
1 

 

奈良市国民健康保険事業のＩＣＴ活用に係る情報提供依頼書 

（ＲＦＩ） 

 

１．目的 

 本情報提供依頼は令和元年 5 月 24 日にデジタル手続法が成立し、行政手続きを原則

オンライン化していく方向性が示されており、本市としても法の趣旨を踏まえるとと

もに、以降の効果を実現していくための、ＩＣＴ活用に最適な環境システムの構築にあ

たり、予算要求実施に必要な資料整備及び想定のためにお願いするものです。 

※情報提供いただく範囲については、全部または一部でも構いません。 

 

 

２．対象業務 

事業：国民健康保険事業 

   ※実際の調達段階では、同時に適用可能な類似の他業務について導入範囲と 

    することを検討する。 

  電子申請対象数：10 業務（年間申請数：約 500 件） 

  公的個人認証サービス連携が必須となる業務か現在調査中です。情報お持ちでしたら、

提供お願いします。 

 

 

３．情報提供依頼範囲 

⑴ 窓口受付システム 

窓口の待ち人数をスマートフォンやパソコンから確認ができる機能を導入する

ことで、窓口の混雑緩和及び来庁先の分散化を図ることを目的とする。 

 

⑵ 電子申請 

現行の行政手続きについて、申請から手続き完了（受付、処理、決済、交付）

までをオンライン化することで、デジタルファースト（個々の手続きが一貫して

デジタルで完結）を実現することを目的とする。 

 

⑶ 申請書電子化 

現在、窓口では来庁者が手書きで申請書に記入していますが、タブレット端末

に入力してもらうことで、申請から手続き完了（受付、処理、決済、交付）まで

を一貫してデジタルで完結することを目的とする。 
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4．前提条件 

 ３－⑴窓口受付システム 

  受付用端末数：1 台 

  発券プリンター数：1 台 

  外部呼出ディスプレイ数：1 台 

  内部呼出端末数：1 台 

 

３－⑶申請書電子化 

  申請用端末数：4 台 

  窓口対応職員数：約 15 人 

  1 日当たりの来課数：約 200 人 

 

 

5．求める機能要件 

※以下は現在得ている情報を基に記述しているため、他に有効な機能等があれば提供

願います。 

また、全ての要件を満たしているものでなくても情報提供願います。 

 

(1)窓口受付システム 

＜機能＞ 

・自動発券ができる。 

（多言語での案内が可能、障がい者でも操作可能（音声案内等）） 

・インターネットで待ち時間の把握ができる。 

・当課において来課内容の業務統計が取れる。 

（業務ごとの対応数・対応時間・対応者等） 

・来課予約ができる。 

 

＜効果＞ 

・待ち時間を有効活用できる。 

（申請書の記入や、空いている他部署での手続き等） 

・混雑状況を確認し、出張所等への来庁先の分散が図られる。 

 

① 利用者向け 

ⅰ.言語機能 

発券機での発券は多言語対応及び音声案内できること。 
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ⅱ.呼出機能 

発券機で受け付けた言語にて音声以外の呼出ができること。 

番号券から QR コードを読み取ることで、電話番号やＬＩＮＥ等の登録がすぐに

でき、プッシュ通知やＬＩＮＥにて呼出ができること。 

ⅲ.待ち時間確認機能 

おおよその待ち時間及び現在対応中の番号が発券機やオンラインで確認できる

こと。 

他部署や出先機関等に同システムを導入した際、待ち時間確認がオンライン集

約ページ等で確認できること。 

ⅳ.業務別受付機能 

発券時どの分野の申請で来たかを操作し、受付できること。 

また、手続きが細分化できれば（２階層程度）待ち時間に記載頂く申請書を案内

できること。 

 

② 所管部署向け 

ⅰ.呼出機能 

呼出が近くなってきたタイミングでＬＩＮＥ等にて自動的に呼出ができること。 

音声呼出操作時、受付時の言語・業務・待たれた時間がわかること。 

ⅱ.分析機能 

業務ごと、呼出者ごとの、待ち時間や対応時間の業務分析がＣＳＶ等の出力 

データでエクスポートできること。 

業務や受付者、受付業務表示等の変更が市職員で簡易に行えること。 

 

⑵電子申請 

＜機能＞ 

・インターネットの中だけで市民側の申請が完結する。 

・ＡＰＩ（アプリケーション、ソフトウェアとプログラムをつなぐもの）でのデー

タ連携により、基幹システムでの自動処理ができる。 

 

＜効果＞ 

・窓口に来られる利用者人数の削減に繋がる。 

・マイナポータル利用体制への準備に繋がる。 

 

① 利用者向け 

   ⅰ.利用者の本人確認機能 

申請内容ごとに適切な本人認証ができる。例えば、利用者が公開サイトで利用者ア
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カウントを登録（パスワード発行）することで利用可能な場合や、二段階認証や公的

個人認証を必要とする場合等、必要となる認証レベルに応じた機能を有する。 

※申請内容ごとの認証に必要とするレベルに対する認証方法について、これまで

の運用実績や知見等を有する場合は、本機能の情報と併せて情報提供をお願い

します。 

本人認証については、政府主導で進められているマイナンバーカードを用い

た公的認証はもとより、マイナンバーカードが普及するまでの期間において、マ

イナンバーカードによるオンラインでの確認が行えない場合の手法として検討

したいと考えています。 

ⅱ.ポータル機能 

利用者の認証なしで公開サイトの手続き等の検索ができる。 

ⅲ.申請機能 

利用者が電子申請でき、添付書類をアップロードできる。 

（可能な容量及びファイル形式を提示） 

また、入力内容のチェック等の入力補助を有し、利用者登録を必須としない手続

きは即時申請できること。 

※上記に加え、基幹系システムへの入力を省力化する仕組み（ＲＰＡ等）の導入

への助言や対応についても情報提供願います。 

ⅳ.電子決済機能 

ＭＰＮ、クレジットカード、モバイル決済等の電子決済サービスと連携して手数

料等の支払いができる。また、連携可能なサービスを提示。 

ⅴ.申請情報確認機能 

利用者が申請情報の確認等（申請履歴の照会、申請内容の確認・修正・取消、通

知内容の確認、交付文書のダウンロード等）ができる。（申請履歴の照会について

は、本人確認・利用者登録してない利用者を除く） 

ⅵ.署名検証機能（職責証明書） 

利用者が交付文書に付された職責証明書による電子署名の検証ができること。 

ⅶ.外部連携用 API 機能 

外部サービスとの連携用の LG－API を実装すること（LINE 等の外部サービス

から手続等の検索及び申請ページへ移動できること） 

ⅷ.内部連携機能 

本市内部の業務システムと LGWAN 経由で連携するための API を実装するこ

と、地域情報プラットフォームの『プラットフォーム通信標準仕様』に示される「プ

ラットフォーム通信機能」に対応すること（具体的なプロトコル等を提示すること） 
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② 所管部署向け 

ⅰ.システム操作者認証機能 

管理サイトにログインするシステム操作者を認証すること、システム操作者ごと

に設定された権限に応じた機能だけを許可すること。 

ⅱ.手続等管理機能 

手続等の情報を表示するページを作成できること、公開開始日及び公開終了日並

びに利用者登録の要否の設定ができること。 

ⅲ.申請フォーム管理機能 

手続等の申請フォームを作成・修正ができること、他の手続等の申請フォームを

流用できること、電子署名の要否を設定できること、電子決済の手数料等を設定で

きること、必須項目を設定できること、人数制限の設定ができること（抽選又は先

着順の選択） 

ⅳ.進捗管理機能 

各手続等の進捗管理ができること、申請情報の確認及び一括出力ができること

（添付書類及び電子署名付きの申請情報のダウンロードを含む）、通知内容の入力

（交付文書のアップロードを含む）ができること、申請者へ手続等の進捗状況（申    

請情報の補正依頼を含む）の通知ができること。 

ⅴ.ファイル無害化機能 

内部所属による申請情報の出力時にファイルを無害化すること。（無害化できる

容量及びファイル形式を提示すること） 

ⅵ.電子署名検証機能 

公的個人認証の署名用電子証明書による電子署名の検証ができること。 

所管部署が利用者への交付物に対する LG－PKI の職責証明書による職責署名

に対応すること、具体的な実装方法を提示すること。（システム内部で実装できな

い場合には外部ソフトウェアによる対応方法を提案すること） 

ⅶ.申請情報追加機能 

申請情報に紐付く独自情報を付加できること。（画面入力、ファイルアップロー

ドによる一括処理） 

ⅷ.交付文書作成機能 

交付文書のひな形と申請情報（前号で付加した情報を含む）から選択した項目

を設定することで個別の交付文書を作成できること。 

 

③ システム管理者向け 

ⅰ.利用者管理機能 

公開サイトで登録された利用者アカウントの管理ができること（利用者情報の

確認、利用状況の確認、利用者アカウントの削除等） 
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ⅱ.所管部署管理機能 

所管部署及びシステム操作者の管理ができること（登録、権限設定、変更、削

除、ロック解除等） 

ⅲ.公開サイト管理機能 

公開サイト全体の管理・設定ができること 

ⅳ.アンケート設定機能 

利用者アンケートを設定できること 

 

④ 外部連携 

ⅰ.ぴったりサービス連携機能 

内閣官房が運用するぴったりサービスと接続パターン E（URL リンク）で連携

できること。 

 

⑶申請書電子化機能 

① 利用者向け 

ⅰ.入力補助機能 

住基からの入力補助や選択候補の表示がされること。 

ⅱ.申請書作成機能 

可能な限り申請フォームや申請書の変更が市職員でできること。 

ⅲ.データ連携機能 

申請書への記載内容がＣＳＶ等の出力データでエクスポートできること。 

 

 

6．追加機能 

本項各号に示す要件は、近未来的に追加実装が望ましいと考えているものです。 

ⅰ.電子申請時も申請者情報入力補助機能 

申請者に関する情報の入力補助機能を実装すること、具体的な実装方法を提示

すること。（利用者証明用電子証明書とマイナンバーカードの券面入力補助 AP 

の利用、運転免許証の券面 OCR 等） 

ⅱ.添付書類撮影機能 

ブラウザ上で端末のカメラで添付書類を直接撮影してアップロードできること。

（Android 及び iOS のみ） 

ⅲ.庁内電子申請機能 

職員を対象としたアンケート機能、庁内の会議室等の設備予約（カレンダーか

ら予約状況確認、予約申し込み）機能を実装すること。 
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7．本情報提供に係る手続き 

⑴質疑応答 

  本情報提供に関する質問は、「９.問い合わせ先」のメールアドレスにお送りください。 

  なお、お寄せ頂いた質問と対する回答は、後日メールにて行います。 

① 期間 

令和 2 年 6 月 4 日(木) まで 

② 質問の様式 

 様式は別紙質問様式とします。 

③ 質問への回答 

 令和 2 年 6 月 11 日(木) 午後 5 時までに質問者へ回答させていただく予定です。 

 

⑵提出書類 

  本書及び各配布資料を踏まえたうえで、下記の必要資料の提出をお願いします。 

様式の指定はありません。 

① 提案概要 

 提案の趣旨・概要・デモンストレーションの可否を記載してください。 

 また、提案していただいたものの現状分析並びに課題点の抽出を行ったうえで、貴

社の提案が本市の目的に適切な点を明記してください。前提条件などがあれば、合わ

せて記載してください。 

※本情報提供は予算を計上するに当たり、機能に優先順位をつける必要が生じる可能

性がありますので、可能な限り提案内容を細分化願います。 

 

② システム連携図 

３－(2)電子申請、３－(3)申請書電子化について申請から手続き完了（受付、処理、

決済、交付）までのオンライン化の流れが分かる連携図を記載してください。 

 

③ 機器構成図 

 導入の際に必要となる機器・ソフトウェアの一覧を記載してください。必要項目は

以下のとおりです。 

 また、記載の機器の性能などが明記されたメーカーのカタログも添付してください。 

ⅰ.品名 

ⅱ.型番 

ⅲ.単価(定価、提供価格) 

ⅳ.設置場所 

ⅴ.数量 

ⅵ.数量の根拠 
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ⅶ.機器・ソフトウェアが担う機能 

ⅷ.機器・ソフトウェアの選定の理由 

 

④ 構築スケジュール 

 提案いただいた案を実現するのに要する期間を記載した全体スケジュールを作業

項目単位に分割し、各々の進捗管理がわかるように記載してください。 

 

⑤ 見積書 

 使用・賃借期間中に生じる月額の費用(運用・保守サービスを含んだ総額)を記載し

てください。 

 なお、賃借の場合の期間は 5 年の長期継続とし、その後奈良市へ付与するような契

約を予定しています。このため、賃借期間 5 年間と付与の見積金額を記載してくださ

い。 

ⅰ.導入機器に係る費用(機器単位) 

ⅱ.導入機器の設置に係る費用 

ⅲ.導入するソフトウェアに係る費用 

ⅳ.ソフトウェアの更新に係る費用(ウイルス対策ソフトなど) 

ⅴ.構築に係る費用(期間・人月・単価がわかるもの) 

ⅵ.運用・保守に係る費用 

 

⑥ 会社概要 

 社名、所在地、資本金、従業員数、主な事業内容等、会社概要がわかる資料を提出

してください。 

 

⑦ 導入実績 

 他の地方公共団体（類似業務）での導入実績があれば、提供できる範囲内でシステ

ム構築・機器構成・運用・保守形態・費用を記載してください。 

 

⑧ 実証実験の可否 

 今回の情報提供依頼の範囲について本格的な導入の前に、どの程度効果が期待でき

るのか、また導入する前に解決すべき課題整理を目的とした実証実験（PoC 環境の提

供）にご協力いただける場合は、以下の内容を記載した書類を提出してください。 

 

i. 対象業務名: (1) 窓口受付システム機能、 (2)電子申請、(3)申請書電子化のいずれ

かを記載 

ii. PoC 環境の機能、構成がわかるもの 
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(3)提出 

    「9.問い合わせ先」記載の連絡先まで情報提供資料を提出してください。 

① 提出期限 

令和 2 年 6 月 29 日(月) まで 

※来庁される場合は、あらかじめご連絡お願いします。 

② 様式 

任意様式にて提出ください。 

 

(4)本情報提供に必要となる情報の参照について 

     本情報提供に必要となる申請書の参照が必要な場合は、「９.問い合わせ先」までご連

絡ください。 

 

 

8．留意事項 

   本情報提供の実施にあたっては、以下の事項にご理解・ご了承をお願いします。 

① 本情報提供の実施に要する費用は、各事業者様の負担でお願いします。 

② 本情報提供の依頼は、業務に関する技術や価格等の各種情報を得ることを目的とし

ており、契約に関する意図や意味を持つものではありません。 

③ 本情報提供の依頼に対して、提案事業者からどのようなご提案をいただいても、そ

れをもって将来のシステム購入を約束するものではありません。 

④ ご提案いただいた情報・資料については、当組織内で複写・配布させていただきま

すが、提案事業者に断りなく他地方公共団体や他社への配布は致しません。なお、

様式変更時の仕様書に採用する場合がありますので、その際はご協力をお願いしま

す。 

ご提供いただいた情報・資料につきましては返却いたしません。 

⑤ ご提供いただいた情報については、後日問い合わせや見積りのお願いをさせていた

だく場合がございますので、ご協力をお願いします。 

⑥ 本情報提供依頼を通じて知り得た情報は、本情報提供以外では使用しないでくださ

い。 

 

9．問い合わせ先 

担 当：奈良市 福祉部 国保年金課 勇（イサミ）・城下 

所在地：〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号 

T E L：0742-34-4991 

F A X：0742-34-1184 

E-mail：kokuhonenkin@city.nara.lg.jp 


