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仕   様   書 

 

１ 事業名  

岡山市南区役所番号案内表示機等及び広告付行政情報案内モニター設置事業 

 

２ 業務内容 

  南区役所、妹尾地域センター、福田地域センター及び福浜地域センターの４か所で業務を行う。 

（南区役所） 

 (1) 市民保険年金課及び市税事務所の窓口業務を「児童手当／子ども医療／後期高齢者医療等」「国

民健康保険／国民年金」「住民異動届／戸籍届／パスポート等」「マイナンバー」「住民票・戸

籍などの証明書／印鑑登録・印鑑証明等」「市税の納付／市税証明／軽自動車税の申請・相談

等」「個人市民税の申告・相談」「固定資産税の相談」の８業務に分け、当該業務を表示する受

付番号札発券機２台を庁舎１階フロアと市民保険年金課の執務室内に配置して一括受付を行

う。 

(2) ８業務中、交付業務がないものについては 1枚発券、交付業務があるものについては２枚発券

する。 

(3) 受付呼出は８業務個々の窓口に配置した呼出操作機で行い、待合スペースに設置した受付用番 

   号案内表示モニターと個々の窓口の呼出表示パネルに呼出番号を表示する。 

 (4) 呼び出しを受けた市民は各窓口に発券番号札を持参して申請等を行う。 

 (5) 交付業務があるものについては、受付けた書類と発券番号札（半券・バーコード付）をクリア 

   ファイル（ポケット付）に入れて処理に回すとともに、発券番号札（残りの半券）を市民に渡 

   す。 

 (6) 処理が終わったら、発券番号札（半券・バーコード付）を管理用パソコンのバーコードリーダ 

   ーでスキャンして、交付用番号案内表示モニタ―に呼出番号を表示させて、市民保険年金課又 

   は市税事務所の交付窓口に案内する。 

 

 ○  ＷｉＦｉについて 

  庁舎１階から４階までの各フロアにＷｉＦｉ機器を設置する。 

   

 （妹尾地域センター・福田地域センター） 

(1) 地域センターの窓口業務を「各種証明 市税等収納」「戸籍届 住民異動届」「マイナンバー」

「その他（国保・子ども・後期高齢者等）」に分け、当該業務を表示する受付番号札発券機１

台をフロアに配置して一括受付を行う。 

 (2) 呼出操作機で呼出を行い、呼出番号を窓口の呼出表示パネルに表示する。 

(3) 呼び出しを受けた市民は窓口に発券番号札を持参して申請等を行う。 

 

（福浜地域センター） 

(1) 地域センターの窓口業務を「住民票等の証明書／市税等の納付など」「その他届出／相談など」

に分け、当該業務を表示する受付番号札発券機１台をフロアに配置して一括受付を行う。 

 (2) 呼出操作機で呼出を行い、呼出番号を窓口の呼出表示パネルに表示する。 

(3) 呼び出しを受けた市民は窓口に発券番号札を持参して申請等を行う。 
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３ 設置する機材等 

操作機器 市民保険年金課 市税事務所 
妹尾地域

センター 

福田地域

センター 

福浜地域

センター 

①受付番号札発券機 
２台（うち１台

内部用） 
 １台 １台 １台 

②受付用番号案内表示

モニタ― 
２台     

③交付用番号案内表示

モニタ― 
２台     

④呼出操作機 
７台（うち２台

予備） 

４台（うち１

台予備） 
６台 ６台 １台 

⑤呼出表示パネル ５台 ３台 ３台 ３台 １台 

⑥管理用パソコン 1台     

⑦呼出用マイク 1台     

⑧広告付行政情報案内

モニター 
２台  １台 １台 １台 

⑨ＷｉＦｉ機器   一式     

※各機器は本市職員の指示に従い設置すること。 

 

① 受付番号札発券機 

（南区役所） 

 (ｱ) １台１画面で８業務までの受付を一括して行えるものとし、また、設置後も市が容易に表示内 

容を変更できること。 

 (ｲ) 業務別の待ち人数を常時表示できること。 

 (ｳ) 最大４ケタの番号が表示でき、複数業務別に発券番号帯を設定できること。 

 (ｴ) 発券する番号カードに、番号、発券年月日時間、発券機ボタンの用件、二次元コードが印字で

きること。 

 (ｵ) 表示部はタッチパネル式とし、発券部は表示部と一体型若しくは同一の場所で発券できること。 

 (ｶ) 日本語以外の多言語（英語、韓国語、中国語（簡体））の表示に対応できること。 

    ※市民がボタン操作で表示言語を容易に切り替えられることが望ましい。 

    ※発券表示内容も多言語対応とする。 

(ｷ) 発券番号札に印刷されている二次元コード等を活用して、呼出の順番が近づいた際に、順

番を知らせる通知メールを送信できること。また、呼出状況の確認ができること。 

(ｸ) 発券から交付完了までの時間を集計・分析ができること（月・週・曜日・時間帯・業務ご

とに、件数・待ち時間・処理時間）。また、容易にデータ出力（ＣＳＶ、エクセル形式等）

ができること。 

 (ｹ) バーコード読み取りで、消除されていない番号は発券されないようにすること。 

 (ｺ) 受付番号札とは別の番号札を渡す場合もあることを想定し、内部処理用の受付番号札発券機１

台を設置する。 
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（妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター） 

 (ｱ) １台１画面で４業務までの受付を一括して行えるものとし、また設置後も市が容易に表示内容

を変更できること。 

 (ｲ) 業務別の待ち人数を常時表示できること。 

 (ｳ) 最大３ケタの番号が表示でき、複数業務別に発券番号帯を設定できること。 

 (ｴ) 発券する番号カードに、番号、発券年月日時間、発券機ボタンの用件が印字できること。 

 (ｵ) 表示部はタッチパネル式とし、発券部一体型とすること。 

 (ｶ) データ集計（日報・週報・月報・時間帯別待ち時間・平均待ち時間等）が可能で、CSV データ

形式で出力できること。 

 

   ＜発券機番号の振り分け（例）＞ 

南区役所 

場所 番号 枚数 

1 番 受付（後期高齢者医療・児童手当関係等） １００１～１９９９ ９９９ 

２番 受付（国保・年金関係） ２００１～２９９９ ９９９ 

３番 受付（住民記録・戸籍関係） ３００１～３９９９ ９９９ 

４番 受付(証明関係) ４００１～４９９９ ９９９ 

５番 受付（マイナンバー関係） ５００１～５９９９ ９９９ 

７番 受付（市税証明・納付・軽自動） ７００１～７９９９ ９９９ 

８番 受付（個人市民税関係）  ８００１～８９９９ ９９９ 

９番 受付（固定資産税関係） ９００１～９９９９ ９９９ 

 

   妹尾地域センター・福田地域センター 

場所 番号 枚数 

1 番 各種証明 市税等収納   １～１９９ １９９ 

２番 戸籍届 住民異動届 ２０１～２９９  ９９ 

３番 マイナンバー ３０１～３９９  ９９ 

４番 その他（国保・子ども・後期高齢者等） ４０１～４９９  ９９ 

 

福浜地域センター 

場所 番号 枚数 

1 番 住民票などの証明書／市税などの納付   １～１９９ １９９ 

２番 その他の届出／相談 ２０１～２９９  ９９ 
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― イメージ（①＝受付番号札発券機の初期画面ａ） ― 

南区役所 

ご用件のボタンを押してください。 English   韓国語  (簡体)中国語 

 用  件 待人数 

 ① 児童手当/子ども医療/後期高齢者医療等 １人 

    
 ② 国民健康保険／国民年金 １人 

    
 ③ 住民異動届/戸籍届/番号/パスポート等 １人 

    
 ④ 住民票・戸籍などの証明書/印鑑登録・印鑑証明等 １人 

    
 ⑤ マイナンバーカード １人 

    
 ⑦ 市税の納付/市税証明/軽自動車税の相談等 １人 

    
 ⑧ 個人市民税の申告・相談 １人 

    
 ⑨ 固定資産税の相談 １人 

   

 

妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター 

ご用件のボタンを押して番号札をお取りください。 

 用  件 待人数 

 各種証明・市税等収納 １人 

    
 戸籍届・住民異動届 １人 

    
 マイナンバー １人 

    
 その他 １人 
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― イメージ（①＝受付番号札発券機の初期画面ｂ） ― 

 

 

 

 

― イメージ（発券番号札） ― 

  南区役所 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

※交付処理がある場合は 2枚発券 

（受付・交付受取が同番号） 

 

 

妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ※バーコードは不要 

 

 

 

 

 

発券年月日時間 

番号 

用件 

〇番 ○○○ 

お呼びするまで、待合席にてお待

ちください。 

 

 

 
 

QR 

は い いいえ 

届書を作成しましたか？ 

 

 

 

 

番号 

発券年月日時間 

用件 

○○○ 

お呼びするまで、待合席にてお待

ちください。 

なお、内容により順番が前後する

場合がございます。 
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na 

② 受付用番号案内表示モニタ―  

 (ｱ) モニターサイズは５０インチ程度の薄型とし、表示番号は明瞭で容易に視認可能なこと 

 (ｲ) 呼び出し番号は最大４桁まで設定・表示可能とすること。 

 (ｳ) 呼出音声が市民に明瞭に聞こえるようにスピーカー等を有効に配置すること。 

 (ｴ) 職員が呼び出し操作機を操作することによりモニターに、任意の番号を表示させて呼び出せる 

   機能及び音量調節機能があること。 

 (ｵ) 呼び出しを行っても受付窓口で申請者による申請等がされなかった番号（以下「保留番号」と

いう。）について、分かりやすく表示が可能であること。 

  

― イメージ（②＝受付用番号案内表示モニターａ） ― 

 受付番号1001 番               １番窓口へ  

 取扱内容 呼出番号 窓口番号 待ち人数 

 ① 児童手当／子ども医療／後期高齢者医

療等 
 1001  １ 番へ １ 人 

      
 ② 国民健康保険／国民年金  2001  2 番へ １ 人 

      
 ③ 住民異動届／戸籍届／パスポート等  3001  3 番へ １ 人 

      
 ④ 住民票・戸籍などの証明書／印鑑登録・

印鑑証明等 
 4001  4 番へ １ 人 

      
 ⑤ マイナンバー  5001  5 番へ １ 人 

      
 ⑦ 市税の納付／市税証明／軽自動車税の

申請・相談など 
 7001  7 番へ １ 人 

      
 ⑧ 個人市民税の申告・相談  8001  8 番へ １ 人 

      
 ⑨ 固定資産税の相談  9001  9 番へ １ 人 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

窓口にお声掛けください。（呼出済み） 

1004 2003 3007 
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③ 交付用番号案内表示モニタ― 

 (ｱ) モニターサイズは５０インチ程度の薄型とし、表示番号は明瞭で容易に視認可能なこと。 

 (ｲ) 呼出番号は最大４桁まで設定・表示可能とすること。 

 (ｳ) 職員が交付用番号案内システムを操作することによりモニターに、任意の番号を表示させて呼 

   び出せる機能及び音量調節機能があること。 

 (ｴ) 前記番号が 30個を超えた場合は、交互に数画面が切替表示できること。 

 (ｵ) 新しく呼出番号が追加された際に、その番号を拡大点滅表示させる機能、表示に併せてチャイ 

   ムと自動音声で呼び出す機能があること。 

 

― イメージ（③＝交付用番号案内表示モニタ―） ― 

 次の番号の方は各窓口におこしください。  

3004 3008 3014 3017 3022 3025 

3031 3036 4002 4005 4008 4010 

4012 4018 4022    

      

 

 

④ 呼出操作機 

 (ｱ) 受付窓口カウンター上に配置できる大きさで、液晶画面等、取り扱い易いものであること。 

 (ｲ) 液晶画面等に、呼出時、不在等の理由による保留番号を一覧表示できること。 

 (ｳ) 呼出番号のスキップ、取消ができること。 

 (ｴ) テンキー入力により②受付用番号案内表示モニターと⑤呼出表示パネルに呼出番号を表示させ 

   呼び出せること。 

 (ｵ) 業務別の待ち人数・待ち時間を表示できること。   

 

⑤ 呼出表示パネル 

（南区役所） 

 (ｱ) 受付窓口カウンター上に自立して設置できる構造のもので、②受付用番号案内表示モニターと

連動表示すること。 

 (ｲ) 音声スピーカーを内蔵していること。 

 (ｳ) 市民が容易に視認できる表示であること。 

 (ｴ) 裏面（職員側）に待ち人数と待ち時間、呼出番号を任意の組み合わせで表示できること。 

 (ｵ) 裏面（職員側）に他職員への応援要請表示ができること。 

 (ｶ) 待ち人数が０から１に変わったとき、通知音で職員に知らせることができることが望ましい。 
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 （妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター） 

(ｱ) 受付窓口カウンター上に自立して設置できる構造のもの。 

 (ｲ) 音声スピーカーを内蔵していること。 

 (ｳ) 市民が容易に視認できる表示であること。 

 (ｴ) 裏面（職員側）に待ち人数と待ち時間、呼出番号を任意の組み合わせで表示できること。 

 (ｵ) 裏面（職員側）に他職員への応援要請表示ができること。 

 (ｶ) 呼び出し窓口を矢印で表示できること。 

 

― イメージ（呼出表示パネル） ― 

南区役所 

表面（呼出時） 裏面（待ち人数と待ち時間） 裏面（応援要請） 

  

 

       

 

 

妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター 

表面（呼出時） 裏面（待ち人数と待ち時間） 裏面（応援要請） 

  

 

       

 

 

⑥ 交付用番号案内システム 

 (ｱ) バーコードリーダーを装備(市民保険年金課及び南区市税事務所の交付窓口にそれぞれ１台を 

   装備。さらに予備をそれぞれに１台以上用意すること。)し、受付番号札（半券・バーコード付） 

   のバーコードを読み取り、③交付用番号案内表示モニターに番号を表示し、呼出が行える 

   こと。 

 (ｲ) タッチパネル若しくはキーボードによる番号直接入力により、③交付用番号案内表示モニター 

   に番号を表示し、呼出が行えること。 

 

⑦ 呼出用マイク 

 (ｱ) 音量調節付ワイヤードタイプであること。 

 (ｲ) 音声は本システム用スピーカーを通して伝達できること。 

 

 

 

 

２５６７ ３  １５ 

◄ １０１ 

ＨＥＬＰ 

  呼出番号 

待ち人数 待ち時間 呼出番号 

３  １５ ＨＥＬＰ 
待ち人数 待ち時間 
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⑧ 広告付行政情報案内モニター 

（南区役所） 

 (ｱ) 行政情報・民間広告等の放映は、②受付用番号案内表示モニター及び③交付用番号案内表示モ 

   ニターと同サイズの専用モニターを設置して行うこと。 

 (ｲ) 映像の放映は、タイマーその他の機能により自動制御すること。 

 

 （妹尾地域センター・福田地域センター・福浜地域センター） 

(ｱ) 行政情報・民間広告等の放映は、３７型程度（大きくても４０型）の専用モニターを設置して

行うこと。 

 (ｲ) 映像の放映は、タイマーその他の機能により自動制御すること。 

(ｳ) 可動式キャスター付きで薄型、壁際に安全に設置できること。 

 

⑨ Ｗｅｂシステム 

(ｱ) 「窓口の混雑状況・順番・呼出状況・受付まで情報」を表示するホームページを作成し、

パソコンおよびスマートフォン等により、インターネット上での閲覧を可能とすること。 

(ｲ) スマートフォン等で発券番号札に印刷されている二次元コード等を読み込み、空メールを

転送させることにより、メールアドレスを登録し、呼出までの待ち人数が近づいた際に、

登録したメールアドレスに順番が近づいた旨のお知らせメールを送信できること。 

 

⑩ ＷｉＦｉ機器 

 (ｱ) 利用可能エリアは、庁舎１階から４階までの各フロアとすること。 

 (ｲ) ＳＳＩＤは、市の指定した名称とすること。 

 (ｳ) 接続方法は、市と協議を行い決定すること。 

 (ｴ) １回の利用時間の制限を設けること。 

 (ｵ) 災害発生時は、接続制限を解除すること（解除の条件及び期間は市と協議するものとする）。 

 (ｶ) サイバー犯罪等、ＷｉＦｉが事件に利用された場合には、設置事業者が対応すること。 

 (ｷ) 通信履歴を適切に管理し、毎月市に利用状況を報告すること。 

 

４ 広告（⑧広告付行政情報案内モニターを利用） 

 (1) 放映時間は、基本的に区役所開庁日の８時３０分から１７時１５分までとすること。 

 (2) 広告の内容・デザイン等については、岡山市広告掲載要綱、岡山市広告掲載基準及び関係法令 

   を遵守し、本市の審査を受けたものを放映すること。 

 (3) 審査の際に必要となる広告の印刷原稿・データ等については、本市の指示により提出すること。 

 (4) 広告の放映枠数・回転数・管理等については、双方協議の上決定すること。 

 (5) 全体放映枠における行政情報案内の放映枠を、２５パーセント以上確保すること。 

 (6) 音量については、通常業務に支障がないようにすること。 

 (7) 行政情報・民間広告等の制作は、設置事業者が行うこと。 

 (8) 広告主の募集は設置事業者が行い、その収入は設置事業者に帰属する。 

 (9) 設置事業者は、広告の内容に関する苦情その他問題が発生した場合、その一切の責任を負い、 

   誠意ある速やかな解決に努めること。 

 (10)第三者から当該広告に関連して被害を被ったとの損害賠償請求がなされた場合は、設置事業者 

   の責任及び負担で解決すること。 

 (11)掲出する広告がなく、広告枠に空欄が生じても納付済みの使用料は還付しない。 
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５ 維持（保守）管理等 

 (1) 定期点検 

  (ｱ) 協定期間中、機器の運用に支障が生じないよう定期的に点検を行うこと。 

 

(2) 緊急対応 

  (ｱ) 故障発生時 

機器の運用に支障が生じた（恐れがある場合を含む）場合には、迅速に点検・修理を行うな 

 ど、速やかに問題を解決するものとし、そのための体制について、あらかじめ市に文書で報 

 告すること（概ね１時間以内の現場対応とし、概ね半日以内の復旧とする）。 

本市職員からの電話問合せ等に対して速やかに対応すること。 

 

  (ｲ) 不祥事発生等 

本市の指示による場合のほか、広告主の不祥事が発覚した場合は、当該日又は当該日の翌日 

 の開庁時間までに当該広告コンテンツの放映中止措置を講じること。 

 

〇消耗品について 

  システムの稼働に必要な以下の消耗品等は無償で提供すること。 

  (ｱ) 発券機の設置高を適正な高さにするための設置台 

  (ｲ) 発券用のロール紙等の消耗品 

 

６ 費用負担  

 (1) 番号案内表示機等の調達、設置・設置場所の変更・撤去（協定期間終了後の原状回復を含む） 

   に伴う工事費用は、設置事業者の負担とする。 

 (2) 設置後の通信費、維持管理（定期点検、故障発生時等の緊急対応）費用は、設置事業者の負担 

   とする。 

 (3) 行政情報・民間広告の制作等に係る一切の費用は、設置事業者の負担とする。 

 (4) システム等のうち広告付行政情報案内モニターに係る電気料金については、設置事業者の負担 

   とする。電気料金の算出方法については、双方の協議のうえ決定する。 

 

７ 操作研修等  

 (1) 窓口業務職員向けに操作説明会を１回以上開催すること。 

 (2) 番号案内表示機等の操作手順マニュアル書を作成し、区役所に 2部、各地域センターに 1部ず

つ職員が指定する場所に備え付けること。 

 

８ その他  

 (1) 事業を円滑に運用するとともに、本市職員及び来庁者等からの問合せに対して速やかに対応で 

   きる体制を整えること。 

 (2) 協定締結後、速やかに区役所庁舎、各地域センターの使用に係る行政財産の目的外使用許可申

請を行い、許可を受けること。 

(3) この仕様書に明記されていない事項等疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定すること。 

 


