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１ 調達要件 

 

1.1 目 的 

 家屋評価システム更新業務（以下「本業務」という。）は，岡山市において，平成 15年よ

り稼働している家屋評価システム（以下「本システム」という。）を更新（データベースソ

フト移行含む。）することにより，今後の Windows アップデートへ対応するほか，現地支援

機能を有するタブレット端末を導入することで業務の高度化・適正化を図り，また，課税資

料管理機能（ファイリング機能）を追加することで，業務フローを紙から電子媒体中心に転

換することも目的としながら，家屋評価システムの再構築を図るものである。 

 

1.2 準拠する法令等 

 本業務の実施にあたっては，本仕様書によるほか，次の関係法令等に準拠して行う。 

(1) 地方税法（昭和 25年法律第 226 号） 

(2) 不動産登記法（明治 32 年法律第 24号） 

(3) 固定資産評価基準（昭和 38 年自治省告示第 158 号） 

(4) その他の関係法令及び準則並びに通達 

 

1.3 疑 義 

 本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は，岡山市（以下「甲」という。）と受託

者（以下「乙」という。）が協議の上，決定する。 

 

1.4 業務期間 

 契約締結日から令和４年３月 31日までとする。ただし，令和３年 12月 31 日までに仮運

用（システムテスト）が可能な体制を整えるものとする。 

 

1.5 業務の概要 

 本業務における業務概要（システム化対象範囲）は，おおまかに次のとおりである。 

(1) 家屋評価システム更新 

 現行家屋評価システム（以下「現行システム」という。）を更新することにより，作図・

計算機能を強化し，手計算・検算の削減による業務効率化，非木造家屋の作図による数量

算出の導入など，家屋評価業務の均質・適正化を図る。 

 また，データベースソフトを最新のものにすることで，今後の Windows アップデートへ

の対応も図っていく。 

(2) 家屋評価現地支援システム導入（タブレット版） 

 現地調査用タブレット端末を導入することにより，調査現地にて建物平面図をタブレ

ットカメラ撮影・取込，取込画面上に内部部材を書き込み，外部部材・建築設備等の入力，
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調査結果（撮影画像含む）を帰庁後に取り込むことで，紙ベースによる現地調査業務の電

子化，効率化を図っていく。 

(3) 課税資料管理機能（ファイリング）追加 

 本システムから出力される家屋評点調査表，評価調書，タブレット撮影画像等をシステ

ム内で，また，貸与図面・見積書，滅失申請書等をスキャン取込でデータ（PDF）保存の

うえ，該当物件に編綴（ファイリング）することで，既存ファイリングシステムの代替，

業務フローの電子化，合理化（スキャニング費用の削減）を図っていく。 

 

業務の概要図 

• 建物平面図のカメラ撮影・取込

• 取込画像上へ直接書込（内部部材）

• 外部部材・建築設備等を入力

 作図・計算機能強化

現地調査用タブレット端末導入

課税資料管理（新増築，滅失）機能

家屋評価システム（業務系）端末

 データベースソフト変更

屋根投影・基礎施工面積を自動計算

非木造家屋の作図機能強化

壁面積での施工量計算

・・・ｅｔｃ

手計算・検算の削減， 業務効率化

非木造家屋の作図による数量算出の導入

家屋評価業務の均質・適正化をより強化

Windowsアップデートへの対応

カメラ撮影・取込

建物平面図 タブレット端末
• 調査結果取込（撮影画像含む）
• 現地調査結果への補完入力

評価計算完了

貸与図面・見積書等

スキャン・取込
（ＰＤＦ）

家屋評価システム内

• 家屋評点調査表

• 評価調書
• タブレット撮影画像 ･･･etc

ＰＤＦ保存

• スキャンデータは該当物件に編綴

• 既存ファイリングシステムに代替

検索・閲覧

〇〇建築工事
見積書

 
 

1.6 現行システムの概要 

岡山市が契約するデータセンターに構築された仮想化基盤（VMware vSphere）上にサーバ

ーを有し，各区市税事務所および課税管理課の業務系端末（プリンタ含む）とネットワーク

接続され，クライアント・サーバー方式にて稼働している。 

なお，仮想化基盤上の他システム連携は，共通基盤システムを介して行われている。 

1.6.1 システム構成 

仮想サーバー 

サーバー機種 仮想化基盤 

サーバー性能 CPU 1 コア / メモリ 4GB 

ディスク容量 C:\ 50GB（システムドライブ） 
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D:\ 500GB（データドライブ） 

ＯＳ WindowsServer2016 

 

業務系端末 

端末機種 富士通 LIFEBOOK A Series 

ＯＳ Microsoft Windows10（64bit 版） 

エディション Professional 

サービシングモデル CBB 

ストレージ SSD（128GB） 

メモリ 8GB 

CPU Core i5-6200U プロセッサー（2.30GHz） 

 

家屋評価システム 

製 造 朝日航洋株式会社 

製品名 家屋評価システムＶｅｒ３ 

データベースソフト Borland Database Engine 

台 数 28 ライセンス 

 

1.6.2 ネットワーク構成 

現行システム概要図のとおり。 

 

現行システム概要図 

F/W等SW等

共通基盤システム

データセンター 閉域網

家屋評価システム

庁内
LAN

Window10 ×５台
職員端末プリンタ

東区市税事務所

庁内
LAN

Window10 ×５台
職員端末プリンタ

南区市税事務所

庁内
LAN

Window10 ×２台
職員端末プリンタ

課税管理課

庁内
LAN

Window10 ×５台
職員端末

プリンタ

庁内
LAN

Window10 ×11台
職員端末

プリンタ

中区市税事務所

北区市税事務所
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1.7 調達の範囲 

 本業務の調達の範囲は，次に示すとおりとする。 

 他自治体で稼働実績のあるパッケージシステムを基本とするが，パッケージのみで本仕

様書の機能要件を満たせない場合は，必要に応じてカスタマイズ対応を想定する。 

作業工程 作業内容 

プロジェクト管理 
プロジェクト計画 

プロジェクト管理 

システム開発 

要件定義 

基本設計（外部設計） 

詳細設計（内部設計） 

実装 

テスト 

単体テスト 

結合テスト 

システムテスト 

運用テスト 

システム移行 
データ移行 

システム移行 

教育・研修 
マニュアル作成 

操作マニュアル作成 

システム運用マニュアル作成 

職員研修 

運用保守 運用保守 

ソフトウェア 家屋評価システム     28 ライセンス 

家屋評価現地調査システム 10 ライセンス 

（タブレット版） 

 

1.8 作業内容 

1.8.1 作業内容 

(1) プロジェクト管理 

① プロジェクト計画 

スケジュール，実施体制，作業内容および成果物一覧などを明確にしたプロジェク

ト計画書を策定する。 

実施時期は，現行業務の状況（繁忙期等）を考慮して，計画的に実施できるよう十

分配慮して決定すること。特にデータ移行，システム移行のタイミングについては，

本業務の繁忙期と重なるため，甲の業務スケジュールをよく確認のうえ，スケジュー

リングすること。 
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② プロジェクト管理 

 プロジェクト計画に基づき，各作業工程の進捗および品質管理を行う。 

  進捗については，月次で管理するものとし，毎月報告書を作成のうえ，進捗の報告

を行うこと。また，各作業工程の完了時には，所要の社内検査を実施，品質報告書を

作成のうえ，甲の承認を得なければならない。 

(2) システム開発 

① 要件定義 

本仕様書およびヒアリング等をもとに要件の分析，定義を行う。 

甲のヒアリングにあたっては，甲乙に齟齬が生じないよう，デモ機を用いるなど工

夫して臨むこと。また，アクティビティ図のほかユースケース記述等のＵＭＬを使用

するなど，利用者（甲）にも視覚的に理解しやすい要件定義書になるよう努めること。 

② 基本設計（外部設計） 

 要件定義の結果をもとに，基本設計（外部設計）書を作成する。 

 基本設計（外部設計）書の詳細については，1.10.1（納入成果物一覧と期限）表の

うち基本設計（外部設計）書欄に列挙した項目を基本とするが，要件定義内容に応じ

て甲乙協議で決定するものとする。 

基本設計（外部設計）書の作成にあたっては，利用者（甲）の視点（ユーザーイン

ターフェース）を意識して，理解しやすい表現に努めること。 

③ 詳細設計（内部設計） 

 カスタマイズが発生する場合は，詳細設計（内部設計）書を作成する。 

 詳細設計（内部設計）書の詳細については，1.10.1（納入成果物一覧と期限）表の

うち詳細設計（内部設計）書欄に列挙した項目を基本とするが，基本設計内容に応じ

て甲乙協議で決定するものとする。 

④ 実装 

カスタマイズが発生する場合は，詳細設計（内部設計）に基づきプログラムを行う。 

⑤ テスト 

「４ テスト作業要件」参照。 

(3) システム移行 

「５ 移行作業要件」参照。 

(4) 教育・研修 

① マニュアル作成 

 システム利用者用の操作マニュアル，システム運用者用のシステム運用マニュア

ルを作成する。 

 マニュアル作成にあたっては，システム利用者の視点（ユーザーインターフェース）

を意識して，実際の画面（遷移）例示，フローチャートなど，本システム初心者でも
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理解しやすい表現に努めること。 

② 職員研修 

 システム移行（本番切替）後，３月末に職員向けの研修を実施する。 

研修場所については，甲が庁舎内で準備するものとし，研修環境（研修用端末含む）

については，甲乙協議のうえ，いずれかが準備するものとする。なお，研修に必要な

ドキュメントは，乙が準備すること。 

 研修の講師は，本システム機能，操作，運用および家屋評価業務に関する知識を有

するものが行う。研修後はＱ＆Ａ対応を行うものとし，必要に応じて操作マニュアル

等の最新化を行うこと。 

 甲の職員の通常業務に配慮して，研修は２回以上実施予定とする。 

(5) 運用保守 

 「2.9 保守性要件」参照。 

(6) ソフトウェア 

現行システム同様に岡山市の業務系仮想化基盤を利用するため，ハードウェアおよ

び仮想ＯＳは調達範囲外とする。ただし，ミドルウェアは，調達範囲内となるため注意

すること。 

タブレット端末については，甲にて別途調達するため，必要な機能要件を提案するこ

と。なお，調達後に家屋評価現地支援システム（タブレット版）のインストールおよび

環境設定は本業務の調達に含まれる。 

 

1.8.2 開発スケジュール 

開発スケジュール予定は，次に示すとおりとする。 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

      

 

 

要件定義 

基本設計 

詳細設計 

実装 

単体テスト 

プロジェクト管理 

結
合
テ
ス
ト 

シ
ス
テ
ム
テ
ス
ト 

データ移行 

移行 運用テスト 
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1.8.3 作業場所 

各工程別の作業場所は，下表に示すとおりとする。 

作業工程 作業場所 

要件定義 

基本設計（外部設計） 

詳細設計（内部設計） 

実装 

単体テスト 

結合テスト 

乙の事業所内 

（甲との打ち合わせは，甲が指定する場所） 

システムテスト 

データ移行 

システム移行 

教育・研修 

甲の指定する場所 

運用保守 甲の指定する場所 

なお，データセンター内の仮想サーバーへは，甲の指定する端末から vSphere Web 

Client 通してアクセスのうえ，作業することとなる。 

 

1.9 提出書類 

乙は，本業務の実施にあたって，下表に示す書類を指定期限までに甲へ提出しなければな

らない。 

提出書類 数量 提出期限 

委託作業表 

各１部 業務着手時 業務責任者届 

委託業務着手届 

委託業務完了届 １部 業務完了時 

 

1.10 納入成果物 

1.10.1 納入成果物一覧と期限 

本業務の納入成果物および納入期限は，下表に示すとおりとする。 

納入成果品物 納入時期 

プロジェクト計画書 プロジェクト開始前 

要件定義書 

要件定義時 
システム概要 

アクティビティ図 

機能要件，非機能要件 
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概要データモデル（ＥＲ図） 

セキュリティ要件 など 

基本設計（外部設計）書 

基本設計（外部設計）時 

業務フロー図 

システム方式・構造設計 

ネットワーク構成図 

テーブル定義，論理データモデル（ＥＲ図） 

画面遷移図 

画面・帳票一覧 

外部インターフェース など 

詳細設計（内部設計）書 

詳細設計（内部設計）時 
フローチャート，シーケンス図 

クラス図，モジュール構造図 

物理データモデル（ＥＲ図） など 

テスト計画書・結果報告書 テスト前後 

データ移行計画書・結果報告書 データ移行前後 

操作マニュアル 研修時 

システム運用マニュアル 本稼働時 

(1) 成果物の納品方法は，書面および電子媒体とする。 

(2) 書面での成果物納入は，原則としてＡ４版とするが，必要に応じてＡ３版を使用した

場合は，Ａ４の大きさに折りたたみ，見開きとする。 

(3) 本システム開発工程完了後，既提出済みの成果物すべて，表紙，目次，インデックス，

ページ番号等を付したサッシにまとめ，電子媒体とともに納品すること。 

(4) いずれの成果物も，Microsoft Office で作成するものとし，甲で使用している

Microsoft Office2016 で編集可能とする。 

(5) 電子媒体での成果品物納入は，DVD-R 等，甲が別途指定する電子媒体にて納品するこ

と。 

1.10.2 納入成果物の帰属 

本業務において得られた成果物一切の資料については甲に属し，許可なく他に利用ま

たは使用してはならない。ただし，家屋評価システム（パッケージ）の著作権は乙に帰属

し，甲は使用権のみ有するものとする。 

1.10.3 納入場所 

(1) 納入成果物 

岡山市財政局税務部課税管理課 



9 

岡山市北区大供一丁目２番３号 岡山市役所分庁舎３階 

(2) ソフトウェア 

場所 家屋評価ｼｽﾃﾑ 
家屋評価現地支援ｼｽﾃﾑ 

（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ版） 

岡山市北区市税事務所 

岡山市北区大供一丁目２番３号 
11 台 ４台 

岡山市中区市税事務所 

岡山市中区浜三丁目７番 15 号 
５台 ２台 

岡山市東区市税事務所 

岡山市東区西大寺南一丁目２番４号 
５台 ２台 

岡山市南区市税事務所 

岡山市南区浦安南町 495 番地５ 
５台 ２台 

岡山市財政局税務部課税管理課 

岡山市北区大供一丁目２番３号 
２台 ― 

 

1.11 貸与資料 

 本業務の作業にあたり，甲の資料は原則として無償で貸与することとする。ただし，貸与

できない資料がある場合は，閲覧等の方法で対処することとする。 

 

1.12 資料管理責任 

(1) 乙は，ISMS 適合性評価制度認証（ISO27001）かつプライバシーマーク使用許諾（プラ

イバシー制度における基準（JIS Q 15001）に適合することにより与えられるものをい

う。）の認証を取得していることとする。 

(2) 乙が本業務において，甲から貸与があった資料等については，その重要性を認識し，破

損，紛失等の事故がないように取り扱わなければならない。 

(3) 資料を破損した場合の修理費用は，乙がすべて負担するものとする。 

(4) 乙は，セキュリティー対策を万全に施した上で資料を保管するものとする。 

(5) 乙は，貸与資料を甲の許可なく無断で複写又は複製してはならない。 

(6) 乙は，本業務完了後，資料は速やかに返納する。 

(7) 乙は，本業務完了後，複写・複製した書類を，自社内において廃棄処分するか，速やか

に返納する。 

 

1.13 業務体制 

 乙は，本業務を実施するにあたり，甲の意図及び目的を十分に理解し，本仕様書を熟知し

た上で，家屋評価に係るシステム業務に実績を持つ，経験の深い業務責任者のほか，適切な
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人員を配置して，最高水準の技術を発揮するとともに，正確かつ丁寧にこれを行わなければ

ならない。 

 また，岡山市税務地図情報システムとの連携の観点から，配置予定技術者の一人に空間情

報総括監理技術者の資格を有する者を配置することとする。 

 

 

２ 開発要件 

 

2.1 業務機能要件 

2.1.1 家屋評価システム 

 現行システムの各機能の継承を前提として，次に示す(2)のデータベース移行および

(3)から(13)の追加機能を有するものとする。 

(1) 現行システム機能 

 現行システムの機能は，別紙機能一覧のとおり。 

(2) データベース移行 

今後の Windows アップデートに対応できるよう，現行システムのデータベースソフ

トを最新のもの（Microsoft SQL Server 2019 Express を想定）に移行すること。 

(3) 建築確認データ取込機能（評価予定入力機能） 

建築確認申請書のＣＳＶデータが一括取込できること。 

(4) 台帳管理機能 

入力必須項目等が色分けすること等により判断できること。 

(5) 調査表作成機能 

固定資産評価基準に準拠した，現地調査表を作成できること。 

(6) 平面図作図機能 

① 作図アシスト機能を有すること。 

② 曲線や斜めの異形な家屋の作図の補助機能を有すること。 

③ 建具表への入力ができ，平面図への反映ができること。 

④ 外部部材の複数仕上げ入力ができること。 

⑤ やり直し機能（入力誤り時）を有すること。 

⑦ オートセーブ機能を有すること。 

(7) 評価計算機能 

① 非木造計算機能を有すること。 

② 評価項目の組み合わせをパターン登録できること。 

(8) 転送前最終エラーチェック機能 

① 必須項目エラーチェックが行えること。 

② 平面図において，評点付設の有無チェックが行えること。 
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③ 評価計算エラーチェックが行えること。 

④ 転送データ作成前エラーチェックを行えること。 

(9) 帳票印刷機能 

家屋評価計算書や補正計算過程等の印刷機能を有すること。 

(10) データ転送機能 

データ転送時に内容や件数等の論理点検が行えること。 

(11) ファイリング機能 

家屋評点調査表等のファイリング機能を有すること。 

(12) 税務地図情報システム連携機能 

岡山市税務地図情報システムへ外形図の出力ができること。 

(13) 家屋現地調査システム（タブレット版）連携機能 

家屋現地調査システム（タブレット版）との連携が可能なこと。 

2.1.2 家屋現地調査システム（タブレット版） 

(1) 家屋調査に必要なデータ保有機能および評価計算支援機能を有すること。 

① 家屋評価システムへのデータ移行は，ＵＳＢメモリを利用してデータ移行を行うこと。 

② 家屋評価システムへのデータ移行時に，タブレット内データを自動で削除されること。 

(2) 現地での入力に最適化された操作性を有すること。 

① 各種選択ボタン・選択メニュー内の文字列フォントサイズの大型化，キーボード入

力規定値の設定等，画面タッチ操作を優先した設計とすること。 

② 手書きでの注記・補助線等を使用したメモ帳としての運用を可能とし，帰庁後の現

地調査状況確認が紙ベースの調査表用紙と同様に視覚的に行えること。 

③ 登記図面等から，あらかじめ描き起こした家屋外形図に，現地で撮影した図面等を

下絵として簡単にはめ込むことができること。 

④ 下絵とした取込間取り図の各部屋の中に，あらかじめ用意した部屋パターンを設定

し，帰庁後，各部屋に，その属性情報を自動的にはめ込むことで平面図描画図形への

属性情報設定作業の軽減が図れること。 

(3)個人情報保護の観点からセキュリティ管理機能を有すること。 

① 家屋評価システムからタブレット端末へのデータコピー時，自動で個人情報を削除

できること。 

② 操作ログを取得できること。 

(4) 評価に関わる情報のみを扱い，個人情報は排除される仕組みとすること。 

 

2.2 画面要件 

 パッケージを基本とするが，具体的な画面デザインおよび遷移等の決定は，設計時におい

て甲乙協議により行うものとする。 

なお，甲の職員が慣れている現行システムの画面デザインおよび遷移等に基づく要望は
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可能な限り配慮のうえ，設計は行うこと。 

 

2.3 帳票要件 

 現行システムの帳票を基本とするが，具体的な帳票レイアウト・イメージおよび出力条件，

出力書式等の決定は，設計時において甲乙協議により行うものとする。 

 なお，施工量および補正計算の過程等を根拠として，職員の手書きで資料作成していた現

状を鑑み，これらも追加で帳票出力できるよう設計すること。 

 

2.4 外部インターフェース要件 

 家屋評価システムが，他システムと連携する場合のインターフェースは以下のとおりで

あり，それぞれ，各システムが定めるインターフェース仕様に従うこと。 

システム名 データ形式・方法 特記事項 

市税システム CSV 形式・バッチ連携 共通基盤を介して連携 

税務地図情報システム ※形式・バッチ連携 共通基盤を介して連携 

建築確認システム CSV 形式・手動連携 USB 等外部媒体による連携 

※ 税務地図情報システムが要求するデータ形式，別途，当該システムベンダーと調整すること。 

 

2.5 規模要件 

2.5.1 利用者数 

  家屋評価システムの利用者は，当市課税管理課および各区市税事務所の職員で，具体的

には以下のとおりである。なお，各区市税事務所の利用者数と端末台数は，必ずしも一致

していないので注意すること。 

課税管理課 ２人 

北区市税事務所 １０人 

中区市税事務所 ５人 

東区市税事務所 ７人 

南区市税事務所 ５人 

2.5.2 データ量 

 現行システムにおける保有データ量および今後の年間（増加）見込数は，次に示すとお

りである。 

① 現行システムにおけるデータ量 

 平成 12 年度～令和３年度  約 72,600 棟分データ 

② 年間見込数 
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構造 年間棟数 

木 造 

（うちプレハブ） 

2,500 棟 

（ 200 棟） 

非木造 

（うちプレハブ） 

 800 棟 

（ 500 棟） 

ログハウス   10 棟 

 

2.6 性能要件 

 端末利用者にとって快適な作業が実現でき，またシステムの日常運用を円滑に進めるた

め，次の処理速度を実現すること。 

(1) 台帳入力，画面遷移，作図時のレスポンス時間は，「0.5 秒以内」を目標値とする。 

(2) 評価計算時のレスポンス時間は，「３秒以内」を目標値とする。 

(3) 帳票の出力（プレビュー画面含む），ファイリングデータの呼び出しのレスポンス時間

は，「２秒以内」を目標値とする。 

(4) ＥＵＣの切り出し，他システムとの連携（取込，出力）のレスポンス時間は，「１分以

内」を目標値とする。 

 

2.7 信頼性要件 

(1) 障害発生時のデータ消失対策として，毎日夜間にデータおよび環境設定のバックアッ

プをとり，７世代分のバックアップデータを保管，必要に応じてリストアできる機能を有

すること。 

(2) 乙の事業所内に本システムと同期したテスト環境等を整備し，障害発生による環境不

良が発生した場合でも，元の環境に戻すことができること。 

 

2.8 拡張性・柔軟性要件 

(1) 「2.5.2 データ量」「② 年間見込数」を参考として，歴年で保有するデータ量も考慮し

て，プログラムやファイル等を改修することなく対応できるよう，データベースやファイ

ル等の容量に余裕を持たせること。 

(2) 将来的に既存ファイリングシステムおよび未スキャニング分のデータ（課税管理資料）

も本システムへの統合を計画しているため，統合した場合でもプログラムやファイル等

の改修なく対応できるよう，データベースやファイル等の容量に余裕を持たせること。 

 なお，既存ファイリングシステムおよび未スキャニング分のデータ量は，おおむね次の

データ量となる。 

既存ファイリングシステム  ﾌｧｲﾙ数 約 2,100,000 個（約 110KB/個，TIFF 形式） 

未スキャニング分      約 140.000 枚 
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(3) ３年毎の評価替ほか，将来の税務システム等標準化および他システム再構築など，シス

テム改変が発生した場合でも，本システムの性能・機能が迅速かつ低コストで維持できる

よう，柔軟性なシステム設計を行うこと。 

 

2.9 保守性要件 

システム移行後，本システムの正常な稼働状態を維持し，また，障害が発生した場合に

は迅速な復旧ができるよう保守を行う。なお，保守業務の範囲は，次のとおりとする，  

(1) 本システムの障害に起因する動作不良への処置及び改善作業 

(2) 本システムの障害に対する修復作業 

(3) 本システムの使用に関する問い合わせ対応，情報等の提供および軽微な改修 

(4) 本システム使用端末におけるWindowsアップデートに係る対応 

(5) 新年度データベースの構築およびインストール 

(6) 仮想化基盤上のサーバーにおける，ＯＳのセキュリティパッチ対応 

(7) 本市情報システム課による，セキュリティ診断に対する対応 

(8) 甲が情報セキュリティに関連する調査，監査等に対応する場合における協力 

※ (6)については，課税管理課より送付された配信予定のセキュリティパッチ一覧を確認し，各パッチの

適用の可否を課税管理課に連絡すること。可否の連絡後，パッチ適用作業は甲で行う。ただし，適用作

業後に動作不良等が発生した場合，乙は甲からの連絡により速やかに修復作業を行うものとする。 

※ (7)については，年度中１回，本市情報システム課がセキュリティ診断を実施するにあたり，その立ち

会い，脆弱性に対する対応及び報告を行うものとする。 

 

2.10 情報セキュリティ要件 

 仮想化基盤上でもセキュリティ対策は講じられているが，本システム内でも次に示すセ

キュリティ機能は有すること。また，本システムに脆弱性を含まないこと。 

(1) 主体認証 

 本システムにアクセスするシステム利用者，システム管理者，システム運用要員および

システム保守要員の一人一人を識別・認証する機能。 

(2) 権限管理 

 本システムにアクセスするシステム利用者，システム管理者，システム運用要員および

システム保守要員が用いるアカウント管理（登録，更新，停止，削除等）を行うための機

能。 

(3) アクセス制御 

 本システムにおけるそれぞれの職務・役割（システム利用者，システム管理者，システ

ム運用要員およびシステム保守要員）に応じて，利用可能なシステムの機能，アクセス可

能なデータ，実施できるデータの操作等を制御する機能。 

(4) ログ取得・管理 
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 本システムの利用記録，例外事象の発生に関するログを取得，収集したログを一元的に

管理し，不正侵入や不正行為の有無の点検・分析を効率的に実施できる機能。 

 

 

３ 稼働環境要件 

 

システム構成，ネットワーク構成は「1.6 現行システムの概要」のとおりとする。 

タブレット端末については，甲にて別途調達するため，必要な機能要件を提案すること。

なお，調達後の家屋評価現地支援システム（タブレット版）のインストールおよび環境設

定は本業務の調達に含まれる。 

 

 

４ テスト作業要件 

 

 本システムの機能性と品質を担保するために必要な検証テストを実施する。 

 テスト工程のうち，単体テスト，結合テストについては，乙の事業所内で，システムテス

トは仮運用後，甲の指定する場所で実施。各テスト工程の前後に，テスト計画書および結果

報告書を作成すること。 

 また，システムテスト完了後，甲の職員による検証（運用テスト）を実施する。 

 

4.1 単体テスト 

 カスタマイズが発生した場合のみ実施。詳細設計（内部設計）書どおりに実装がなされて

いることを確認する。 

 

4.2 結合テスト 

 基本設計（外部設計）書どおり，本システム全体において，正しく機能することを確認す

る。特に実装（カスタマイズ時）との結合部分は，本稼働後に障害が発生することがないよ

う入念に検証を行うこと。 

 

4.3 システムテスト 

 要件定義どおり正しく動くか，本番環境で利用可能であるかを確認する。 

システムテストは，甲の本番環境で仮運用した状態で実施すること。 

 システムテストにおいては，機能性以外に他システムとの連携，信頼性，操作性，性能（レ

スポンス時間，限界条件（データ量，処理量）下での動作等），セキュリティ（脆弱性）な

どについても検証確認を行うこと。 
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4.4 運用テスト 

 システムテスト完了後，甲の職員（ユーザー視点）による本番環境下での検証を実施する。 

 なお，運用テスト実施にあたってのテスト支援および問題の解決等は，本業務に含まれる。 

 

 

５ 移行作業要件 

 

5.1 データ移行 

 甲による検証（運用テスト）合格後，現行システムが保有しているデータ移行を行う。 

 引き継ぐデータは，現行システムが保有しているすべての内容を想定しており，家屋（マ

スター）データのほか，平面図等もすべて本システムで編集可能な状態で移行するものとす

る。 

 なお，データ移行の前後に，データ移行計画書および結果報告書を作成すること。 

(1) データ移行は，乙において現行システムが保有しているデータ（データベース構成，マ

スター体系，コード体系，ファイル形式等）を分析，必要なデータ変換を行ったうえで，

本システムにデータ移行を行うものとする。 

 (2) 甲の業務に支障がないよう，作業中の新年度分を除く現年・過年度分データを先に移行

させるなどスムーズに引き継ぎができるようデータ移行計画を策定すること。 

可能であれば，データ同期によりシステム移行と同時にデータ移行完了が望ましい。 

(3) データ移行完了後，現行システムとデータ差異がないこと，移行した家屋データおよび

平面図等が本システムで編集可能なことを確認のうえ，結果報告書を提出，甲の承認を得

ること。 

 

5.2 システム移行 

 データ移行完了後，現行システムから本システムへ本番切替を実施する。 

 本番切替は，甲の新年度課税業務が終了する３月末の予定となるが，詳細な日時について

は，別途甲乙協議のうえ，決定するものとする。 


