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第１章．基本方針 

本市で利用している基幹系業務システムは、平成２０年度よりオンプレミス方式（自

庁設置型）にてオープン系パッケージシステムを導入し、事務効率の向上を図ってきた。 

一方、県外・県内他自治体の基幹系業務システムにおいては、クラウド方式が主流に

なりつつあり、クラウド方式の採用による「市民サービスの向上」、「行政事務の効率

化」、「災害対策」、「運用管理の軽減」といった効果を見込んで導入が進められてい

る。 

本市では、現行の基幹系業務システムの契約が終了することを踏まえ、次期基幹系業

務システムについて、オンプレミス方式からデータセンターを活用したクラウド方式へ

移行するための調査・研究及び検討を行った。その結果、次期基幹系業務システムにつ

いては単独クラウド方式で調達することを決定した。 

また、基幹系業務システムの再構築により、システムの最適化を行い、災害時の業務

継続性の担保、業務の品質向上等の課題解決を行う。 

基幹系業務システムの再構築に関しては、多くの稼動実績のある標準パッケージシス

テムを採用し、極力、カスタマイズは最小限とするが、本市の業務に最も合致した基幹

系業務システムの構築を基本方針とする。 

 

第２章．システム概要 

（１）調達対象システム 

本事業の調達対象システムは次の表に示す№１～３３とおり。また、№３４～３７につ

いては、別途御見積を提示すること。 

 

表１ 調達対象システム一覧 

№ 業務名 担当課 備考 

1 住民基本台帳 市民課  

2 印鑑登録 市民課  

3 国民年金 市民課  

4 コンビニ交付（税証明） 市民課 ※本業務は、№9の個

人住民税に含む。 

5 宛名管理（住登外管理含む） 市民税課／資産税課  

6 選挙人名簿管理 選挙管理委員会  

7 就学（学齢簿・就学援助） 学務課  

8 固定資産税 資産税課  

9 個人住民税 市民税課  

10 法人住民税 市民税課  

11 軽自動車税 市民税課  
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12 国民健康保険（賦課・資格・給付） 国民健康保険課 ※国民健康保険業務

については契約期間

内に事務処理標準シ

ステムに移行する場

合がある。 

13 収納・口座管理 納税課（市民税課・資

産税課・国民健康保険

課・介護長寿課・保育

幼稚園課） 

 

14 団体内統合宛名 市民課／情報課  

15 こども医療 児童家庭課  

16 ひとり親医療費助成 児童家庭課  

17 児童手当 児童家庭課  

18 児童扶養手当 児童家庭課  

19 後期高齢者医療 国民健康保険課  

20 介護保険（賦課・資格・給付） 介護長寿課  

21 介護保険（認定） 介護長寿課  

22 特別児童扶養手当 児童家庭課  

23 健康管理・保健衛生・健康指導支援 健康支援課／こども

健康課 

 

24 子ども子育て 保育幼稚園課 ※幼保の無償化への

対応ができること。 

25 重度心身障害者医療 障がい福祉課  

26 障害者管理（身体障害者手帳管理、更

生医療、育成医療、補装具交付、日常

生活用具、精神手帳通院管理） 

障がい福祉課  

27 障害者福祉手当 障がい福祉課  

28 障害福祉サービス（障害者自立支援、

地域生活支援） 

障がい福祉課  

29 福祉総合照会 関係課／情報課 ※対象システムの本

番稼働日程及び仕様

の詳細については、

契約後に受託事業者

と協議する。 

30 高齢者管理（高齢者祝金管理、高齢者

在宅福祉、養護老人施設措置） 

介護長寿課 

31 コミュニケーション支援 障がい福祉課 

32 家庭児童相談 児童家庭課 

33 女性相談 児童家庭課 
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※№34以降は調達対象外となるが別途参考御見積を提示すること。 

34 総合窓口システム 市民課 ※追加提案対象とし

ても良い。（別途参

考御見積を提示する

こと。） 

35 愛犬システム 環境課 

36 罹災証明システム 防災基地渉外課 

37 期日前システム 選挙管理委員会 

※上記以外に必要なシステムがあれば追加提案すること。 

 

（２）連携対象システム 

調達対象業務とデータ連携が必要なシステムは、以下のとおり。なお、連携するデータ

は現行仕様を踏襲すること。 

表２ 連携が必要なシステム一覧 

№ システム名 主な連携データ 

1 住基ネットワークシステム 宛名情報 

2 戸籍総合システム 宛名情報、本籍情報 

3 課税原票システム 宛名情報、世帯情報 

4 税務LANシステム 宛名情報、事業所情報、交付制限者情報、マイナン

バー、税情報 

5 滞納管理システム 宛名情報、送付先情報、名寄せ情報、固定資産情報、

口座情報、金融機関情報、収納情報（履歴含む）、

欠損確定情報、生活保護情報、軽自動車税情報、個

人住民税情報、法人住民税情報、国保賦課／資格（履

歴含む）／税／所得控除情報、延滞金情報等 

6 電話催告システム ※№5より、「宛名情報、送付先情報、口座情報、収

納情報、個人住民税情報、法人住民税情報、固定資

産情報、軽自動車税情報、国保賦課情報／資格（履

歴含む）情報」を連携 

7 国税連携支援（eLTAX） ※外部連携対象 

申告情報、地方共通納税情報 

8 障害者支援システム 宛名情報 

9 地域包括システム 宛名情報、介護情報、介護認定情報 

10 家屋評価支援システム 家屋情報 

11 コンビニ交付 

（戸籍・住民票・印鑑） 

宛名情報、印鑑情報 

12 要援護者支援システム 宛名情報、介護認定情報、障がい認定情報 

13 国保ネット ※外部連携対象 
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税情報、資格情報、レセプト情報（受信） 

14 後期広域 ※外部連携 

宛名情報（住民異動情報）、所得課税情報、収納情

報、滞納情報、期割情報、被保険者情報（受信） 

15 生活保護システム 宛名情報 

16 期日前システム 選挙人情報、期日前投票情報（受信） 

17 市営住宅管理システム 宛名情報、マイナンバー 

18 特定健診等データ管理システム 特定健診受診日情報 

※詳細な仕様については、受託事業者と契約後に調整する。 

 

（３）システム要件 

①「表１ 調達対象システム一覧」に示すシステムをクラウド方式によりサービスを提

供すること。 

②法制度改正や新たな政策・施策に対し、柔軟に対応・拡張できる仕組みであること。

また、構築期間中に発生する法制度改正は全て対応すること。 

③パッケージシステムの導入を基本とするが、必要に応じたカスタマイズ対応が可能で

あること。 

④クライアントは、本市で導入したシンクライアント端末からＲＤＳ方式で接続後、ブ

ラウザ（ＩＥ９、１０、１１想定）を使用して接続可能なこと。 

⑤クライアント側にできるだけ特殊な専用ソフトウェアを必要とせず、既存のクライア

ントを利用できること。さらに、今後のＯＳやブラウザソフトの新バージョンやアップ

デートにも対応できること。 

⑥入力画面上のフォントサイズや配色等については、利用者が疲れにくいように配慮し

ていること。 

⑦地域情報プラットフォームに準拠していること。もしくは地域情報プラットフォーム

と同様の概念を持ち、各業務との連携が実現できること。 

⑧「表２ 連携が必要なシステム一覧」とのデータ連携が容易にでき、かつ安定した運

用ができること。また、必要に応じて統合型の共通ＤＢを構築してデータ連携に滞りな

いようにシステム構築すること。 

 ⑨業務効率化のために複数画面を起動できるシステムであること。もしくは同等の画

面展開機能を有していること。 

 ⑩導入するシステムの文字は、原則としてＵｎｉｃｏｄｅ等標準的な文字コードを採

用すること。 

⑪安定性・操作性 

・常に安定した動作が保証されたシステムであること。画面構成・操作性及び履歴管

理等の仕組みが各業務に共通したものであること。 
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・システムごとの起動やキー操作等については極力統一すること。 

・豊富な検索機能を持ち、入力業務の色分け表示、入力項目について候補から選択す

る等の入力しやすい方式で、更新前に確認ができることで入力ミスを防ぎ、また、出

力においては、印刷におけるプレビュー機能の充実により事前の確認ができること。 

・全てのシステムにおいて、業務画面より参照可能なヘルプ機能（電子マニュアル）

を有すること。 

⑫オンライン即時処理の充実 

・システムは、業務担当者が各課へ配置する端末からの照会・入出力が可能で、デー

タ照会・検索及び帳票の出力等を即時に処理できるものであること。 

⑬各システム間のデータ連携の充実 

・各業務システムについては、データの重複管理を排除し、相互にデータ連携のとれ

たシステムとすること。 

・導入システムは、各業務間におけるデータ連携が図られ、データの安全な一元管理

が可能であり、データの重複登録や入力漏れ及び同期ずれを防ぐことができること。 

⑭過年度及び履歴管理機能の充実 

・年度を指定することで、現年度・過年度を意識することなく該当データを照会・出

力することができること。また、すべての業務において最新のみでなく、過去の履歴

データについても照会ができること。 

⑮ＥＵＣの充実 

・業務ごとに条件や項目を指定してＣＳＶ形式でデータを抽出するＥＵＣ機能が用意

されており、各種業務データより切り出し編集を行い、エクセル等に展開して活用が

できること。 

⑯出力帳票 

・出力帳票は、原則Ａ４版を基本とし、可能な限りＡ４版化を図ること。また出力帳

票は印刷前にプレビュー画面で確認できること。 

・認証印は、本市指定の電子公印を使用すること。 

⑰バックアップ処理 

・業務データのバックアップについては、データセンター内で自動実行による一元管

理が可能なこと。 

・バックアップデータの保管については、データセンター等のセキュリティの確保さ

れた場所で厳密に管理すること。 

⑱個人情報の保護 

・個人情報の保護のため、必要なパスワード等の認証技術や操作ログを記録でき、万

全なセキュリティ対策を講じること。 

⑲安全対策 

・業務利用の権限管理が可能な業務システム全体を管理するセキュリティシステムを
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保有し、データに対する不正なアクセスからの保護ができること。 

・データセンターのセキュリティについては、特に万全であること。 

 

（４）現行クライアント要件 

本市のクライアント端末は、シンクライアント及びＦＡＴ端末を使用している。認証方

法としては、二要素認証（ＩＣカード＋パスワード）を使用している。 

詳細は次の表のとおり。 

 

表３ 現行クライアント等要件 

№ 種類 内容 

1 シンクライアント 業務系ＲＤＳへ接続して、クライアントサーバー型、又はブ

ラウザを使用してシステムを運用している。 

※業務系ＲＤＳ（住基系５台／福祉系４台） 

・ＯＳ：Windows Server 2008R2 

・ブラウザ：Internet Explorer 9 

・二要素認証：EVE MA（ディー・ディー・エス） 

2 ＦＡＴ端末 クライアントサーバー型、又はブラウザを使用してシステム

を運用している。 

・ＯＳ：Windows7、10 

・ブラウザ：Internet Explorer10、11 

・二要素認証：FSS@基本パッケージ（ローレルインテリ

ジェントシステムズ）、又はEVE MA（ディー・ディー・

エス） 

3 業務用プリンタ 

（62台） 

各基幹系業務システムより即時発行できる各種証明書等を

印刷している。保守期間は、令和２年１０月末まで。 

型番：Fujitsu XL-9321 

4 高速プリンタ（NLP） 

 

各基幹系業務システムで作成された納付書や通知書等を印

刷するためのモノクロ連続紙レーザープリンタを自庁に設

置して運用している。 

型番：富士通PS5230C-N（平成２９年度導入） 
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 なお、各課の端末設置状況は次の表のとおり。 

 

表４ 各課の端末台数 

№ 課名 シンクラ ＦＡＴ 備考 

1 市民課 32 57 石川、勝連、与那城出張所の端

末含む 

2 市民税課 21 10  

3 資産税課 20 9  

4 納税課 26 12  

5 障がい福祉課 39 8  

6 介護長寿課 57 18  

7 福祉総務課 8 1  

8 保護課 59 2  

9 こども健康課 26 2  

10 こども未来課 9 0  

11 児童家庭課 38 1  

12 保育幼稚園課 27 2  

13 市民協働課 10 0  

14 健康支援課 25 16  

15 国民健康保険課 59 15  

16 学務課 0 6  

17 選挙管理委員会 0 11  

18 情報課 13 18 ※検証用、貸出端末含む 

19 環境課 0 3  

20 農業委員会 0 1 ※住基閲覧のみ 

21 中央図書館 0 1 ※住民票等の証明書発行あり 

22 用地課 0 1 ※住基閲覧のみ 

23 建築工事課 0 1 ※住基閲覧のみ 

24 水道局営業課 0 1 ※住基閲覧のみ 

  

合計 

 

469 

 

196 

※次期基幹系業務システムはこち

らの最大端末数を想定して構築す

ること。 
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第３章．システム移行 

（１）自治体クラウドについて 

  近年、県内・県外においてクラウド方式でのシステム導入が主流になりつつあり、本

市においても、自治体クラウド導入に向けて、業務効率化やコスト面の観点から検討を

行った。その結果、国が自治体クラウドの条件として示している「他自治体との共同利

用」を実現するためには、準備段階で多大な時間が必要になることが想定された。 

そのため自治体クラウド導入にあたり、本市の方向性としては単独クラウドを前提と

して、より透明性や競争性のある提案力に優れた事業者を選定できる公募型プロポーザ

ルを実施することとした。 

  なお、単独クラウドの安定稼働後は、同一ベンダーシステムを使用する県内他自治体

と自治体クラウド導入に向けて検討する。 

 

（２）システム構築スケジュール 

①システム構築スケジュールは概ね以下のとおりとするが、詳細な時期等について提案

すること。 

表５ システム構築スケジュール 

令和元年７月末予定 最優秀事業者決定 

令和元年８月下旬 システム構築委託契約 

令和元年９月～令和３年３月 システム構築期間 

令和２年１１月 一次本番稼働（表１ No．１～２８） 

令和３年３月 二次本番稼働（表１ No．２９～３３） 

 

★基幹系業務システム再構築業務全体スケジュール（案） 別紙資料２参照 

 

 

②システム構築の手法について、契約後、構築の具体的手法を示した「プロジェクト実

施計画書（完成図書の一部）」の作成を行うこと。 
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③システム構築、導入に関する各種打ち合わせについての議事録を作成し、次回の定例

会時に提出すること。 

④本システムの管理・運用に必要な各種設定等は、担当者と協議の上で決定すること。 

⑤システム構築等の作業は、情報システム関連資格等を保持している等、十分な関連技

術や経験を有する者の管理により行われること。 

⑥システム本番稼働１ヶ月前までには稼働リハーサルを行うこと。 

⑦稼働リハーサルは、外部連携リハーサルも実施すること。（外部連携システムについ

ては、「表２ 連携が必要なシステム一覧」を参照） 

 

第４章．データ移行 

データ移行については、安全で確実かつスムーズな移行を可能とするため、以下の方

針とする。 

①データ移行対象業務 

・データ移行対象業務は、「表１ 調達対象システム一覧」を参照すること。 

・主要業務については、現行システムから新システムへの機械的な移行を行う。 

②現行システムからのデータ提供 

・現行システムにおけるデータ及びデータベースレイアウト、コード表、その他必要

なデータ等については、本市が主体となり随時提供することとし、費用は本事業費と

は別費用とする。 

・移行用データとして、現行システムからテスト用３回、本番用１回（稼動前）を提

供する形を想定している。なお、正式な回数については受託事業者と協議し決定する。 

③新システムへのデータ移行 

・新システムへのデータ移行については、受託事業者が主体となり実施する。 

・データ移行については、移行に係るツールが必要な場合は作成してデータ移行を行

うこと。 

・データを安全に移行し、移行後の運用に問題がないよう配慮すること。また、移行

時には安全確保のための十分な検査方法を示し、本市の検査を受けること。 

・文字パターンについては、現行システムが出力する字体と次期基幹系業務システム

が出力する字体の差異により、業務に支障が生じないように移行すること。 

・提供するデータに対する問合せに関しては本市が受け付け、現行業者に照会した結

果を本市が回答する。問合せ期間は本業務で提供されるシステム稼働日までとし、回

数に制限は設けない。 

④データ移行作業場所 

・本市庁舎内、受託事業者オフィス内及びデータセンター内に限定して許可するもの

とし、データの授受運搬については、施錠できる専用ケースを用意すること。 

⑤データ保管 
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・データ移行を実施する際は、施錠できる保管庫か、施錠又は入退室の管理が可能な

保管室に保管する等、適正に管理すること。 

⑥移行後の確認作業及び異動データについて 

・データ移行後の最終結果確認は、最終稼働の１ヵ月前に本市が責任をもって実施す

るが、データ移行エラーが発生した場合には、その内容を本市に示し、対応方法を協

議し、移行を行うこと。 

・また、データ移行後に発生する「異動データや不足項目データ」については、業務

担当者の作業負荷の軽減を考慮したスケジュールとすること。 

⑦データ移行における担当者作業について 

・データ移行について、業務担当者の作業内容を示し、担当者負荷軽減策及び現行業

務運用への影響ができるだけ少ない手法を提案すること。作業等については、極力受

託事業者が行うこと。なお、業務担当者の対応が必要になる場合は、現行業務との兼

任で対応できる範囲とすること。 

 

第５章．セキュリティ対策 

内外部からのさまざまな脅威に、有効かつ確実な対策を講じること。システムにおい

ては、システム全体を管理する機密保護システム等を有し、データ利用の権限管理設定

が可能であり、不正なアクセスからデータ保護を図ること。 

（１）機密保護対策 

①所属、担当者、グループ等に対する詳細なアクセス権の設定により、不正なアクセス

からデータ保護を図ること。 

②システム開発・運用保守業務において個人情報等を外部へ持ち出す際は、運搬経路や

持ち出し先で個人情報等の紛失・漏えいが発生しないよう、十分な対策を講じること。 

 

（２）データ保護対策 

①サーバ及び関連機器には、必要に応じてウイルス対策や不正侵入対策等を施すこと。 

②天災等に備え、業務システムはデータセンターとは別の場所にバックアップを行い、

迅速・確実に障害復旧できるような対策を講じること。 

 

（３）操作ログ管理 

①照会処理、更新処理等、システム内での全ての操作履歴が長期間保持でき「いつ・誰

が・どこで・何をした」というキーワードでの検索により、操作履歴が容易に確認でき

ること。 

②情報漏洩等の有事の際に、確実な操作履歴の追跡や原因究明が可能なシステムである

こと。 
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第６章．システム運用保守 

①ＯＳ、その他稼働ソフトに重大なセキュリティ上の問題が発生した場合は、対応するセ

キュリティパッチの検証を行い速やかに適用すること。 

②システムの操作方法・トラブル等に関する窓口を設けること。また、その他システム運

用全般に関する窓口も設けること。 

③システム運用保守や緊急時の対応のため、即座に対応できるよう体制を整えること。 

④システム障害発生時に緊急連絡が可能な体制を構築すること。 

⑤システム停止が発生するメンテナンス作業を行う場合は、事前に通知の上、業務時間外

に作業を行う等、業務への影響を可能な限り少なくすること。 

⑥システム運用状況の確認、問題点の共有化及び解決策の検討を図り、本市と受託事業者

が共通の問題意識を持って課題に対応するために必要に応じて会議を実施すること。 

※原則として月１回の定例会議を実施すること。 

⑦定例会議の日程は協議の上で決定することとし、会議を行った際は「議事録」を作成し、

次回定例会時に提出すること。また、各課と個別に調整した内容についても、後日提

出すること。 

⑧ユーザーの要望を反映した定期的かつ継続的なソフトウェアのバージョンアップを行

い、通常サービス使用料の範囲で適用作業を行うこと。 

⑨法制度改正等の対応は、本業務の範囲内で行い、特別な対応費用が発生しないこと。た

だし、大規模法制度改正はこの限りでは無い。 

※ここでいう「大規模法制度改正」とは、法制度の新設あるいは抜本的な改正に伴い、

通常のバージョンアップでは更新が実施できない程度の大幅な変更が必要な改正で

あり、補助金・交付金等が支給されるような法制度改正を指す。 

⑩常駐ＳＥについては、必要と判断した場合に配置すること。ただし、費用は本事業の

サービス利用料に含めること。 

 

第７章．担当者研修 

①システムの操作方法に精通した社員による、システム説明及び操作説明等の教育研修

を十分に行うこと。研修に必要なクライアント等は本市で準備することとし、回数や

場所等については本市と協議し決定すること。 

②研修では解説資料や操作手順書等をわかりやすく作成し、提出すること。 

 ③大規模な法改正等があった場合は、利用者に対する研修を行うこと。 

 ④利用者マニュアルは、適宜更新すること。 

 

第８章．ダウンリカバリサーバ 

通信障害等でクラウドサービスの使用が不可能になった場合を想定し、証明書（住基

／印鑑／税／国保保険証等）の発行を可能としたダウンリカバリサーバを導入すること。 
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ダウンリカバリサーバは、本市のサーバ室内１９インチラック（２ユニット程度想定）

に設置し、少なくとも１営業日前の情報で証明書の発行ができること。ただし、クラウ

ドサービスが復旧した場合は、ダウンリカバリサーバで発行した履歴情報（差分）を統

合できること。 

 また、関連する機器で使用する電源については、本調達の範囲で配線工事を実施するこ

と。 

 

第９章．サービス利用時間等 

①システムの利用時間は、平日７：３０～２２：００のサービス提供を保証すること。 

②上記以外の時間帯（２２時以降や土日祝日）においても、データバックアップやシス

テムメンテナンスを考慮した上で柔軟に対応できること。 

 ③システムに関する問い合わせサポート時間については、平日８：３０～１７：１５と

すること。 

④基幹系業務システムの稼働率は、９９.９％を目標とすること。ただし、計画停止によ

るシステム停止は除く。 

 

第１０章．規模・性能 

（１）データセンター要件 

①建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度６以上の震災でも致命的な被害

を受けない耐震性能を有すること。 

②建物の出入口は、不特定多数の者が利用できないこと。 

③サーバ室は、室内のシステムが２４時間３６５日の運用が可能となる設備が確保され

ていて、監視カメラ等で監視されていること。 

④サーバ室のラックは、１９インチ／ＥＩＡ規格であり、セキュリティや災害への対策

が取られていて、施錠できること。 

⑤消化・防火設備を設置していること。消火設備については、消火活動によりサーバ機

器が故障しないものであること。 

 

（２）通信回線要件 

①ＬＧＷＡＮ系（インターネット系含む）及び基幹系ネットワーク運用について、ネッ

トワーク事業者と保守契約を行っているため、現在のネットワーク環境を活用する前提

とし、本事業では新たな接続ポイントやネットワーク環境は構築しない。 

②次期基幹系業務システムサーバ環境と本市イントラネットとの接続については、本市

のネットワーク事業者と協議の上で全ての費用を積算し、適切な整備を行うこと。 

③接続回線環境に係る諸条件については、以下のとおり。 

・新たな基幹系業務システムサーバ環境から本市イントラネット接続拠点までの間を



 

13 

 

帯域保証専用回線１００Ｍｂｐｓで接続すること。また、災害発生時に備え、回線は

二重化すること。 

 ※副回線は、災害発生時に最低限必要な住民サービスを行うことを目的とするため、

必ずしも主回線と同等の帯域を確保する必要はない。 

 

（３）性能要件 

基幹系業務システムは、オンライン処理のレスポンス時間について、通常業務時は３

秒以内、アクセス集中時は５秒以内を基準とすること。但し、データ量に伴う検索結果

に相違が出る場合は除くものとする。 

また、バッチ処理のレスポンス時間について、処理すべき日程においてバックアップ

処理やデータ連携処理等に影響することなく再実行可能な性能とすること。 

 

第１１章．導入機器の機能条件 

自庁に設置する必要がある機器については、以下を基本として構成に含むこと。ただ

し、導入するシステムにおいて以下の機器で不足がある場合は、追加して構成に含める

こと。 

表６ 対象機器一覧 

№ 機器 数量 仕様・説明 

1 ダウンリカバリサーバ １式 災害時の回線切断等の万が一のシステムダウ

ン時に各種証明書（住基・印鑑・税・国保・

保険証）が発行可能なダウンリカバリサーバ

を構築し、庁内サーバ室に設置する。詳細は、

第８章のとおり。 

2 テスト環境 

 

１式 異動処理や入力処理及び各種イベント処理が

日常的に行えるように構築すること。なお、

テスト環境はクラウド側に構築済の検証環境

等でもよい。 

3 印鑑登録用クライアント ６台 印影読取用スキャナを接続するためのデスク

トップ端末 

4 印鑑登録スキャナ ６台 印影読取用スキャナ 

5 介護認定用専用スキャナ １台 意見書・申請書等をスキャンしてシステムへ

取り込みを行う。（ＯＣＲ） 

6 その他 ─ その他必要機器は含めること。 
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第１２章．特記事項 

（１）著作権 

①本市は、対象クラウドサービスの提供により受託事業者から納入された成果物を、本

市の業務処理の範囲であれば利用することができる。 

②成果物の著作権は、著作権法に従い受託事業者に帰属するものとする。ただし、成果

物に本市の著作物が含まれている場合、当該著作物（改変したものを含む。）の著作権

は、従前からの著作権者に帰属する。 

③成果物以外に受託事業者が対象クラウドサービスの導入の過程で本市に提供した資料、

プログラム等（以下「受託事業者提供資料等」という。）に関する著作権は受託事業者

に保持されるものとするが、本市は当該受託事業者提供資料及び対象クラウドサービス

を業務処理の範囲で使用できる。 

④本業務により開発されたアイデア、ノウハウ、コンセプト等について、本市及び受託

事業者は、それぞれ秘密保持義務の負担及び対価の支払いをすること無く自由に使用で

きる。 

⑤以上の権利又は著作権法に基づく利用の許諾等の対価は、本調達に含めること。 

 

（２）完成図書 

①システムの運用及び維持管理に必要な項目を完成図書として作成し、提出すること。

なお、記載する内容は担当者と事前に協議し、わかりやすく作成すること。（完成図書

は、次の表の納品時期に従い提出すること。また、提出後に変更があった場合は、その

都度最新版を提示すること。） 

表７ 完成図書一覧 

納品時期 成果物名 備考 

構築作業期間中 プロジェクト実施計画書  

実施スケジュール表  

プロジェクト推進管理表（ＷＢＳ） 最新版を提示すること。 

データ移行計画書  

システム検証実施計画書  

課題管理表 構築期間中に発生した課題

を提示すること。 

サービス利用開

始前 

データ移行結果報告書 データ移行テスト結果を都

度提示すること。 

システム検証結果報告書  

事務フロー図 変更があった場合は、都度

最新版を提示すること。 

 

システム構成図 

ソフトウェア一覧表 
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ハードウェア一覧表 

データ項目一覧表 

システム基本機能一覧表 

カスタマイズ機能一覧表 

バッチ処理一覧表 

出力帳票一覧表 

サービス利用期

間中 

運用会議の議事録 各課と個別に調整した内容

についても、都度提示する

こと。 

保守実施報告書 

 

 

システム稼働状況報告書 

（障害発生報告書） 

システム障害があった場合

は、都度障害発生報告書を

提示すること。 

問い合わせ一覧表 担当者からの問い合わせが

あった場合は、取りまとめ

て提示すること。 

課題管理表 サービス利用期間中に発生

した課題を提示すること。 

 

第１３章．各種作成要領 

別添１「提案書作成要領」を参照し、作成すること。 

別添２「見積書作成要領」を参照し、作成すること。 

別添３「業務等システム機能要件書回答要領」を参照し、回答すること。 
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別添１ 

提案書作成要領 

 

提案書については、仕様書及び業務等システム機能要件書等を理解した上で、以下に基

づいて作成すること。 

 

１．共通事項 

（１）提出書類はＡ４版とし、２００ページ以下とすること。（表紙・目次除く。）ペー

ジ数を記入し、表紙の後に目次を作成すること。 

（２）両面印刷で正本１部、副本２２部を作成すると共に、ＣＤ－Ｒに納めて提出するこ

と。 

（３）提案内容は、その考え方等について、文章、表、図等を用いて簡潔かつ明瞭に記述

すること。 

（４）仕様書の記載事項について、どのように実現・提供していくか等、手法・方策等の

提案に関する記載を具体的に記述すること。 

（５）仕様書等に定める各事項について、本番稼働時点で実現できない（サービスとして

提供できない。）又は提案内容に合致しない場合は、全て提案書にその旨記述するこ

と。 

（６）以下「２．提案書の項目」に沿って、各項目の順番に項目番号を付して記述するこ

と。 

２．提案書の項目 

（１）基本方針 

（２）システム概要 

（３）システム移行 

（４）データ移行 

（５）セキュリティ対策 

（６）システム運用保守 

（７）担当者研修 

（８）ダウンリカバリサーバ 

（９）サービス利用時間等 

（10）規模・性能 

（11）導入機器の機能条件 

（12）特記事項 

（13）追加提案等 

例）「表１ 調達対象システム一覧」以外で導入できるパッケージシステム 

「表２ 連携が必要なシステム一覧」の内、パッケージで導入可能なシステム 
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別添２ 

見積書作成要領 

 

見積書については、仕様書及び業務等システム機能要件書等を理解した上で、以下に基

づいて作成すること。 

 

１．共通事項 

（１）「２．見積書項目」について、平成３１年度（令和元年度）から令和２年度のシステ

ム構築における構築委託料、令和２年１１月から令和６年１０月までのサービス利用料

（５年間の保守経費）の見積書（様式６号で正本分については押印済みのもの）を提

示すること。 

（２）仕様書等に記載のないもの、あるいは「２．見積書項目」の以外に必要と判断され

る費用については、追加項目として全て提示すること。 

（３）様式６号の明細については、任意の様式で別途明細を添付すること。 

（４）見積書は税込価格（消費税及び地方消費税の税率は１０％で算定すること）を記載

すること。 

 

２．見積書項目 

（１）構築委託料（平成３１年度（令和元年度）から令和２年度） 

①システム適用（導入）経費 

仕様書及び業務等システム機能要件書に記載のある内容を実現するために必要な

全ての費用について、以下の項目を全て含んだ積算とすること。 

・パッケージシステム費 

・パッケージシステム導入費 

・データ移行関連経費 

・データ連携費 

・ソフトウェアカスタマイズ費（業務等システム機能要件書の費用欄の合計） 

②導入機器費 

仕様書に提示した各機器（ミドルウェアやライセンス料を含む）についての経費

（※別途明細を添付すること。） 

貴社のクラウドサービスを利用するに際して、本市が負担すべき機器費用が発生

する場合は金額を提示すること。 

③機器調整費 

仕様書に提示した各機器について、システムを稼働するために必要な機器の搬入

費、調整費及び端末設定に要する経費を提示すること。 

④その他 
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令和元年度から令和２年度までの期間において、別途経費が発生する場合は提示す

ること。 

その他、構築委託料として必要となる経費があれば全て提示すること。 

（２）サービス利用料（令和２年１１月から令和６年１０月） 

①システム利用料 

貴社パッケージシステム利用料及び貴社サービス利用料（通信回線利用料含む） 

②システム保守料 

貴社のシステム運用保守内容に基づき、システム運用に必要な経費。また、契約

期間中に軽微な法制度改正が行われた場合は、システム保守料の範囲内で対応する

こと。ただし、大規模法制度改正はこの限りではない。 

※ここでいう大規模法制度改正とは、法制度の新設あるいは抜本的な改正に伴い、

通常のバージョンアップでは更新が実施できない程度の大幅な変更が必要な改正

であり、補助金・交付金等が支給されるような法制度改正を指す。 

③機器保守料 

貴社が提案する機器保守の内容に基づき、「表６ 対象機器一覧」に提示した各

機器についての保守費用。貴社のクラウドサービスを利用するに際して、本市が負

担すべき機器保守費が発生する場合は金額を提示すること。 

④その他 

令和２年１１月から令和６年１０月までの期間において、別途リプレース経費が発

生する場合は提示すること。 

その他、維持管理運用経費として必要となる経費があれば全て提示すること。 
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別添３ 

業務等システム機能要件書回答要領 

 

業務等システム機能要件書の回答については、仕様書及び業務等システム機能要件書等

を理解した上で、以下に基づいて回答すること。 

 

１．共通事項 

（１）資料１「業務等システム機能要件書」について、各要件に対する対応区分を記載す

ると共に、必要に応じて補足事項を備考欄に記載すること。 

（対応区分への記載方法） 

標準パッケージ対応 ◎ 

無償カスタマイズ ○１ 

システム運用・保守業務の役務提供により実現 ○２ 

有償カスタマイズ △ 

対応不可 × 

 

（２）有償カスタマイズ対応と回答した要件については、費用欄にカスタマイズに要する

金額を記載すること。 

 

 


