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1. 委託業務の概要 

1.1 委託業務の背景及び目的 

岡山市（以下「委託者」という。）の保育利用申込関係文書は、紙媒体を正本・原本とするも

のが大半を占め、その管理は職員の手作業によって行われている。当該文書による申請をきっ

かけに、システム入力や審査・チェック等を複数の担当者で行うほか、担当者間での引継ぎや

保育施設との情報共有等のために複写するなど度重なる作業の中で紛失のリスクを内包してい

る。 
また、担当者ごと、園ごと、児童一人ごとに関係書類をまとめて綴っており、書類の管理に

多大な労力を要しているほか、保護者からの問い合わせに対応するため、すぐに確認できる場

所に保管しておくためのスペースの確保が困難になっている。 
本委託は、子ども・子育て支援業務に係る電子文書検索システム（以下、「本システム」と

いう。）の導入・運用により、保育利用申込関係文書等を電子的に管理し、申請書類の審査・

チェック等を複数の職員が同時に実施でき、かつ、文書の検索及び保管を容易にすることで、

委託者の文書管理業務の効率化と正確性向上を図り、もって市民サービスの向上に資すること

を目的とする。 

1.2 調達概要・方針 

本委託は、本システムの構築及び運用保守業務を外部事業者から包括して調達するもの（サ

ービス調達）である。本システムは、本市の庁舎内のサーバ室に、受託者がサーバ及びアプリ

ケーションを構築し、本市の業務系ネットワークで接続する既存のクライアント端末で利用す

ることを想定している。 
本委託で対象とする拠点、端末数（概数）等は、概ね下表のとおり想定している。ただし、

人事異動や組織改編等によって、端末数、ユーザ数及び拠点数は、増減することがある。 
【図表１ 拠点等一覧】 

拠点名 端末数 ユーザ数 備考 

本庁舎 

約 120 台 

（合計の概数） 

約 180 人 

（合計の概数） 

就園管理課、保育・幼児教育課、 

こども園推進課、幼保運営課 

分庁舎 料金課 

保健福祉会館 北区中央福祉事務所 

北ふれあいセンター 北区北福祉事務所 

中区福祉事務所  

西大寺ふれあいセンター 東区福祉事務所 

西ふれあいセンター 南区西福祉事務所 

南ふれあいセンター 南区南福祉事務所 

建部支所  

御津支所  

瀬戸支所  

灘崎支所  

ＫＳＢ会館 保育事務センター 

※ 保育事務センターとは、保育利用申込等に係る認定等の事務について、本市から事務委託を受けて実施

する者のことをいう。 
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2. 委託業務の基本事項 

2.1 適用範囲 

本仕様書は、委託者が受託者に委託する本業務に適用する。なお、本仕様書に明記されてい

ない事項でも、当然必要と思われるものについては、委託者と協議の上、受託者の責任におい

て誠実に履行すること。 

2.2 委託期間 

契約締結日から令和９年１２月３１日まで 

2.3 契約形態 

システム構築及び運用保守業務を包括して委託契約する。 

2.4 本委託のスケジュール 

(1) システム構築期間 

   契約日から令和４年１０月３１日まで 

 ただし、令和４年１０月１日から令和４年１０月３１日までの間、委託者による運用

テストを行い、テスト終了後、協議の上、稼働開始日を決定するものとする。 

(2) 運用保守期間 

   稼働開始日から令和９年１２月３１日まで 

 ただし、稼働期間は、令和９年９月３０日までとし、令和９年１０月１日から令和９

年１２月３１日までの期間は、「5.8 稼働期間終了時の対応」に当てる期間とする。 

2.5 本委託の業務実施場所 

(1) システム構築期間 

   受託者の事務所等（受託者で確保すること） 

 ただし、本庁舎内サーバ室での作業が必要な場合は、随時協議の上決定する。 

 なお、委託者との打ち合わせは、本庁舎内会議室等、委託者の指定した場所とする。 

(2) 運用保守期間 

   本庁舎内サーバ室等 

2.6 委託の完了と検査（システム構築工程） 

受託者は、本システムの構築工程が終了したときは、委託者にシステム構築工程の成果品と

所定の様式の完了通知書（システム構築工程）を速やかに提出すること。 

委託者は、完了通知書（システム構築工程）の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確

認させ、速やかに検査の手続をとるものとする。 

なお、システム構築工程における検査完了後であっても、要件定義工程や設計工程における

間違いなどがあれば、受託者はシステム改修等に当たるものとし、本契約終了時までその履行

義務を免れることはできない。 
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2.7 委託の完了と検査（運用保守工程） 

受託者は、本システムの運用保守作業を完了したときは、年度ごとに、委託者に運用保守工

程の成果品と所定の様式の完了通知書（運用保守工程）を速やかに提出すること。 

委託者は、年度ごとの完了通知書（運用保守工程）の提出を受けた時は、監督員に委託の完

了を確認させ、速やかに検査の手続きをとるものとする。 

2.8 支払方法 

本システムのシステム構築に係る経費は、原則として検査終了後に支払うものとする。 

本システムの運用保守に係る経費は、年度ごとの運用保守工程完了後、当該年度分（運用保

守月数に応じた金額）を一括で支払うことを基本とする。 

ただし、各年度の支払額は、受託者から提出された入札内訳書をもとに、委託者と協議して

決定するものとする。また、システム構築費の支払限度額は、契約額の３０％未満とする。 

なお、システム構築工程において、入札内訳書の記載を上回る費用・工数を要したとしても、

運用保守工程の費用・工数を減ずることや運用保守工程業務を有償対応とすることはできない

ものとする。また、運用保守期間中、ある年度でトラブルが多発し、当該年度では受託者の採

算を著しく悪化させる事態が発生しても、本仕様に定められている運用保守工程業務を有償対

応とすることはできないものとする。 

2.9 担当課 

本委託における委託者の担当課は、岡山っ子育成局 保育・幼児教育部 就園管理課とする。 
所在地  岡山市北区大供一丁目１番１号（岡山市役所本庁舎９Ｆ） 
電 話  ０８６－８０３－１４３１ 
e-mail  shuuenkanri@city.okayama.lg.jp 

2.10 協議 

(1) 本委託を適正かつ円滑に実施するため、受託者は、各々の業務について委託者と常に密

接な連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者

で協議の上委託者の指示に従い、業務を遂行すること。 

(2) 委託者において必要と認めたときは、作業の変更又は中止をさせることがある。この場

合の変更について、委託契約書に明記されていない場合は、両者の協議により定めるも

のとする。なお、変更による必要な工期は、別に定めるものとする。 

(3) 委託者は、作業責任者、主任技術者及びその他の従事者（業務の一部を委任された者、

業務の一部を下請けする者を含む。）について、業務の履行又は管理に関して著しく不

適当と認められる者があるときは、受託者に対してその理由を明示して、必要な措置を

とることを要求することができるものとする。 

2.11 法令・条例等の適用 

受託者は、本委託の実施にあたり、関係する法令・条例等を遵守しなければならない。 

(1) 岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号） 

mailto:shuuenkanri@city.okayama.lg.jp
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(2) 岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号） 

(3) 岡山市情報セキュリティポリシー 

(4) その他の関係法令 

2.12 品質管理・保証等 

受託者は、本委託の履行にあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとともに、

必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。 

2.13 秘密の保持 

(1) 受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を本委託以外の目的に使用し、又は第三者に

漏らしてはならない。 

(2) 受託者は、本委託の遂行にあたっては、「岡山市個人情報保護条例」及び「岡山市情報

セキュリティポリシー」を遵守し、取得した個人情報は、その取扱いに最大限の注意を

払うこと。 

(3) 受託者は、受託情報を保護するため、委託者と岡山市個人情報保護条例に基づく「市の

保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結しなければならない。受託者は、本

委託において岡山市情報セキュリティポリシーにおける「機密性３の情報資産」※を取り

扱うすべての従事者（再委託先等も含む）の所属、氏名、作業内容、取り扱う情報資産

を書面で委託者に報告すること。また、システム障害発生時その他の場合において当初

報告していない者が業務に従事する必要を生じたとき、又は報告した従事者が従事しな

くなったときは、改めて報告すること。 
※ 「機密性３の情報資産」とは、岡山市個人情報保護条例第 2 条第 1 号に規定する個人情報、法令又

は条例の定めにより守秘義務を課せられている行政情報（前述の個人情報を除く）、法人その他の

団体に関する行政情報で漏えいすることにより当該団体の利益を害するおそれのあるもの、漏えい

した場合、行政に対する信頼を著しく失墜するおそれのある行政情報、情報システムに係るパスワ

ード及びシステム設定情報のこと。 

2.14 セキュリティ対策 

(1) 受託者は、必要に応じて、本委託で利用する情報システム等について、アクセス制御、

不正アクセスに対する防御及び監視等により、サイバー攻撃対策、情報流出対策，改ざ

ん防止対策等のセキュリティ対策を講ずること。 

(2) 受託者は、本委託で利用する情報システム等について、技術的脆弱性に関する情報（OS、
その他ソフトウェアのパッチ発行情報等）を定期的に収集し、随時パッチ等を適用し、

脆弱性対策を講ずること。 

(3) 受託者は、コンピューターウイルス等、悪意のあるプログラムの侵入を防止するため、

信頼性の高いウイルス対策ソフトを導入し、かつ、最新のバージョンのパターンファイ

ルを適用する等により、適切に本委託を履行すること。 

(4) 受託者は、本委託で取り扱う情報を電子データとして送受信する場合は、必要に応じて、

専用回線等の利用、通信の暗号化、データの暗号化、ＩＤ・パスワード設定等の情報流
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出対策を適切に講ずること。 

(5) 受託者は、本委託で取り扱う情報について、適切に保管・管理を行うこと。また、電子

データについては、定期的にバックアップを実施し、消失等することがないようにする

こと。 

(6) 受託者は、本委託の終了後、委託者へ返却するものを除き、本委託で取り扱うすべての

情報について、その形式・媒体を問わず、適切に廃棄等すること。電子データについて

は、データ消去ソフト等を用いて復元不可能な形で消去すること。ただし、岡山市情報

セキュリティポリシーにおける機密性３の情報資産の場合、受託者は当該データ消去後

にデータ消去証明書を作成し、委託者に提出すること。 

(7) 受託者が適切な対応を怠り、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の

責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。 

(8) 受託者は、全従業員に対する情報セキュリティ教育を実施し、結果を委託者に報告する

こと。なお、年次等で情報セキュリティ教育を実施している場合は、その結果報告をも

って、実施に代えることとする。 

(9) 受託者は、委託者から情報セキュリティに関する立入りの監査・調査を求められた場合

は、受け入れること。 
※ (2)(3)については、「5.4 システム保守」を参照のこと。 

2.15 契約時等に提出する書類 

受託者は、本委託を実施するにあたり以下の書類を作成し、委託者の承諾を得なければなら

ない。 

(1) 委託業務着手届 

(2) 工程表（委託作業表） 

(3) 業務責任者届 

2.16 業務責任者 

本委託を遂行する業務責任者は、自治体でのシステム導入及び運用保守にそれぞれ従事した

経験を有する者であること。 

2.17 損害の賠償 

本委託の履行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を

受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任に

おいて処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。 

2.18 貸与資料 

(1) 受託者が本委託を履行する上で必要となる資料のうち委託者が提供することが可能な資

料は、委託者が受託者に貸与するものとする。また、貸与は、業務責任者が受けるもの

とする。 

(2) 貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、本
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委託において貸与した関係書類は、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本委

託の履行上不要になった場合、委託者に返還しなければならない。また、貸与資料の複

製物は適切に廃棄するなど、委託者の指示に従った処置を行うこと。 

2.19 プロジェクト管理 

(1) 受託者は、委託者の視点に立って、本委託が効率的かつ適正に実施されるように、また、

本委託の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程にお

けるプロジェクト管理（各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要件の指摘、

品質レビューの実施、課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施、委託者への迅速

な状況報告等）を徹底すること。なお、システム構築期間中は、進捗に関する報告会を

原則として、毎月１回以上行うこと。ただし、委託者が不要と判断した場合は、報告会

を省略することができる。 

(2) プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力のみならず適切な課題解

決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロ

ジェクトを推進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業

量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早

急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプラン

を提示し、委託者の承認を得た上でこれを実施すること。 

(3) 本仕様書、機能要件一覧表から委託者の意図する要件、仕様を読み取れなかったことを

理由に有償の仕様変更とすることはできない。 

(4) 受託者の要員の能力不足、経験不足、要件定義ミス、設計ミス、パッケージの完成度の

低さ、機能不足等による工数増大をもって、有償の仕様変更とすることはできない。 

(5) システム構築における検査完了後において、要件定義工程や設計工程における間違いが

判明した場合であっても、受託者は、契約終了時まで、本システムが業務遂行可能な状

態で継続的に利用できるよう、システム改修等を実施すること。 

2.20 サービス調達契約について 

本委託は、サービス調達契約であることから、求められるサービスの品質の維持・向上に努

め、仕様書の内容に留まることなく受託者自ら必要な作業を立案し、委託者の承認を得て、確

実に実施すること。 

2.21 作業経過の報告 

本委託の履行期間中において、受託者は、委託者と緊密な連絡に努め作業をしなければなら

ない。また、委託者は、必要に応じて本委託の実施状況を調査し、又は報告を求めることがで

きることとする。なお、打ち合わせで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者

は定期的にその進捗を報告すること。 

2.22 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等 

(1) 本委託を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担に

より委託者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものと
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する。 

(2) 受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき

保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値すると

されている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を使用する

ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

2.23 その他 

(1) 作業上必要な会議は、適宜行うことができることとする。受託者は、会議終了後、速や

かにその打ち合わせ記録を作成・提出し、委託者の承認を得ること。 

(2) 受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、書面により委託者に提出し確認を

行うことができることとする。なお、軽微なものであれば口頭による確認も可とする。 

(3) 受託者は、本委託中に事故等があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の

原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者に報告すること。 

(4) 受託者は、本委託が委託者からの委託を受けた業務であることを認識し、委託者の信頼

を失墜させることのないよう本委託を実施すること。 

(5) 受託者は、本委託の全部又はシステム構築及び運用保守に係る大部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。また、受託者は、本委託の一部を第三者に委任し、又は

請け負わせるときは、相手方の名称、委任等の内容、その他委託者が必要と認める事項

をあらかじめ委託者に書面により通知しなければならない。 

(6) 受託者は、委託者からの変更要望又は委託者の承認がない限り、業務責任者を変更して

はならない。 

(7) 受託者は、委託者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は可能

な限り協力を行うこと。 
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3. 業務概要 

3.1 業務範囲及び業務概要 

本委託の業務範囲及び業務概要は、概ね下表のとおり想定している。 

【図表２ 調達範囲】 

業務範囲 業務概要 

システム開発 

・プロジェクト計画、プロジェクト管理 

・要件定義、設計（基本設計、詳細設計） 

・サーバ環境構築 

・パッケージ適用 

・プログラミング（カスタマイズ等を含む） 

・環境構築 

・テスト（単体テスト、結合テスト、システムテスト、稼働

テスト、運用テスト） 

・現地展開作業 

専用スキャナの導入 

・本システムで使用する専用スキャナ２台の導入、搬入、

設定等 

・スキャナの設置場所は保育事務センター又は就園管理

課執務室内を想定 

教育・研修 

・操作マニュアル作成 

・操作研修等の実施（本庁舎及び保育事務センターにて３

回程度想定） 

現地展開・本番稼働 
・クライアント端末の設定 

・本番稼働開始 

運用保守 

（専用スキャナの保守を含む） 

・運用支援 

・システム改善 

・障害対応 

・セキュリティ対応 

・ソフトウェア保守対応 

・運用管理作業 

・その他 

ソフトウェアライセンス、ソフト

ウェア保守 等 

必要なライセンス、保守等については受託者にて用意する

こと。 

その他 上記に付帯する作業 

3.2 本システムで管理する文書 

本システムで電子化して管理する文書の種別及び枚数等は、下表のとおり想定している。 

なお、いずれの文書も、原稿は、日本産業規格Ａ列４番で、電子化（スキャン）の際はモノ

クロ、300dpi で保存することを想定しており、サーバの保存期間は、５年間とする。（令和４

年度受付の文書は、令和１０年度中にデータ削除） 
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また、下表の文書には、電子申請による申請が含まれる。この場合、ＰＤＦ形式又はＪＰＥ

Ｇ形式の申請データを本システムに取り込むことを想定している（年 100 件程度を想定）。 

【図表３ 本システムで管理する文書の種別等】 

文書種別 件数／年 枚数／年 

教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（1 号認定用） 2,000 2,100 

教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（2・3 号認定用） 9,000 54,000 

保育利用現況届兼継続利用申込書 21,000 84,000 

施設等利用給付認定申請書（1 号認定用） 500 500 

施設等利用給付認定申請書（2・3 号認定用） 1,300 5,200 

現況届（施設等利用給付） 1,800 5,400 

変更届（認定変更書類のみの場合を含む） 17,000 34,000 

退園等届出書 2,200 2,200 

延長保育申込書 1,000 1,000 

延長保育解除届 500 500 

その他 1,000 1,000 

計  189,900 

上記文書に添付される書類は、以下のとおり（枚数に含む） 

・保育利用事由証明書 

・就労証明書詳細版様式_岡山市 

・内職状況申告書 

・求職活動状況申告書 

・申立書 

・疾病負傷証明書 

・保育利用申込等に係る確認願 

・心身状況表Ａ 

・心身状況表Ｂ（Ａ３） 

・心理判定結果同意書 

・保育士等就労に関する誓約書 

・保育士証 

・保育利用申込確認票 

・自営業証明書類（数種類・複数枚） 

3.3 電子化した文書の属性 

「3.2 本システムで管理する文書」で電子化した文書には、審査・チェック等を複数の担当

者で実施するために必要となるフラグや検索時のキーワードとなる属性データを設定するもの

とする。 

属性データは下表のとおりとし、種別ごとに表示内容に掲載した項目を設定できること。属

性データの設定方法は、CSV データの取込みによる方法を想定しているが、下表の設定方法等

の欄に記載の方法も可能であること。 
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なお、本契約期間中に申請種別に変更が生じた場合は、委託者が容易に設定を変更できるこ

と。また、一度設定した属性データは委託者が容易に変更できること。 

 

【図表４ 属性データ一覧】 

種別 表示内容（説明等） 設定方法等 

受付日 申請書に押印した受付印の日付 
テキスト入力 

又は OCR 読み取り 

年度 
申請内容の属する年度（申込年度等） 

 ※一つの申請書に複数の年度を設定できること 

テキスト入力 

又はリスト選択 

担当者 

第一希望の保育施設又は現在利用中の保育施設の担当者 

（上限 25 人を想定） 

 ※一つの申請書に複数の担当者を設定できること 

 ※年度ごとに担当者を設定できること 

テキスト入力 

又はリスト選択 

確認済フラグ 担当者の確認が済んでいるかどうかのフラグ チェックボックス 

申請種別 

・教育･保育給付認定申請書兼保育利用申込書（1 号認定用） 

・教育･保育給付認定申請書兼保育利用申込書（2･3 号認定用） 

・保育利用現況届兼継続利用申込書 

・変更届（子ども・子育て支援法の給付認定等に係る変更届） 

・子育てのための施設等利用給付認定申請書（1 号認定用） 

・子育てのための施設等利用給付認定申請書（2･3 号認定用） 

・認定変更書類（保育利用事由証明書 又は 求職活動状況申告書） 

・退園等届出書 

・延長保育関係書類（延長保育申込書 又は 延長保育解除届） 

・その他 

左記種別から 

選択できること 

こどもコード 
申請書に記載された主に数字８桁のコード 

 ※一つの申請書に複数のこどもコードを設定できること 

テキスト入力 

又は OCR 読み取り 

こどもフリガ

ナ 

申請書に記載されたこどものフリガナ 

 ※一つの申請書に複数のこどものフリガナを設定できること 

テキスト入力 

又は OCR 読み取り 

こども生年月

日 

申請書に記載されたこどもの生年月日 

 ※一つの申請書に複数のこどもの生年月日を設定できること 

テキスト入力 

又は OCR 読み取り 

申請フラグ 申請書に係る児童が申請児か在園児かを判定するフラグ チェックボックス 

利用希望月 申請児の場合のみ利用希望月（期間）を設定 テキスト入力 

保育施設 
第一希望の保育施設又は現在利用中の保育施設 

（400 施設程度） 

施設コードを 

テキスト入力 

期切れフラグ 申請児の申込み期間が切れた場合に表示するフラグ チェックボックス 

特記事項 
不備、課税、点数、生保、障害、拠点、意見書、就労、１点、

ひとり親 

左記をチェックボ

ックス等で選択で

きること 
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3.4 本システムの利用想定 

本システムは、「別紙１ 業務フロー（案）」に示すような利用を想定しており、委託者だけで

なく保育事務センターが利用するものとなっている。特に、属性データの設定・変更等は正確

かつ効率的にできなければならない。 

このため、要件定義の際には、委託者及び保育事務センター※と受託者による協議が必要と

なることに留意すること。 

※ 現行の保育事務センターの受託者は、株式会社両備システムズとなっている。 

3.5 ファイル名作成 

本システムで電子化して管理する文書のデータには、他と重複しない固有のファイル名を作

成し付与する。ファイル名の作成方法は、契約締結後に委託者と受託者による協議の上決定す

る。（例：スキャンした日付＋当日スキャンした件数の連番） 

なお、ファイル形式はＰＤＦ形式又はＪＰＥＧ形式を想定している。 
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4. 業務詳細 

4.1 システム導入の基本方針 

(1) 属性データ及びファイル名等のデータベースに基づいて特定の電子化した文書を検索・

閲覧等できるパッケージシステムによる導入を基本とし、一部パッケージにない仕様部

分についてカスタマイズする方法を採用するものとする。 

(2) 検索・閲覧時において、庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）の帯域に負荷をかけないよ

う考慮すること。 

(3) クライアント端末にアプリケーションの設定作業等が必要な場合は、受託者が本契約の

範囲内で行うこと。 
※ クライアント端末の詳細は、「4.8 クライアント要件」に記載のとおり。 

※ 本庁サーバ室と各拠点（「図表１ 拠点等一覧」参照）のクライアント端末は、庁内ＬＡＮ（業務

系ネットワーク）で接続されているため、新たな回線の整備等は不要である。 

4.2 要件定義、設計（基本設計、詳細設計） 

本仕様書をもとに、ヒアリング等により委託者及び保育事務センター（以下「利用者」とい

う。）が本システムで実現させるべき要件を分析、定義、確定すること。進め方は委託者が理解

しやすく、打合せが円滑に進むよう、デモ機を用いる等工夫すること。 

要件定義に基づいて、利用者の立場から見たシステムの動き（画面、論理データベース、デ

ータ連携等外部インターフェース、処理ルール等）を明確にし、本システムに実装すべき機能

を整理して、情報システム全体の仕様を明らかにすること。 

本仕様の要件を満たすようにサーバ構成を設計し、また、運用方法を設計すること。 

基本設計をもとに、システムの内部構造を設計すること。 

なお、委託者提示の仕様書、機能要件一覧表から委託者の意図する要件、仕様を読み取れな

かったことを理由に、有償の仕様変更とすることはできない。また、要件定義ミス、設計ミス

のほか、パッケージの完成度の低さ、機能不足等による工数増大をもって、有償の仕様変更と

することはできない。 

4.3 パッケージ適用、プログラミング（カスタマイズ部分等）、環境構築 

設計内容をもとに、パッケージの導入・適用作業を行うこと。また、委託者の要求仕様に対

して、パッケージで対応できない部分については、カスタマイズを行うこと。カスタマイズ等

必要に応じて、プログラム定義書及びプログラムを作成すること。 

サーバの設定（ネットワーク設定やミドルウェアインストール等）など、必要に応じて環境

構築を行うこと。 

なお、作業に用いる開発端末は、受託者が用意するものとし、庁内ネットワークへ接続する

場合は、委託者担当者の指示に従うこと。庁内ネットワークへの受託者端末の接続は、本市情

報部門への申請が必要なため、期間に余裕を持って事前に委託者と調整すること。 
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4.4 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） 

(1) システム標準機能及びカスタマイズ機能について、品質等問題がないことを担保できる

よう必要なテストを実施すること。テスト方法については、受託者から最適な内容を提

案すること。 

＜テスト例＞ 

・カスタマイズの影響がある部分の単体・結合・システムテスト 

・チェックリストによるクライアントソフトウェアの動作検証 

(2) 単体テスト、結合テスト及びシステムテストについては、受託者が実施し、システムの

品質を保証すること。 

(3) 運用テストについては、受託者の支援のもと、委託者・受託者双方が実施し、本システ

ムを利用して効率的かつ適正な業務遂行が可能なことを確認する。運用テスト計画の作

成（テスト実施の具体的な実施手順も含む）、テスト環境の構築、テスト支援及び問題

の解決等は、本委託業務に含むものとする。 

4.5 現地展開作業 

以下の(1)～(4)の作業を行うこと。 

(1) 作業方法の検討及び作業計画書の作成 

(2) クライアント端末への適用作業（既存環境の変更が必要であればそれも含む。原則とし

て「図表１ 拠点等一覧」に示している拠点で作業を実施すること） 

(3) 現地動作確認 

(4) その他業務で使用する環境の整備作業全般 

4.6 サーバ要件 

(1) 本委託で必要なサーバは、受託者が本庁舎内のサーバ室内に構築すること。サーバ機器

及びサーバ構築・接続に際し必要な外部機器等は受託者が調達すること。なお、令和 8
年度に本庁舎の建替えを予定しているため、サーバの移設が必要となる。受託者は委託

者と協議の上、サーバの移設に対応すること。 

(2) サーバ機器は、庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）回線に接続すること。 

(3) サーバ機器調達及び設置の際には、将来的なデータ量の増加等を考慮して、資源を効率

的に利用できる構成とすること。 

(4) サーバ機器等の設置については、「別紙２ サーバ室への機器設置要件」を参照するとと

もに、サーバ室を管理する本市情報部門の指示に従うこと。なお、サーバ室の利用料等

は発生しない。 

4.7 ソフトウェア要件 

文書検索システムは、信頼性が高く、汎用的で広く使用されており、自治体での採用実績を

有するパッケージシステムとする。 
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4.8 クライアント要件 

本システムを使用するクライアント端末は、委託者がすでに配備している現行のものとする。

現行のクライアント端末の概要（例示）は、以下のとおり。ただし、端末には複数の種類があ

り、最低スペックと考えられるものの例示となるため、契約後、受託者は速やかに委託者の使

用する端末を確認すること。 

なお、クライアント端末のＯＳ・ソフトウェアは、基本的に適宜最新のものを適用するもの

とする。また、本契約期間中にクライアント端末の更新を予定している。受託者は、本契約の

範囲内で、クライアント端末の更新後も本システムが継続的に利用できるよう対応すること。 

 
メーカー名及び型番    FUJITSU FMVA2601FP 

ＣＰＵ          Corei3-7130U プロセッサー（2.70GHz） 
メモリ          4 GB 

内臓ディスプレイ     15.6 型ワイド TFT カラー液晶 

画面解像度        HD (1366×768) 

システムディスク     500 GB HDD 

ＯＳ           Windows 10 Pro (64bit) 

ブラウザ         Internet Explorer11 (32bit) 

アプリケーションソフト  Microsoft Office Professional 2016 

4.9 ネットワーク要件 

(1) サーバ及びクライアント端末の接続は、庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）回線により

行う。このため、インターネット等外部への接続はできない。 

(2) 受託者は、委託者と協議の上、本システムを庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）へ接続

するために必要な作業を実施すること。 

4.10 機能要件 

本システムで実現する機能要件は、「別紙３ 機能要件一覧」の要件を満たすものとする。各

機能要件について、本仕様書に明記されていない場合であっても、本システムを構成する上で

必要なものについては、システムに含むものとする。 

4.11 出力可能な帳票等 

電子化した文書は、本システムから印刷できること。その他、パッケージシステム内に標準

装備されている機能により出力可能な帳票や委託者との協議により本委託の範囲内で帳票出力

可能なものは、詳細設計の際にレイアウトや出力項目などを協議し、決定するものとする。 

4.12 規模要件 

電子化する文書の規模は、「3.2 本システムで管理する文書」に記載のとおり。ただし、令和

２年度の申請数を基に算出しており、令和４年度以降は、毎年２％程度の増を考慮し、本シス

テムを導入するものとする。 
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4.13 性能要件 

本システムをストレス無く円滑に運用するために、下記の処理速度等を実現すること。 

(1) 検索システムの起動については、起動操作から概ね３秒以内とすること。 

(2) 検索結果の表示については、検索操作から概ね３秒以内とすること。 

(3) 電子化した文書の表示は、検索結果から対象の文書を選択後、概ね３秒以内とすること。 

(4) 同時アクセスが発生した場合や、今後データが増大した場合においても、上記(1)(2)(3)
の性能を確保するものとする。なお、本システム以外の要因で、これらの性能を満たさ

ない場合はこの限りではない。 

(5) 電子化した文書を表示する際は、庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）回線の帯域に負荷

をかけないよう考慮すること。 

4.14 セキュリティ要件 

(1) ユーザ認証・権限管理 

ア 本システムへのログインにおけるユーザ認証の方法は、個別のＩＤ及びパスワードの

入力とすること。 

イ ユーザの職員情報（ＩＤ、パスワード及び氏名等）並びに所属情報（組織情報及び職

位情報等）を管理できること。また、所属情報をもとに、機能やメニューの利用可否

にかかる権限を組織及び職位レベルで設定できること。 

ウ 職員情報及び所属情報の管理について、定期的（年１回程度）な大量人事異動や随時

異動の際、効率的な対応ができること（ＣＳＶファイルを使用した一括登録等）。 

エ アカウントについて、委託者の運用担当者がアカウントポリシー（パスワードの文字

数や有効期限、アカウントの緊急ロック等）を設定でき、利用者はそのポリシーに則

ってパスワードの変更ができること。また、パスワードを失念した場合、利用者本人

又は管理者が初期化できること。 

オ タイムアウト機能（一定時間利用がない場合は自動的にログアウト又は画面ロックす

る機能）が設定できること。 

(2) ログ管理 

ア ユーザーアカウントごとに、ログイン履歴や各操作内容（閲覧・削除・登録・属性変

更・出力等）に関する操作ログを取得し、一定期間保持できること。 

イ 操作ログ情報を確認できること。確認内容は、「日付、時刻、操作者、操作内容、操

作対象（ファイル名）」を含むこと。 

(3) 完全性対策 

ア 誤操作を行った場合でも、安易にデータ消去ができないこと。 

4.15 スキャナ要件 

電子化に必要なスキャナは、受託者が本契約の範囲内で調達するものとする。想定している

スキャナの仕様は、下表のとおり。 
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【図表５ スキャナ仕様一覧】 

項  目 内     容 

台数 ２台 

読み取り速度 モノクロ 300dpi 50 枚以上／分 

読み取り解像度 200dpi～1200dpi から設定できること 

両面読み取り ADF 可能で両面同時読み取りに対応していること 

読み取り原稿サイズ Ａ３サイズまで可能であること 

出力フォーマット JPEG、TIFF、BMP、PDF、PNG に対応すること 

インターフェース USB 3.0（Super Speed）、IEEE802.11b/g/n 対応のこと 

4.16 教育・研修 

受託者は、本システムの稼働にあたり、操作マニュアルを作成し、当該マニュアルにより利

用者に対する研修を次のとおり実施すること。 

･ 実施時期  令和４年１０月 
･ 実施場所  本市の会議室（委託者が手配）２回程度 

保育事務センター１回 
･ 対象者   本市の職員８０人程度、保育事務センターの職員２０人程度 
･ 研修内容  本システムの操作方法・管理方法等 
･ その他   実施にあたり必要な事項は委託者と協議すること。 
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5. 運用保守に関する業務詳細 

5.1 運用保守の基本方針 

本システムを正常に作動させるため、ハードウェア、ソフトウェア等のシステム全般を保守

管理し、障害対応等の必要な作業を適宜実施する。 

5.2 保守管理の業務範囲 

本システムの保守管理の業務範囲は、下記のとおり想定している。ただし、下記の想定作業

以外に運用上必要となる作業は、受託者の責任において実施するものとする。なお、委託者が

調達した機器（クライアント端末等）の修理等は、本委託の対象外とする。 

(1) システム保守（運用支援、システム改善、障害対応、セキュリティ対策、バックアップ、

問合せ対応等） 

(2) ソフトウェア保守 

(3) 電子化したデータの定期的なメンテナンス 

(4) 次期システムへのデータ移行 

5.3 稼働時間等 

運用保守開始後の稼働時間等は、原則として下記のとおりとする。 

・システム稼働時間 … 24 時間 365 日（メンテナンス時等を除く） 

・オンラインサービス提供時間 … 24 時間 365 日（メンテナンス時等を除く） 

・運用保守対応時間 … 平日 8:30～17:15 ただし、システムが利用できなくなるメンテナ

ンスやシステム改修作業等を実施する場合は、上記時間以外の対応とする。 

・障害発生時の対応時間 … 24 時間 365 日 

5.4 システム保守 

(1) 運用支援 

受託者は、問い合わせ窓口（担当者及び連絡先）を定め、運用保守対応時間内に委託

者からの問い合わせがあった場合には、適切に対応すること。 

(2) システム改善 

委託者からシステム改善の要望があった際は、本契約の範囲内で計画的に対応するこ

と（本委託期間中、１０人日程度を想定）。 

(3) 障害対応 

本システムが正常に動作しない等の場合には、「連絡体制図」に基づき委託者が受託

者に連絡を行う。受託者は、速やかに原因の切り分けを行い早急な復旧に努めること。 

(4) セキュリティ対策 

セキュリティパッチは、庁内ＬＡＮ（業務系ネットワーク）回線を介して配信が可能

となっている。受託者は、毎月、セキュリティパッチの配信を本市情報部門に確認の上、

必要な場合は適用を行うこと。また、同様にウイルス対策管理についても、自動配信に

よるパターンファイルの適用を行うものとする。 
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なお、受託者は、上記のセキュリティパッチ又はウイルス対策管理に伴うパターンフ

ァイルの適用がシステムに不具合を起こす可能性があるとの情報を事前に得ている場合

は、委託者と協議の上、対応方法を決定し、本システムの安定稼働に努めること。 

(5) バックアップ 

受託者は、本システム及びデータのバックアップを定期的に行うこと。バックアップ

にはログ情報やメモ情報を含めることとし、バックアップ先については、本委託の範囲

内で受託者が準備すること。また、障害等により退避データからの復旧を行う必要が生

じた場合、受託者は必要となる対処を実施すること。 

(6) その他 

その他本システムの運用に必要となる作業は、本契約の範囲内で委託者と協議の上実

施すること。 

5.5 ソフトウェア保守 

受託者は、本委託で提供するサービスにおいて使用するすべてのソフトウェア（パッケージ

ソフト等）の保守を行うこと。 

5.6 電子化したデータの定期的なメンテナンス 
受託者は、電子化した文書を適切に管理するため、少なくとも年１回以上はデータメンテナ

ンスを実施し、データ量が増大しても「5.14 性能要件」に定めた要件を満たし、サーバ容量の

圧迫を防ぐこと。 

5.7 次期システムへのデータ移行 

本委託の契約終了時、本システムのデータを抽出し、次期システムに移行する必要がある。

受託者は、本契約の範囲内で、本システムで管理するすべてのデータを抽出し、次期システム

の受託者に提供すること。 

なお、提供するデータは、データベースから単純に抽出し、汎用的に使用できる状態で提供

するものとし、受託者側において加工する必要はない。ただし、抽出データに関する説明資料

を、併せて次期システムの受託者に提供し、必要に応じて説明等の対応をすること。 

5.8 稼働期間終了時の対応 

本委託の稼働期間終了時、受託者が構築したサーバ等の機器は、本庁舎サーバ室から撤去す

ること。また、ハードディスク内のデータの消去等は、「2.14 セキュリティ対策」に記載のと

おり対応すること。 

5.9 その他 

(1) 本契約期間中に行われるＯＳ・ソフトウェアのバージョンアップ対応については、本契

約の範囲で受託者が適切に対応すること。ただし、カスタマイズ部分に関し、受託者の

採算を著しく悪化させる恐れのある膨大な工数を要する改修が必要となった場合は、そ

の内容を早期（原則として改修・修正が必要となる年度の前年度の前半）に提示し、委

託者及び本市情報部門の了承を得た場合に限り、別途有償対応とすることができる。 
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(2) 本契約期間中にクライアント端末の更改（２回程度）を予定している。受託者は、クラ

イアント端末更改後も、本システムが安定的に利用できるよう、本契約の範囲内で適切

に対応すること。 

(3) ハードウェアの追加、移設、ネットワーク変更等に伴い、本システムの各種設定変更・

追加等のシステム環境設定の必要となった場合は、本契約の範囲内でその作業を行うこ

と。 

(4) 運用保守作業を実施する際は、作業結果報告書を提出すること。 

(5) 運用保守定例会議を年１回以上実施すること（保守開始時及び毎年度当初に開催時期を

協議して決定すること）。 

(6) 本システムを維持管理するうえで必要な運用保守作業や会議については、本仕様書に明

記されていない場合においても、本委託業務の範囲内に含まれているものとする。 
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6. 成果品 

6.1 報告書等の作成 

受託者は、各業務の報告書及び本委託において作成したデータ等を、委託者の指示に基づき

「6.2 提出成果品及び提出期限」で記述した単位及び形式で提出すること。 

6.2 提出成果品及び提出期限 

提出成果品及び提出期限は、下表のとおりとする。 

なお、システム構築完了時には、既に提出済みの成果品（①～⑪）すべてを、表紙・目次・

インデックス・ページ番号等を付した冊子にまとめて、電子データとともに納品すること。 

また、運用保守工程においては、各年度の年度末に、既に提出済みの成果品（⑪）の当該年

度分を納品すること。 

【図表６ 成果品一覧】 

No. 品名 提出期限 

①  ・プロジェクト計画書 プロジェクト計画

立案時 

②  ・要件定義書 要件定義時 

③  ・システム概要（前提条件、用語集、業務プロセス、業務フロー等） 

・画面設計（画面一覧、画面レイアウト、入出力設計、画面遷移等） 

・帳票設計（帳票一覧、帳票レイアウト、出力設計等） 

・データベース設計（ＤＢ一覧、ＤＢレイアウト、ＤＢ関連図、ＤＢ

要領積算等） 

・クライアント展開設計（現地展開作業概要等） 

・コード設計（コード一覧、コード設計等） 

 ※パッケージ製品で開示できないものがある場合、委託者と調整し代替資

料について協議すること。 

基本設計時 

④  ・処理設計（処理概要、メニュー階層、処理一覧、処理フロー等） 詳細設計時 

⑤  ・ネットワーク等疎通テスト確認報告書 

・システム導入手順書（導入手順書、マスタ一覧等） 

・プログラム概要（カスタマイズ箇所等必要があれば） 

パッケージ適用、

環境構築、プログ

ラミング時 

⑥  ・管理方針（品質管理、セキュリティ設計、ウイルス対策、障害対策

等） 

・ソフトウェア・ハードウェア資料（一覧表等） 

・情報資産管理台帳 

必要時（別途指示） 

⑦  ・各種テスト資料 

（例） 

・結合テスト資料（結合テスト計画書、結合テスト結果報告書） 

・システムテスト資料（システムテスト計画書、システムテスト

結果報告書） 

テスト時 
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No. 品名 提出期限 

・稼働テスト資料（稼働テスト計画書、稼働テスト結果報告書） 

・運用テスト資料（運用テスト計画書、運用テスト結果報告書等） 

・確認チェックリスト 

 ※それぞれ必要に応じて提出すること。 
  

⑧  ・現地作業計画書、スケジュール 

・業務運用マニュアル 

・操作マニュアル 

現地展開作業、研

修、引き継ぎ時 

⑨  ・運用管理資料（運用保守計画書、保守体制図、保守作業結果報告書

雛形等） 

稼働前 

⑩  ・作業結果報告書 

・完了通知書（システム構築工程） 

稼働後（承認後速

やかに提出） 

⑪  ・工数及び進捗管理（スケジュール、ＷＢＳ等） 

・議事録、課題管理資料 

・情報セキュリティシステム個別実施手順書 

・その他本委託の履行にあたり必要なもの 

適時 

⑫  ・完了通知書（運用保守工程） 年度ごとの保守完

了時 

6.3 成果品の納品方法 

成果品の納品方法は、次のとおりとする。ただし、運用保守工程における成果品（⑪）につ

いては、ＣＤ-ＲやＤＶＤ-Ｒでの提出は不要とする。 

(1) 規格・数量・期限等 

提出する成果品は、原則として日本産業規格Ａ列４版とするが、必要に応じてＡ列３版

も可とする。Ａ列３版を使用する場合は、Ａ列４版サイズに折りたたみ見開きにすること。

提出部数は、各１部とする。 

また、成果品の電子データをＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒに保存し、提出することとし、特に

指定のない場合は、容易に複写できるよう「Microsoft Office Professional Edition 2016」

で利用可能な保存形式によって１部提出すること。電子媒体の保存にあたっては、わかり

やすいよう分類等でフォルダを構成して保存し、すべてのデータがどのように保存されて

いるかわかるよう一覧表を作成し、添付すること。 

本委託の成果品は、決められた期日までに納品すること。また、成果品の受け渡しは、

委託者の事務所で行う。その運搬費用は、受託者が負担するものとする。 

(2) ウイルスチェック 

電子媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウイ

ルス対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染しているこ

とにより、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任と負担により、

信頼回復、原状回復、及びその他賠償等について対応すること。 
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6.4 成果品の帰属・著作権等 

成果品の帰属、著作権等については、以下のとおりとする。 

(1) 受託者は、委託の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に

規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受

託者の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）を当該目

的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 受託者は、委託の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用

目的の実現のためにその内容を改変するときには、その改変に同意するものとする。ま

た、委託者は、委託の目的物が著作物に該当しない場合には、当該委託の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができるものとする。 

(3) 委託者は、受託者が委託の目的物の作成にあたって開発したプログラム（著作権法第１

０条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権

法第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について、受託者が承諾し

た場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用するこ

とができるものとする。 

(4) 上記(1)の規定により、委託者に著作権が譲渡された場合、受託者は委託者から正当に権

利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対しても著作者人格権（公

表権、氏名表示権及び同一性保持権）を行使しないものとする。 

(5) 上記(1)の規定にかかわらず、委託の目的物として受託者が委託者に提供するプログラム

（著作権法第１０条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）、データベ

ース（著作権法第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）及び各種機能

群の組合せ（以下、これらすべてを「オリジナルシステム」という。）の著作権（著作

権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）は、委託者に引渡し後も従前

の著作権者に留保されるものとする。 

(6) オリジナルシステムを委託者固有の機能に改変又は機能追加（カスタマイズ）した部分

に係る著作権は、委託者と受託者の共有とする。 
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7. 別紙資料 
 

別紙１ 業務フロー（案） 

別紙２ サーバ室への機器設置要件 

別紙３ 機能要件一覧 


