
マイナンバーカードオンライン申請補助端末賃貸借 仕様書

１ 件名

令和３～８年度マイナンバーカードオンライン申請補助端末賃貸借

２ 品名及び数量

別紙「機器仕様書」に示す機器等（以下「賃借物件」という。）のとおり。

３ 賃貸借期間

令和３年１２月１４日から令和８年１２月１３日までの５年間（６０ヶ月間）とする。

４ 契約方法

本契約は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定に基づく長期継続契約とする。

契約書の条文中に，次の条項を記載するものとし，契約書の様式は本市指定のものとする。

～契約書条項～

（予算の減額又は削除に伴う解除）

第○条 この契約は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約であ

るため，本契約締結日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において，この契約に係る金額につい

て減額又は削除があった場合，甲は，この契約を変更又は解除することができる。

2 第1項の規定により，この契約が変更又は解除された場合において，乙に損害が生じたときは，乙は，

甲に対して損害賠償を請求することができる。この場合における賠償額は，甲乙協議して定める。

５ 料金方式

(1) 賃貸借料金：年額リース料金方式

リース料金には，物件の搬入，設置調整費用及び期間満了（又は契約解除）後の物件の撤去，引き取り

費用及びモバイルWi-Fiルーターの通信料を含むものとする。

また保守料金として保守点検，修繕等の維持管理料金を含むこと。

６ 料金の支払い

賃貸借料は，各年度一括前払いとし，受注者は毎年４月１日以降に請求を行うこととする。

ただし，初年度は納品時に請求を行うこととし,令和３年度分の賃借料は令和３年１２月～令和４年３

月までの４ヶ月分とし，令和８年度の賃借料は令和８年４月～１１月までの８ヶ月分とする。

７ 設置場所

神栖市溝口４９９１番地５ 神栖市役所市民課

神栖市波崎６５３０番地 波崎総合支所市民生活課

８ 機器搬入及び納入期限

受注者が責任をもって令和３年１２月１３日迄に設置場所へ搬入するものとする。ただし，発注者の了解

を得た上で，臨時的に代用機器を置くことができることとし，その設置・撤去等に掛かる費用は本契約に含

まれるものとする。また，賃貸借期間中に本契約機器が故障による修理等のため長期にわたり使用不能となっ

たときも同様とする。



９ 試験及び検収

機器設置完了後，総合試験を行い，試験完了をもって検収にかえる。試験の結果合格と認められない

ときは，本市が指定する期日までに正常な賃借物件への取替・設定等を賃借人の負担において行い，再

度試験を行うこと。

１０ データ漏洩等の防止等

本業務を実施するに当たり，機器，ソフトウェア，ネットワークの設定及びセキュリティ等に関し

て知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。

１１ 賃借物件の滅失等

(1)納入後に，賃借物件が滅失，天変地異等により賃貸人の所有権が回復する見込みが無い場合，又は賃借

物件が損傷して修理不能の場合，本市は書面で賃貸人に通知するものとし，賃貸人がこれを確認したと

きこの契約は終了するものとする。

(2)前項の場合の損害等については協議して定めるものとする。

１２ 入札書及び内訳書

入札は，仕様を満たすリース料金の5年間（60ヶ月）分の総額で行うものとし，入札者が，消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の110

分の100（当該金額に1円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）に相当する金額

を入札書に記載すること。

１３ その他

（1）賃借物件に付属するマニュアル及びメディア等はそのまま納入すること。

（2）賃借物品のうちパソコン機器等には，盗難防止用等ＯＡアクセサリーを貼付けすることがある。

（3）賃借物件のうちユーザー登録等が必要なものについては，本市の名義で登録すること。

（4）賃借物件運用中の疑問点等の問合せに対し，適切な支援を行えるようにすること。

（5）賃借物件の運用開始後に，賃借物件の設定値及び設置場所は，本市の都合により変更することがある。

（6）設置に際して発生した梱包材等のゴミは，受注者負担にて適切に処理すること。

１４ 疑義等についての協議

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは，双方協議して定めるものとする。



別紙「機器仕様書」

１ 品名

マイナンバーカードオンライン申請補助端末 ＤＮＰアイディーシステム マイナ・アシスト２

モバイルWi-Fiルーター PocketWifi

２ 数量

マイナ・アシスト２ ４セット

モバイルWi-Fiルーター PocketWifi ２台

３ 構成

①マイナンバーカードオンライン申請補助端末

・ＤＮＰアイディーシステム「マイナ・アシスト２」（以下、マイナ・アシスト２）の専用タブレット端末

（タブレットＰＣ）※エプソン社製Endeavor JT40 同等品以上

・マイナ・アシスト専用アプリケーション（以下、専用アプリケーション）

②モバイルWi-Fiルーターについて

・PocketWifi LTE ４G ２回線

・回線プランは月５GBとし，ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を含むこと

４ 仕様

４．１ 機器（専用タブレットＰＣ）

① 機器寸法：約Ｗ 300.0 ×Ｄ 195.0 ×Ｈ 16.3mm （突起部除く）

② 質量（バッテリー含む）：約1.1kg

③ 電源： AC100V ～ 240V ± 10 ％（ 50/60Hz ）（ AC アダプター使用）

④ 消費電力：最大定格出力時22.4W （理論値） / 最大構成時22.4W/通常時5.8W/

スタンバイ時（スリープ時） 1.1W/ 電源OFF時0.3W

⑤ ＯＳ： Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

⑥ ＣＰＵ：Intel Celeron プロセッサー

⑦ インターフェース： USB3.0 × 1 （左側面）

⑧ 動作環境： 10 ～ 35 ℃、動作湿度： 20 ～ 80% （結露しないこと）

⑨ ネットワーク機能：オプションの有線LAN USB アダプター選択可能

⑩ 無線LAN/Bluetooth® ：IEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 4.0 モジュール内蔵

４．２ 専用アプリケーション機能

① タブレットPC に搭載でき、マイナンバーカードの申請補助が可能であること。

② マイナンバーカード申請時は、地方自治体からサービス提供事業者へデータ伝送後、サービス提供事業者

から申請受付事業者（ J-LIS ）へのデータ伝送は申請受付事業者指定の方式／仕様で送付すること。

③ タブレット端末からサービス提供事業者のサーバーデータを送付する際は、データを暗号化すること。

④ タブレットPC 内蔵のカメラで、個人番号カード交付申請書に記載されたQR コードを読み取り申請書ID

の自動入力ができること。

⑤ 前記、QR コードの読み取りができない場合には、個人番号カード交付申請書に記載された申請書ID をソ

フトウェアテンキー表示し、手入力できること。

⑥ 申請書ID から自治体コードを読み取り、あらかじめ設定した自治体コードが一致するか比較し、異なる



場合には、画面で知らせること。

⑦ 利用規約（同意文書）は任意の文章が挿入でき、修正可能な機能を有すること。

⑧ タブレットPC 内蔵のカメラで顔画像を撮影する機能を有し、画面表示の枠線に顔位置を合わせることで

容易に適正な顔画像の撮影ができる機能を有すること。

⑨ シャッターを切る際は、直前／際中／直後がわかるように、音声で把握できること。

⑩ 顔画像を撮影後に何度でも再撮影可能な機能を有すること。

⑪ 顔写真撮影後、彩度、明度、傾き補正を任意で修正可能な機能を有すること。

⑫ 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書希望の有無を選択できる機能を有し、その情報を申請受付事

業者（ J-LIS ）のサーバーに送信することができる機能を有すること。（ 15 歳未満、成年被後見人除く）

⑬ 氏名の点字表記希望の有無を選択できる機能を有し、その情報を申請受付事業者（ J-LIS ）のサーバー

に送信することができる機能を有すること。（点字表記内容は交付申請書に準ずる）

⑭ 申請内容を送信前に顔画像及び署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、氏名の点字表記希望の有無

を申請者が容易に確認できる機能を有し、そのデータを任意のプリンターで印刷できる機能を有すること。

⑮ 申請処理開始直前にサーバー認証を行う機能を有し、認証できなければエラーとして画面上に表示させ申

請しない機能を有すること。

⑯ 申請内容送信直前にサーバー認証を行う機能を有し、認証できなければエラーとして画面上に表示させ申

請しない機能を有すること。

⑰ 担当者ごとにアカウントおよびパスワードの設定が行える機能を有すること。

⑱ 受付時の本人確認を支援するシステムが接続できること。本人確認用のシステム「ID 確認システムPRO

（ VA-PRO1 ）」を起動するボタンを有すること。

４．３ 機器（モバイルWi-Fiルーター PocketWifi）

①４G LTE

②通信速度 下り最大７７４Mbps／上り最大４６Mbps以上

③サイズ 約１０８×７２×１５mm／約１５０g

④Wifi IEEE802.11a/b/g/n/ac

⑤最大同時接続台数 １０台

⑥4,000mAh大容量バッテリー 連続利用２３時間以上

⑦回線プランは,月５GBであること

⑧ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を含んでいること

４．４ 設定／設置

① 受注者は発注者指定の場所に納入期限までに納入すること。

② 受注者は発注者が実施しなければならない設定を除く全ての設定を行った上で納入すること。

③各種申請書類の受け渡しを含むこと。

④ 発注者が実施する設定は下記の通りとする。

ログイン時のアカウント、パスワードの設定

インターネット回線接続設定

号機番号・認証コード・自治体コード設定

利用規約（同意文書）の設定

発注者セキュリティポリシーにかかわる各種設定

上記設定（発注者セキュリティポリシーを除く）を容易に行えるよう受注者はマニュアルを同梱し納入す

ること。



５ 調達機器等の仕様

・本体その他すべての付属品は，中古品であってはならない。

・ソフトウェアは必要な数量を納入するものとし，ライセンス等もあわせて納入するものとする。

６ 保守

①保守（保証）の期間は，賃貸借期間と同様とする。

②保守（保証）対象ハードウェア及びソフトウェアについては，保守費用を入札額に含めること。

③ハードウェアの対象機器は，タブレット端末のみとすること。

④ハードウェア保守はセンドバック修理対応または交換も可能とし，その場合発注者，受注者双方にて送

料を負担すること。

⑤故障が発生してから代替機発送の期間を原則５営業日以内とすること。

⑥サポート体制を整備し，発注者への操作説明や故障及び設定などの問合せに対応すること。

⑦障害時等の技術者の派遣については，回数を制限しないこと。また，派遣にかかる費用は別途発生しな

いこと。

⑧障害復旧後，同様の障害が発生しないよう是正措置または予防措置を講じること。また，障害対策の結

果を文書に反映し，発注者に対処方法を解説すること。

⑨ソフトウェアの保守については，最新の修正プログラム，バージョンアップ版を都度適用すること。

⑩利用権等で保守が必要なソフトウェア及びＯＳについては保守に含めることとし，保守（保証）期間は，

ハードウェアと同一とすること。

⑪サポートの対応時間は午前８時３０分から午後５時１５分までの神栖市役所の開庁日とする。

⑫故障内容を確認し，代替機が必要と判断された場合は，代替機を提供すること。

以上


