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京都府税務支援システム用プリンタ賃貸借等に係る仕様書 

 

 

1 業務概要 

京都府税務支援システム（以下「税務支援システム」という。）を用いた府税賦課・徴

収事務を迅速かつ正確に実現するために、税務支援システムの稼働に必要な機器を設置

し、必要な設定を行うものである。 

 

2 作業の概要 

以下のとおり、税務支援システムの稼働に必要な機器を設置し、必要な設定を行う。 

また、現在稼働している税務支援システムからの出力が正常に動作することの確認 

を行う。 

(1) 新規導入機器及び台数 

・レーザプリンタ(ホッパ二段省スペース型) 46台 

・レーザプリンタ(ホッパ四段省スペース型) 8台 

・レーザプリンタ(据え置き型) 3台 

  

3 機器の概要 

(1) 機器仕様、設置台数及び設置場所 

ア 機器仕様 

「（別紙）機器一覧」のとおり 

イ 機器の設置場所及び台数 

事務所名 省スペース型 

（ホッパ二段） 

省スペース型 

（ホッパ四段） 

据え置き型 

京都東府税事務所 4 1 1 

京都西府税事務所 6 2 1 

京都南府税事務所 5 1 1 

自動車税管理事務所 6 
  

京都地方税機構自動車関

係税申告受付センター 

1 1 
 

山城広域振興局 税務課 4 2 
 

山城南府税出張所 2 
  

南丹広域振興局 税務課 2 
  

中丹広域振興局 税務課 2 
  

中丹西府税出張所 2 
  

丹後広域振興局 税務課 2 
  

乙訓地域総務防災課 1 
  

田辺地域総務防災課 1 
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園部地域総務防災課 1 
  

綾部地域総務防災課 1 
  

宮津地域総務防災課 1 
  

京都地方税機構 

法人税務課 

2 
  

京都府庁 税務課 2 1 
 

京都府運用ルーム 1 
  

合計 46 8 3 

 

4 設定作業仕様 

受託者は、今回導入する機器について、税務支援システムとして必要な機能が実現可

能となるよう、以下に示す各項目をはじめとする必要な作業を行うとともに、税務支援

システム及び帳票印刷が問題なく動作するよう事前に検証する等動作を保証すること。 

また、各作業については、特に指定のない場合は受託者の自社屋内等で行い、現地で

の作業時間を極力短くすること。ただし、不可能又は不適切なものと判断されるもので、

本府の指示又は承認を受けたものはこの限りでない。 

なお、設定作業等の実施に当たっては、本府のほか、税務支援システム開発・運用業

務受託業者等の関係業者と十分な調整を行うこと。また、設定項目の協議等は本府と協

議を行うことは可能であるが、開発業者等から立会い作業、評価作業等技術的サポート

を求めるときは、受託業者が責任を持って行うこと。また、その際に必要となる経費は

本契約内において受託者が負担すること。 

 

＜ 作業概要 ＞ 

(1) 設定作業 

   各機器についての必要な作業の概要は、以下のとおりである。詳細については、

導入開始までに本府及びシステム開発業者等の指示に従って、十分に協議を行った

上で作業すること。 

 なお、導入作業に当たって必要な導入準備・設置、各種設定、事前テスト、設置

場所での動作確認等については、全て委託範囲とする。 

ア 初期設定作業 

・各プリンタへの各種設定（マシン名、ネットワークの設定等）及び管理ラベル

を添付すること。 

・印字位置の調整を行うこと。 

・省エネモードの設定を行うこと。 

イ 動作確認作業 

・税務支援システムからの帳票印刷が問題なく動作する確認を行うこと。 

 各帳票の印刷における動作確認結果を本府に報告すること。 

ウ 留意事項 

・ネットワーク接続においては、本府が利用している他のシステムに影響を与え

ないこと。 
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(2) 搬入・設置作業 

ア 各プリンタは、上記に示した場所の他、詳細については本府が別に指示する。 

イ 耐震設備を施すこと。 

ウ 機器搬入、設置後は納入した全ての機器について動作確認を行い、担当職員に

報告を行うこと。 

エ 作業終了後には、設置時の設置写真及び完了報告書を提出すること。 

※原則として設置場所へ直接搬入すること。なお、詳細な設置場所や搬入期日等

については、別途調整するものとする。 

 

(3) その他の作業 

ア 職員等への引継 

 各機器を設置後、各所属の管理者にその取扱方法等について説明すること。 

イ 機器の取扱注意 

 設置作業等に伴う機器の取扱いには、十分注意すること。なお、障害が発生し

た場合には、受託者の責任において機能を確保すること。 

ウ 廃棄物の処理 

 設置作業等に伴い発生する廃棄物は、受託者において処分を行うこと。 

エ 賃貸借期間終了後のプリンタの撤去及び運搬 

 賃貸借期間終了後、速やかに撤去すること。 

オ その他 

 その他、必要に応じて別途指示する作業について対応を行うこと。 

 

5 保守管理業務仕様 

(1) 基本要件 

ア 保守管理体制等 

・「(2) 保守管理の内容」を満たすために必要な体制をとること。 

・保守管理体制を明確にし、責任者を定めること。 

・保守管理業務の実施に当たっては、本府、税務支援システム運用者及びその他の

システム運用者等の関係業者と必要な調整を行い、適切かつ迅速な保守管理業務

の遂行に努めること。 

・保守作業に当たっては、システム管理者又はユーザが作成、管理しているデータ

ベース等のデータが漏えいすることは許されない。 

イ 保守管理区分 

・受託者は、納入した全てのハードウェアについて、当該機器を利用している間に

おいて、保守管理を行うこと。 

・プリンタに障害が発生した場合、部品交換などの適切な対応を行い、復旧できる

こと。 

ウ 使用機器、材料の負担区分 

・保守作業に使用するハードウェア、ソフトウェア及び消耗品は、受託者において

用意すること。 

・障害対応後の動作確認（テスト印刷、業務確認印刷）に必要となる消耗品につい

ては、本府と別途協議すること。 
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(2) 保守管理の内容 

ア 対応時間 

・月曜日から金曜日まで（国民の祝日、振替休日、国民の休日及び 12 月 29 日から

1月 3日までを除く）の 8時 30分から 17時 15 分までの間に連絡を受けた障害に

ついては全て対応すること。 

・この時間以外に発生した障害についても、本府と別途調整の上、必要な場合は対

応を行うこと。 

イ 性能の確保 

・各機器の品質には十分注意すること。なお、一定期間中に製造不良による故障が

導入台数の 10%を超えた場合は、当該機器に対する抜本的対策を講じること。 

ウ 障害対応 

・受託者が納入した機器において障害が発生した場合は、次の要件に従い、直ちに

復旧回復のために必要な措置を行うこと。 

・障害連絡は本府若しくは別途運用保守業者で一次切り分けを行った後、受託者へ

連絡を行い、必要に応じて本府及び税務支援システム開発・運用業務受託業者等

の指示に従い迅速に切り分けや復旧回復の支援を行うこと。 

・ハードウェア障害における障害物品については、ハードウェアベンダに修理を依

頼する等の方法により、速やかに現地にて修復を行うこと。 

・納入したプリンタに障害が発生した場合、代替機の設置等によりシステムの利用が 4

時間以内に再開できること。 

エ  定期保守 

・納入機器の機能を維持するために、契約期間中、少なくとも年 1 回は、各プリン

タの清掃、点検及び調整等を行うこと。 

・メーカー指定有寿命部品においては、交換周期に合わせて受託者負担にて対応を

実施すること。 

オ 障害切り分け作業 

・障害の切り分け等において、本府及び税務支援システム開発・運用業務受託業者

等から切り分け作業の支援を求められたときは、迅速に必要な協力を行うこと。 

カ  報告 

・保守管理業務を行ったときは、その都度、本府に対して実績報告書を提出するこ

と。特に障害対応等の作業完了後は、必要に応じて詳細な対応内容と再発防止策

について本府に報告すること。 

 

6 履行期限  

(1) 導入、設定等作業期限 

ア 新機器等の設定、搬入、設置 

令和 3年 9月 30日まで 

イ 賃貸借期間終了後の機器の撤去・運搬等 

賃貸借期間終了後、10 日以内 

 

(2) 機器賃借・保守管理期間 

令和 3年 10月 1日から令和 8年 9 月 30 日まで 
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7 機器仕様 

(1) 省スペース型プリンタ(ホッパ二段)  必要台数 46 台 ※全て同型とすること 

プリント方式 ・レーザー 

連続プリント速度 ・片面 A4横 30頁/分以上 

・両面 A4横 20頁/分以上 

ファーストプリント

タイム 

・10秒以下 

解像度 ・600dpi 以上 

形態 ・二段ホッパ装着時 W550mm*D650mm*H550mm以下 *ｶｾｯﾄ伸長時 

用紙サイズ ・A5～A3、及び不定形用紙に対応していること 

印字色 ・白黒 

ホッパ、手差し容量

/数 

・一段 250枚以上の普通紙挿入可能(増設ホッパは 550枚) 

・ホッパ二段＋手差し 1 個（100 枚以上） 

排紙容量 ・フェイスダウン方式 普通紙 250枚以上 

耐久性 ・120万頁以上 

その他 ・メモリ容量：2GB以上 

・TCP/IP に対応し、ネットワークプリンタとして使用可能であるこ

と 

・窓口での納付書及び納税証明書等の印刷が遅滞なく行えること 

・バーコード(EAN128)印字が常時支障なく印刷できること 

・QR コード印字が常時支障なく印刷できること 

・OCR-B フォント文字が常時支障なく印刷できること 

・現行プリンタで使用している IPアドレスを使用すること 

・メーカ純正リサイクルトナーがあること 

 

※バーコード印字及び OCR-B フォント文字については、導入予定機器についての印字テス

トを実施し、不適合となった場合は適合する機器に変更すること。【この場合の経費の増

額は認めない】 
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(2) 省スペース型プリンタ(ホッパ四段)  必要台数 8 台 ※全て同型とすること 

 

※バーコード印字及び OCR-B フォント文字については、導入予定機器についての印字テス

トを実施し、不適合となった場合は適合する機器に変更すること。【この場合の経費の増

額は認めない】 

 

  

プリント方式 ・レーザー 

連続プリント速度 ・片面 A4横 30頁/分以上 

・両面 A4横 20頁/分以上 

ファーストプリン

トタイム 

・10秒以下 

解像度 ・600dpi 以上 

形態 ・四段ホッパ装着時 W550mm*D650mm*H7500mm以下 *ｶｾｯﾄ伸長時 

用紙サイズ ・A5～A3、及び不定形用紙に対応していること 

印字色 ・白黒 

ホッパ、手差し容量

/数 

・一段 250枚以上の普通紙挿入可能(増設ホッパは 550) 

・ホッパ四段＋手差し 1 個(100枚以上) 

排紙容量 ・フェイスダウン方式 普通紙 250枚以上 

耐久性 ・120万頁以上 

その他 

 

・メモリ容量：2GB以上 

・TCP/IP に対応し、ネットワークプリンタとして使用可能であるこ

と 

・窓口での納付書及び納税証明書等の印刷が遅滞なく行えること 

・バーコード(EAN128)印字が常時支障なく印刷できること 

・QR コード印字が常時支障なく印刷できること 

・OCR-B フォント文字が常時支障なく印刷できること 

・現行プリンタで使用している IPアドレスを使用すること 

・メーカ純正リサイクルトナーがあること 
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(3) 据え置き型プリンタ(ホッパ四段)   必要台数  3台  

プリント方式 ・レーザー 

連続プリント速度 ・片面 A4横 55枚/分以上 

・両面 A4横 50枚/分以上 

解像度 ・1200dpi以上 

形態 ・排紙スタッカ装着時 W1500mm*D680mm*H1060mm 以下 

用紙サイズ ・A5～A3、及び不定形用紙に対応していること 

印字色 ・白黒 

ホッパ容量/数 ・一段 560枚以上の普通紙挿入可能 

・ホッパ四段以上＋手差し 

排紙容量 ・ステープル及びパンチができる機能を搭載し、最大 3,500枚

の排出が可能 

・フェイスダウントレイに普通紙 500枚以上蓄積 

その他 

 

・メモリ容量：2GB以上 

・TCP/IP に対応し、ネットワークプリンタとして使用可能であるこ

と 

・バーコード(EAN128)印字が常時支障なく印刷できること 

・QR コード印字が常時支障なく印刷できること 

・OCR-B フォント文字が常時支障なく印刷できること 

・現行プリンタで使用している IPアドレスを使用すること 

 

※バーコード印字及び OCR-B フォント文字については、導入予定機器についての印字テス

トを実施し、不適合となった場合は適合する機器に変更すること。【この場合の経費の

増額は認めない】 

 


