございませんか。 

１９ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（４）

マイナンバーカード等

運搬業務 

センター管轄外窓口

から函館市戸籍住民

課への運搬について

は，本業務委託範囲外

であるとの認識でよろ

しいですか。 

・ お見込みのとおりです。 

２０ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（４） 

マイナンバーカード

等運搬業務運搬する

車両の大きさ等の制限

はございますか。 

・ 制限はございません。 

２１ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（４）

マイナンバーカード等

運搬業務>①>（B)  

「（予約は交付希望

日の 7日前までに行う

ものとする）」と記載が 

ありますが，7日前とい

うのは営業日換算でよ

ろしいですか。 

・ 予約システムの予約受付期間が 

来庁希望日の３０日前～７日前ま 

でとなります。営業日換算ではあり 

ません。 

２２ ４月２６日 

【仕様書】 P.7 ４ 委 

託業務の詳細 >（４）

マイナンバーカード等

運搬業務 >③  

センターへの運搬に

・ センターへのカードの運搬につい 

ては，センターに本市職員が勤務し 

ている時間帯にお願いします。 

・ 搬入口のスペースは狭く，搬入口 

側の道路は駐車禁止となっていま 



ついては，長時間の駐

車でなければどの時間

帯でも対応可能との認

識でよろしいですか。 

すので，物品搬入後速やかに移動し 

ていただくこととなります。速やか 

な搬入が難しい場合は付近の駐車 

場に駐車をお願いします。なお，店 

舗の駐車場はお客様用の駐車場と 

なっていますので関係者の駐車は 

できません。 

２３ ４月２６日 

【仕様書】 P.8 ４ 委

託業務の詳細 >（４）  

マイナンバーカード

等運搬業務「各センタ

ー管轄外窓口に函館

市役所戸籍住民課へ

の送付を依頼」→こち

らは，職員様（もしく

はコールセンターなど

当受託業務範囲外）に

て対応する想定でよろ

しいでしょうか。 

・ 各予約者のマイナンバーカードの 

保管場所の確認，各センター管轄 

外窓口に函館市役所戸籍住民課へ 

の送付を依頼する業務については 

本市職員が行います。受託者はセン 

ターで手続きをされる方の予約者 

一覧表を完成させ，職員に引き継い 

でいただきます。 

２４ ４月２６日 

【仕様書】 P.8 ４ 委

託業務の詳細 >（４）

マイナンバーカード等

運搬業務 

マイナンバーカード

取り扱い件数におい

て，センター管轄窓口

に対する貴市全体との

件数比率と，想定件数

（月）をご提示いただ

けますでしょうか？ 

・ 本市におきましては，令和４年度 

交付枚数６１，５２４枚を目標とし 

ていますので,平均で１月あたり約 

５，１２７枚となるものと想定して 

います。 

・ なお,センター管轄窓口では全市 

の約９５％を取り扱っております。 

２５ ４月２６日 

【仕様書】  P.10 ４ 

委 託 業 務 の 詳 細  >

（５）コールセンター

の開設および運営業務 

ク 

・ 業務の一部の再委託については 

書面により本市の承諾を得ること 

で可能となります。 

・ 英語，中国語，韓国語以外に問い 

合わせの多い外国語はありません。 



日本語のほか，英語・

中国語・韓国語を基本

として多言語による入

電にも対応すること

と，ございますが，例

えば，外国語のコール

センターを専門とする

協力会社への外部委

託を用いてのご提案も

可能でしょうか。また，

英語・中国語・韓国語

以外に，お問合せの多

い外国語がありました

らご教示いただけます

か。 

・ 函館市における国籍別外国人住 

民登録者数は多い順からベトナム， 

中国，韓国，フィリピン，ミャンマ 

ーとなっております。 

２６ ４月２６日 

【別紙１】 施設概要 

>給湯室 

委託事業者の社員

等の利用も可能でしょ

うか。 

・ 給湯室ではなく社員食堂となり 

ます。社員食堂にポット等あります 

のでご自由にお使いください。ま 

た，社員食堂の利用も可能です。 

２７ ４月２６日 

【別紙１】 施設概要 

>搬入口の車両乗り入

れ可能時間  

「長時間の駐車」と

は何時間以上のことを

指しますか。 

・ 質問番号２２のとおりです。 

２８ ４月２６日 

【別紙２】 14.ネット

ワーク関連機器収納

用ラック 

ネットワーク関連機

器収納用ラックについ

て，ご指定のサイズ， 

ユニット数などはござ 

いますか。 

・ 有効内寸Ｗ５４９（棚板）× 

Ｄ５７０×Ｈ５８９ｍｍ程度のもの 

が望ましいです。 

 



２９ ４月２６日 

【別紙２】 18-19.電

話機・電話回線 

職員用（2回線 3台）

その他提案と記載がご

ざいますが，2つの電話

番号を，3台の電話機で

受信される想定でしょ

うか。または， 1電話

番号は，1台の電話機，

1電話番号は電話機 2

台で使いたいなどの，

ご要望はございます

か。加えて，職員様用

回線について，時間外

アナウンスや，コール

フローの設計は必要で

しょうか。用途と併せ

てご教示ください。 

・ １つの電話番号は函館市役所戸 

籍住民課と各支所への連絡用で電 

話機を１台，もう１つの電話番号は 

センター内の職員への取り次ぎ用 

で電話機２台を想定しています。 

・ 職員用の電話番号については外 

部に公表するものではないので時 

間外アナウンス，コールフローは必 

要ありません。 

 

３０ ４月２６日 

【別紙２】 37. イン

ターネット環境 

インターネット環境

は，無線 Wi-Fi環境で

不都合等が発生いたし

ますでしょうか。有線・

無線のご要望はござい

ますか。 

・ 店舗無線Wi-Fiは５ＧＨＺ帯の 

「Ｗ５２ ３６ｃｈ～４８ｃｈ」を 

使用しています。無線Wi-Fiを利用 

する際は５ＧＨＷ帯の「Ｗ５３ ５ 

２ｃｈ～６４ｃｈ」を使用していた 

だければ店舗のアクセスポイントと 

電波干渉する事はありません。 

・ 有線・無線の要望はありません。 

３１ ４月２６日 

【別紙２】 36.駐車券

認証機 

「施設指定のもの」

と記載がありますが，

１台あたりの単価を 

ご提示ください。 

・ １６０，０００円（消費税別）と 

なります。 

３２ ４月２６日 

１）仕様書６ページ 

⑤予約の管理・運用業

務 

・ 現在本市で使用している「LoGoフ 

ォーム」というシステムです。 

・ 「LoGoフォーム」は，株式会社ト 



各種登録支援等は

予約制となっており，

市が用意するシステム

を使用するとありま

す。これは，どのよう

なシステムでしょう

か？またこの予約を行

うための体制・整備と

は，WEBサイトにリンク

を貼るようなイメージ

で相違ないでしょう

か？ 

ラストバンク社が「LGWAN-ASPサー 

ビス」として提供している自治体職 

員が電子申請や申込予約，アンケー 

トなどのフォームを作成・集計し， 

一元管理できる自治体専用の「デジ 

タル化総合プラットフォーム」で 

す。 

・ 参考に現在当市で運用中の予約 

フォームを参照してください。 

https://logoform.jp/form/EH5j/67

720 

・ 予約を行うための体制・整備につ 

いては質問番号１７のとおりです。 

３３ ４月２６日 

２）仕様書７ページ 

⑦普及啓発 

マイナちゃんの着ぐ

るみレンタルご手配は

可能でしょうか 

・ 本市を通じてデジタル庁に依頼が 

可能です。 

・ 着ぐるみの運搬費用は受託者の 

負担となります。 

３４ ４月２６日 

３）仕様書15ページ 6 

経費負担区分（6） 

同封する各種案内チ

ラシに使用する「コピ

ー用紙」は支給と記載

ございますが，何種類

程度，計何枚想定され

ますでしょうか？ま

た，これには仕様書7ペ

ージ⑦普及啓発の会

場でのビラ配りチラシ

も含みますでしょう

か？枚数の総数イメー

ジを知りたいです。 

・ 各種案内チラシについてはカード 

１枚につき２種類２枚を想定して 

いますのでチラシの総枚数を目標 

交付枚数で算定すると 

１２３，０４８枚になります。 

・ ビラ配りを実施する場合のチラシ 

のコピー用紙は受託者の負担とな 

ります。 

https://logoform.jp/form/EH5j/67720
https://logoform.jp/form/EH5j/67720


３５ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ア >表 

貴市にてご用意いた

だく設備のうち，「マイ

ナンバーカード予約 

システム」については，

交付予約，マイナンバ

ーカードおよび電子証

明書の暗証番号変更・

再設定，電子証明書の

発行・更新， マイナン

バーカードの各種登録

支援等の手続き以外の

予約機能は搭載されて

おりますか。 

・ マイナンバーカードの申請につい 

ても予約を受け付けています。 

３６ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ア >表  

貴市にてご用意いた

だく設備のうち，「マイ

ナンバーカード予約 

システム」は，どの業

者の予約システムを調

達されておりますか。 

・ 質問番号３２のとおりです。 

３７ ４月２６日 

【仕様書】 P.3 ４ 委

託業務の詳細 >(１）

センター開設準備業務 

>ア >表  

貴市にてご用意いた

だく設備のうち，「マイ

ナンバーカード予約 

システム」について，

・ マイナンバーカードの申請，マイ 

ナンバーカードの受取，暗証番号変 

更・再設定，電子証明書の発行・更 

新，マイナンバーカードの各種登録 

支援等のオンライン予約受付機能 

があります。 

・ 予約の集計機能も搭載しており， 

該当の日付で抽出し，希望手続き 



どのような機能がある

か詳細をご提示くださ

い。 

窓口，手続き内容，時間帯，お客様 

の情報等の一覧を出すことが可能 

です。 

３８ ４月２６日 

【別紙１】 施設関連

情報 >施設概要  

施設該当エリアの天

井高をご教示くださ

い。 

・ 仕様書「別紙１ 施設関連情報 

（天井高）」を追加しましたのでご 

確認ください。（CH＝天井高となり 

ます。） 

３９ ４月２６日 

駐車券認証機は，受託

者が購入用意するとい

う認識です。駐車券認

証機の購入価格はいく

らでしょうか。 

また，ランニングコス

トはかかりますか。 

・ 質問番号３１のとおりです。 

・ 電気代は市が負担するほか，イン 

ク等消耗品が不要のタイプですの 

で，ランニングコストはかかりませ 

ん。 

４０ ４月２６日 

貴市でご用意頂く予約

システムは，習熟環境

は用意されています

か。 

予約システムを利用す

るための研修は実施し

て頂けるのでしょう

か。 

予約システムの利用マ

ニュアルは提供頂ける

のでしょうか。 

・ 予約システムによる予約受付につ 

いては開設前に受付マニュアルを 

配布します。 



４１ ４月２６日 

「その他本市が指定す

る業務について行うこ

と。」とありますが，内

容と想定業務量を教え

て下さい。 

・ 現在想定している業務はありませ 

んが，国が実施するマイナンバーカ 

ードの利活用策が追加になった場 

合等は対応を協議させていただく 

場合があります。 

４２ ４月２７日 

函館市マイナンバーカ

ード臨時交付センター

と他区画との間仕切り

壁の位置（区画のどこ

まで壁が設置される

か？），高さを教えてく

ださい。 

・ 仕様書「別紙１ 施設関連情報 

（拡大図）」を追加しましたのでご 

確認ください。 

・ 天井の高さについては質問番号

３８のとおりです。 

４３ ４月２７日 

【質問回答】４ 

NO４の質問におい

て，交付率６５％（R４

年度交付数６１５２４

枚）とご回答いただい

ておりますが，総務省

の交付率のページで

は，貴市人口 

２５１,８９１名に対

して目標交付率６５％

ですと， 

１６３，７２９枚とな

り，４/１時点交付数 

９４，３９４を引くと， 

９，３３５枚が交付目

標数となります。貴市

HPの最新の４/１時点

の人口２４６，２５６

に対して目標交付率 

６５％ですと， 

・ 令和４年度交付枚数６１，５２４ 

枚については令和３年３月末時点 

の人口２５０，０２２人の６５％で 

ある１６２，５３５枚となり，令和 

３年度上半期までの累計交付実績 

と下半期の交付見込み枚数を合算 

した１０１，０１１枚を差し引き目 

標交付枚数としているものであり 

ます。 

 



１６０，０６６枚とな

り，４/１時点交付数 

９４，３９４を引くと 

６５，６７２枚が交付

目標数となります。４

/１時点の人口・交付

数からすると， 

６１５２４枚が算出で

きない為，母数となる

数値をご教示いただき

たく存じます。 

４４ ４月２７日 

仕様書4ページ（１）③

業務従事者にたいする

研修について 

ＷＥＢ形式での研修

を含めても問題ないで

しょうか。 

・ 研修内容や研修効果を考慮した 

うえでＷＥＢ形式での研修を含め 

ることは可能です。 

４５ ４月２７日 

仕様書12ページ(７)報

告業務について 

 報告書の様式は指

定等ございますか。 

・ 様式については本市にて作成予 

定です。 

４６ ４月２７日 

仕様書12ページ(６)マ

イナンバーカード出張

申請業務について 

出張申請業務の会

場は函館市様の指定

場所でしょうか。それ

とも受託者側で場所の

選定も必要でしょうか

又,その際の賃料は今

回の予算に含まれるの

でしょうか。 

・ 会場については函館市で指定は 

しません。会場については受託者側 

で場所の選定をしていただきます。 

市内在住者にとって利便性が高く, 

市内在住者の申請が見込める会場 

で実施していただくことを想定し 

ています。 

・ 会場の賃料については受託者側 

の負担となり,委託料に含みます。 

４７ ４月２７日 

仕様書7ページ（３）⑤

予約の管理・運用業務

について 

・ 質問番号３２のとおりです。 



函館市様が用意する

予約システムの名称な

ど詳細を教えて頂けま

すでしょうか。 

４８ ４月２７日 

仕様書4ページ（１）② 

マニュアルおよび FQA

の作成 

過去マイナンバー申

請であがってきた FAQ

は事業受託後に共有い

ただけるものでしょう

か。 

・ 本市で使用しているマニュアル 

（ＦＡＱ含む）を共有することは可 

能です。 

４９ ４月２７日 

受託者が調達するカー

ドリーダー付きタブレ

ット端末等一式はメー

カーより直接貸与が困

難な場合，リース会社

を経由しての調達で問

題ないでしょうか。 

・ お見込みのとおりです。 

５０ ４月２７日 

監視カメラ及び録画機

について，録画機の設

置者および取扱者は受

託者となる場合，防犯

カメラ設置・運用基準

の申請などはございま

すか。また，録画機の

データ保存期間は定め

がございますか。 

・ 監視カメラおよび録画機は窓口・ 

事務スペースにおける，受託者が住 

基ネットワーク端末やマイナンバ 

ーカードを取り扱う場所に設置す 

ることを想定していますので，設 

置・運用基準の申請はありません。 

・ 録画機データの保存期間につい 

て定めはありませんが，事案が発生 

した場合は録画の提出を求めるこ 

とがあります。 

５１ ４月２７日 

様式7「過去３年分のマ

イナンバーカードセン

ター設置・運営業務の

実績について」は，例

えばコロナワクチン接

種業務の設置・運営等

・ 類似業務に該当しません。 



の類似業務の記載もし

てよろしいでしょう

か。 

５２ ４月２７日 

函館市マイナンバー

カード臨時交付セン

ター設置・運営業務

仕様書Ｐ３の表の機

器等に記載の機器の

サイズ，電気容量を

教えてください。 

定格電力と使用時間から計算した消

費電力は以下のとおりです。（機器

の種類→サイズ/消費電力ｋWh） 

・ 住基ネットワークシステム用端  

 末９台→ノートＰＣ/３．１ｋWｈ 

・ 暗証番号入力用タッチパネル２ 

台→デスクトップモニター/ 

０．７ｋWｈ 

・ 住民記録システム用端末５台→ 

デスクトップＰＣ/１．７ｋWｈ 

・ 住基ネットワークシステム用プ 

リンタ→幅４９９．４×奥行 

３８８．０×高さ２６２．６ｍｍ 

/４１．８５ｋWｈ 

・ 住民記録システム用プリンタ→ 

幅４９９．４×奥行３８８．０× 

高さ２６２．６ｍｍ/２０．９ｋW 

ｈ 

・ マイナンバーカード券面印字用 

プリンタ１台→幅１６５．０×奥 

行３９０．０×高さ２１０．０ 

ｍｍ/０．２ｋWｈ 

・ 事務端末３台→タブレット端末 

/１．３９５ｋWｈ 

・ 事務端末用プリンタ１台→幅 

４９９．４×奥行３８８．０×高 

さ２６２．６ｍｍ/９．３ｋWｈ 

・ 窓口用顔認証用端末２台→ノー 

トＰＣ/０．６ｋＷｈ 

・ 合計すると１日あたり 

約８０.１ｋＷｈとなります。 



５３ ４月２７日 

既存，あるいは現時点

での想定問答集， FAQ

等，ご質問やお問合せ

に回答するための資料

等は提供頂けるのでし

ょうか。 

・ 質問番号４８のとおりです。 

５４ ４月２７日 

監視カメラで録画した

録画データの保存期限

は令和5年3月31日でよ

いでしょうか。 

・ 質問番号５０のとおりです。 

５５ ４月２７日 

通話録音装置は必要

でしょうか。必要であ

る場合，録音データの

保管期限は令和 5年 3

月31日まででよいでし

ょうか。 

・ 必要ありません。 

５６ ４月２７日 

「想定件数を上回る

入電が発生した場合，

本市と協議のうえ，速

やかに増設対応が可能

なこと。」との記載がご

ざいますが，増設する

場合は別途費用をご請

求させていただけると

いう事でよいでしょう

か。 

・ 費用は受託者の負担となります。 

５７ ４月２７日 

電話番号は着信，発信

共に「0138」で始まる

電話番号が必要という

ことでしょうか。発信

時に「非通知」は可能

でしょうか。 

・ お見込みのとおりです。 

・ 市民の方からの折り返し電話が 

想定されるため通知としてくださ 

い。 

５８ ４月２７日 

次期受託者への引継ぎ

については令和5年3月

31日までに完了させる

・ 令和５年度の事業実施について 

は未定ですが，事業継続の場合はお 

見込みのとおりです。 



という事でよいでしょ

うか。 

(令和5年3月 31日まで

に次期受託者に引継ぎ

できるスケジュールで

次期受託者を選定) 

５９ ４月２７日 

4月15日公開の「質問

への回答」に「交付率

６５％（令和４年度 

交付枚数６１，５２４

枚）を目標としていま

す。」とありますが，目

標数の算出ロジックを

教えてください。（下記

●●の値） 

例：目標交付率65％＝

令和4年度交付目標枚

数61,524÷●●×100 

・ 質問番号４３のとおりです。 

６０ ４月２７日 

【仕様書】  P.12 ４ 

委 託 業 務 の 詳 細  >

（６）マイナンバーカ

ードの出張申請業務 

出張申請業務におい

て，職員様が帯同いた

だける人数は，ご無理

のない範囲で1日何名

可能でしょうか。 

・ 帯同する職員は１日４名程度を 

想定しています。 

６１ ４月２７日 

【仕様書】  P.12 ４ 

委 託 業 務 の 詳 細  >

（６）マイナンバーカ

ードの出張申請業務 

出張申請業務におい

て，職員様が帯同いた

だけるとのことです

が，土日祝日は帯同い

・ 可能です。 



ただくことは可能でし

ょうか。 

６２ ４月２７日 

【別紙２】 36.駐車券

認証機 

調達物品に「駐車券

認証機」がございます

が，こちらは臨時交付

センターにお越しにい

ただいた方に認証印な

どを押し，来場者様の

駐車料金を無料にする

ことを想定されており

ますか。 

・ お見込みのとおりです。 

６３ ４月２７日 

【別紙２】 6.作業用

机 仕様書  3P ４  委

託業務の詳細 （１） セ

ンター開設準備業務 

アにはセンターに勤

務する職員様16名と記

載がございますが，別

紙2の必要備品には，

机・椅子の数量につい

て，職員様用最大10席

程度とございます。残

り6名様については，窓

口席に座られる，また

は，受付などに立って

対応されることを想定

して おりますでしょ

うか。6名様について椅

子や机など，ご用意は

不要でしょうか。 

・ 残り６名のうち３名分は本市職 

員用の机・椅子（別紙２のＮｏ．１） 

となります。さらに残り３名分のう 

ち２名は窓口カウンターに着席し， 

１名は窓口補助で窓口後方に着席 

しますので椅子１脚が必要となり 

ます。 



６４ ４月２７日 

センターの設置に係る

天井の現状回復は必

要でしょうか。外壁を

設置するため，天井に

ビス等をうつことにな

りますが，【仕様書訂正

事項】１６ページ６

（７）削除の通り，現

状回復は不要でしょう

か。 

 

・ 本契約内容には含みません。 

・ 原状回復につきましては別途協 

議いたします。 

６５ ４月２７日 

【その他】 

契約約款（案）を事前

に公開して頂けますで

しょうか。 

・ 委託契約書（案）をホームページ 

に追加しました。なお，本契約書は 

案のため受託候補者決定後の協議 

などにより内容が変更になる場合 

があります。 

６６ ４月２７日 

【別紙２】 36.駐車券

認証機 

上記認証を行うの

は、まるい駐車場のみ

になりますでしょう

か。 提携駐車場も認

証して無料になります

でしょうか。 

・ 丸井今井函館店の駐車場のみと 

なります。 

 


