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1. 本事業の基本要件に関する提案 

1.1 全体像 

1.1.1 目的 

    本書でご提案する弊社パッケージは、給食費の公会計に伴う業務専用に開発したパッケー 

ジとなっております。また、公会計制度を導入している政令指定都市において、シェア 70％

を占める実績をもっていますので、安心してご利用いただけます。また、顧客要望に繰り返

し対応してきましたので、豊富な機能を標準装備しており、貴区の目的（文科省のガイドラ

イン）であります、「給食費徴収作業の軽減」、「給食費管理の透明化」、「未納回収業務の軽

減」を容易に実現することができます。 

 さらに、政府の DX 化推進に伴い、IT を活用した保護者との連絡を効率的に行う仕組みも

提案しております。 

 

  

図 1-1 給食費公会計化の目的と施策 



 

 

1.1.2 パッケージの施策 

（1） 給食費の一元管理 

これまで、各学校で別々に管理していた請求業務を、教育委員会で一括処理することにより、 

全校分の請求作業を一度で行うことができます。また、パッケージは豊富な機能を用意してお

りますので、幅広いニーズに対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 給食費管理の透明化 

給食費の徴収は、金融機関を利用することで、現金を扱わずに運用することができます。 

  具体的には下記の徴収方法に対応しており、給食費管理の透明化を図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴収方法 内容 

口座振替 債務者の口座から引落しを行い、区口座に振替。 

納付書払い 債務者が銀行振込みで区口座に入金。 

コンビニ払い コンビニ収納対応納付書で区口座に入金。 

公金振替 生活保護、就学援助の対象者は、区と教育委員会を請求先

に設定。 

➢ 給食センターで複数の学校に複数献立を提供する運用に対応 

➢ ALT や臨時喫食者など、通常喫食者以外の管理に対応 

➢ アレルギー食など、メニューの種類に合わせた給食費管理が可能 

➢ 給食費の計算は、定額方式・日額方式の両方法に対応 

➢ 転入・転出時の複雑な精算処理が簡単操作で可能 

  学校での作業を教育委員会に一元化 

図 1-2 給食費管理業務一元化のイメージ 

表 1-1 給食費徴収方法 



 

 

（3） 未納処理作業の削減策 

給食費の未納予防策として、以下の施策をご提案します。 

 

 

（4） ITの活用 

現在、封入封緘等を行って保護者に送付している通知書等を、IT技術を利用して配信する 

「デジタル通知システム」を 2023年度に提供予定です。保護者に対し、納付履歴、未納履歴、 

還付・充当履歴など、給食費関連の情報を通知できる内容となっています。これにより、封入

封緘作業が軽減でき、教育委員会・学校と保護者間の情報コミュニケーションを容易に実現で

きます。 

  

項番 施策 施策の内容 

   

２ 
納付の督促や催告を、 
メールや SMSで通知 
（オプション） 

メールや SMSを利用して、督促や催告の通知を債務者に直接
行うことができます。 
※SMSの利用は有料機能となります。 

３ 児童手当からの充当 
① 児童手当からの充当や天引きの機能を用意しています。 
② 保護者の承認が必要であるため、給食申込書等に児童手

当の充当や天引きを行う旨の記載が必要となります。 

   

表 1-2 未納処理作業の削減施策 



 

 

1.1.3 パッケージの基本的な考え方 

    常に社会ニーズの先取りと、顧客要望を吸収することで、パッケージを成長させながら開 

発を行っています。 

 

1.1.4 充実した拡張性 

    弊社のパッケージは、徴収業務を中心にラインアップを用意しております。そのため、給 

食費管理以外の業務も容易にシステム化することができます。また、ラインアップの特徴と

して、マスタが一元化できるため、下記のような利点があります。 

 

（1） 振替口座の共通利用 

どの業務も同一の振替口座を利用できるため、保護者は一度の登録で済み、申請書類を削 

減することが可能です。 

 

（2） 追加業務を容易にシステム化 

徴収周りのパッケージを用意していますので、今後、提案範囲外の業務をシステム化する 

場合、容易に追加することができます。これらのパッケージの利点として、各業務で使用す

る基本情報が一元化されているため、基本情報の登録や修正が一度で済み、業務間での情報

のタイムラグが生じません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 全般 

1.2.1 会社概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 セキュリティに対する取組みや社員教育 

 

1.3 システム 

1.3.1 システムの名称、システム構成 

 

 

 システムは、総合行政ネットワーク（以下「LGWAN」という。）に接続された NTT東日本 

のデータセンタにシステムを構築し、LGWAN-ASP サービスとして、システムをご提供いたし

ます。 

 本システムは、Web方式（ブラウザアクセス型）となりますので、貴区の LGWAN系ネット 

ワークに接続可能な端末からご利用いただくことが可能です。ブラウザは「Internet  

Explorer11」及び「Microsoft Edge」に対応しておりますので、クライアント PCの更新時に 

ブラウザの Edge対応は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 日本ソフトウエアマネジメント株式会社 

代表者 代表取締役 五十嵐 孝雄 

本社 〒221-0056 

横浜市神奈川区金港町 5-32 ベイフロント横浜 7階 

TEL 045-441-1251（代表） 

FAX 045-441-1530 

設立 昭和 56年 4月 

資本金 5,000 万円 

従業員数 162 名 

事業内容 自治体向け自社製品開発、受託ソフト開発、 

バイオテクノロジー、公共機関向けソリューション 

認証 品質マネジメントシステム（ISO9001:2015） 

情報セキュリティマネジメントシステム（JIS Q 27001:2014） 

認証 プライバシーマーク（2003 年取得） 

名称 給食マネージャ 

表 1-3 会社概要 

図 1-4 システム構成図 



 

 

1.3.2 使用している開発言語、データベースソフト 

 

 

 

 

  

開発言語 Java 

データベースソフト PostgreSQL 



 

 

1.3.4 パッケージ概要 

 パッケージは、給食費を徴収する徴収管理、喫食状況を管理する喫食管理、喫食した実食

費を管理する給食費管理、就学援助などの支援費、出納閉鎖による年度末精算、未納債権を

管理する未納債権管理等の機能で構成されています。各機能の役割を表 1-6 に、機能の一覧

を表 1-7に表します。 

 

1.3.5 パッケージシステムの特徴 

 

1.3.6 個別機能の紹介 

（1） 喫食管理 

① 喫食カレンダー 

 給食予定日・実施日は、喫食カレンダーで管理しています。カレンダーは、区全体、校種、

学校、学年、クラスと、これらが反映された個人のカレンダーがあります。これにより、災

害・事故、施設改修工事等による欠食の際でも一括修正を容易に行うことができます。一括

修正は、上位のカレンダーから下位のカレンダーに反映を行います。 

 学校の行事を登録する場合、学校カレンダーの修正を行うことで、下位である学年・クラ

ス・個人すべてのカレンダーを一括で変更する仕組みとなっています。 

 一方、クラスの行事を登録する場合、クラス・個人のカレンダーのみを修正し、上位の学

年カレンダーや学校カレンダーは修正しない仕組みとなっています。 

 カレンダーの構成を以下に示します。 

 

  ②喫食カレンダー管理方法 

   喫食カレンダーは、給食実施予定日、喫食・欠食情報、請求対象、メニューおよびメニュー

単価の情報をもとに管理されます。例えば、欠食した場合であっても、3日連続以内であれば

請求対象となるといった、給食費計算の複雑な条件にも対応できるよう、請求対象の条件を設

けています。これにより、喫食・欠食に関係なく、請求対象として登録された情報のみで精算

が可能となるためミスが防止されます。 

 

 

 

  



 

 

 

1.3.7 スケジュール 

   システム導入のスケジュールは以下のとおりです。 

弊社パッケージでの提案となるため、要件定義工程では、機能要件とパッケージ機能とのフィッ 

ト＆ギャップを行い、ギャップ部分についてカスタマイズ機能の開発を行います。 

 総合テスト工程では、標準機能とカスタマイズ機能を分けて確認することで、システム設定の不

備や要件定義工程の考慮漏れ等を早めに検知することができ、安定した品質を担保します。 

 

 

 

 

 

 

  

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

貴市 弊社

プロジェクト計画書作成 ○

機能要件ヒアリング及び
フィット＆ギャップ分析

○ ○

運用フロー決定 ○ ○

帳票レイアウト仕様決定 ○ ○

外部システム連携仕様決定 ○ ○

カスタマイズ仕様決定 ○

カスタマイズ機能設計 ○

環境構築、ソフトウェア、システム設定 ○

カスタマイズ機能開発 ○

総合テスト（カスタマイズ） ○

総合テスト（標準） ○

外部仕様連携テスト △ ○

受入テスト ○ △

マスタ情報、対象者情報等の提供 ○

マスタ情報、対象者情報等の設定 △ ○

準備（計画、テキスト作成） ○

操作研修実施（管理者向け） ○

操作研修実施（操作者向け） ○

2023年

（1）要件定義

作業分担
2022年

（6）データセットアップ

（4）構築

（5）テスト

（7）操作研修

（2）基本設計

（3）詳細設計

▲契約締結
▲本稼働

▲初回会議

表 1-12 導入スケジュール （○：主担当 △：支援） 



 

 

1.3.8 保守 

（1） 保守体制 

保守体制は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 対応方法 

システムの操作方法等軽易な場合については、コールセンターでの対応を行います。 

現地作業が必要な場合は、1時間以内での駆け付け対応が実施可能です。 

  

要員体制 役割 

コールセンター 

・教育委員会及び学校からの操作に関する問合せに対応しま

す。 

・障害連絡を受け付け、保守要員へ連絡します。 

保守員 

・コールセンターからの作業依頼に応じ、対応を行います。 

・障害の一時切り分けを行い、内容に応じ、インフラ/製品部門

へ展開します。 

図 1-21 保守体制イメージ 

 
表 1-13 要員体制と役割 

 



 

 

（3） 障害時対応 

障害発生の連絡を受けた場合、以下のフローにて障害対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   具体的な障害対応内容は表 1-14のとおりです。 

 

 

 

（4） 障害事後対応 

障害復旧後には、障害の原因を分析し、対策案を速やかに実行します。また、実行し 

た対処・措置、再発防止等を記載した障害対応報告書を作成の上、貴区に提出いたしま 

す。 

  

項番 項目 内容 

１ 障害の切り分け 障害発生時には、速やかに障害切り分け作業を行います。 

２ 障害復旧対応 

システム起因の障害であった場合は、障害復旧に向けた対応を行

います。サーバ等機器起因の障害であった場合は、サーバ機器等

の保守業者に連絡を行い、障害解決に向けて協力いたします。 

３ 業務継続対応 
システム起因の障害であった場合で、障害の復旧に時間を要する

場合には、運用の代替案を提示し応急措置を実施します。 

図 1-22 障害対応フロー 

表 1-14 障害対応内容 



 

 

（5） その他保守対応内容 

表 1-15の保守対応を行います。 

  

項番 項目 内容 

１ 設定変更・追加・削除、

プログラムバグ対応、軽

微な機能追加・改良 

① システムの設定変更・追加・削除を行う場合や、プログ

ラムバグが見つかった場合、即時対応を行います。ま

た、軽微な機能追加・改良も、導入している各自治体や

貴区の要望をヒアリングしながら、随時行います。 

２ システム更新、バージョ

ンアップ、更新プログラ

ムのリリース、セキュリ

ティパッチの適用 

① システム更新、バージョンアップ等のシステムメンテナ

ンスを適宜行います。また、IPA 等のセキュリティサイ

トから定期的に脆弱性情報を収集し、安全性が確認でき

たセキュリティパッチを適用することで適切なセキュリ

ティ対策を行います。更新プログラムのリリースやセキ

ュリティパッチ適用は、システムに与える影響調査・評

価を十分に行ったうえで実施します。 

３ 本システムの運用支援及

び管理 

① 貴区の依頼によるマスタ設定・権限設定等の登録・変

更・削除は随時対応を行います。 

② 児童生徒の進級時及び教職員の人事異動時のマスタ設

定・権限設定等の登録・変更・削除については、年初に

対応を行います。 

③ マスタ設定・権限設定等の管理、設定書の作成・更新を

随時行います。 

４ 本システムの利用支援 ① システム利用者からの操作方法等に関する問合せについ

ては、既に弊社で運用を行っている、パッケージ製品専

用ヘルプデスクにて、製品を熟知したヘルプデスク要員

が随時対応します。 

② 問合せ内容に関する回答は、ヘルプデスクで対応を行

い、ヘルプデスクでの対応で解決不能な場合は、開発部

門との連携のうえ調査・検討を行います。 

５ 障害対応・問合せの記録

作成、マニュアルや手順

書の作成・更新 

① 障害対応時には障害報告書を作成し、記録を残します。

また、問合せ対応に必要となる各種マニュアルや手順書

を作成し、他自治体での対応内容等も含め随時更新しま

す。 

表 1-15 保守対応内容 



 

 

1.3.9 セキュリティ対策 

（1） 物理的セキュリティ対策 

本システムを構築する NTT 東日本のデータセンタは、以下仕様を満たしておりますので、施 

設への不正な立ち入り及び情報資産への損傷、損害等を防ぐことが可能です。 

 

 

（2） 人的セキュリティ対策 

弊社では、個人情報保護基本方針、情報セキュリティポリシーを定め、全社を挙げて個人情 

報保護と情報セキュリティの遵守に取り組んでいます。 

 例えば、専門の委員会を設け、定期的に社内で教育や確認試験を実施し、個人情報や情報セ 

キュリティに関して指導を行っております。 

 また、社内のファイルサーバはアクセス権限を設定しており、本案件の関係者のみアクセス 

可能となっております。 

 

 

 

  

分類 仕様 

立地 日本国内で稼働するNTT東日本のデータセンタでサービスを提供。 

建物 震度7の地震にも倒壊しなかった実績を持つ建築構造。 

防火設備  超高感度煙検知システム、ガス消火設備、排煙設備、 
防火区画整備など防火システムを完備。 

電気設備  商用電源は引き込みを冗長化。一定時間運転可能な非常用発電装
置とUPS（無停電電源装置）を完備し、安定した電力を供給。 

セキュリティ設備  以下により高度なセキュリティを確保。 
①事前に入館申請の提出 
②警備員ビル入館管理 
③エレベーター着床認証制御（他のフロアへの立ち入りを制限） 
④受付による本人確認・入館管理 
⑤ICカード・生体認証 
⑥共連れ防止対策 
⑦ラック毎個別施錠鍵管理 
⑧監視カメラ（常駐者による24時間365日監視） 

空調設備 冷気が吹き出るエリアに屋根や扉を設置し暖気の侵入を防御。 
高効率冷却方式で高発熱機器に対応可能。 

表 1-16 データセンタ仕様 



 

 

2. 港区学校給食費管理システムの要件に関する要求の回答及び提案 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.1.1 システム形態 ・LGWAN-ASP サービスにより機能を提供するこ

と。 

・本システムで取扱うデータは LGWAN 上に保管

することとし、区専用の環境として論理的、

または物理的に独立したものとすること。 

・システム形態は Web 型であること。 

・環境変化等に際しても、バージョンアップ等

の手段で、少なくとも 5年は最適な状態で利

用できるシステムであること。 

〇 

弊社回答 

 本提案書 6ページ、「1.3.1 システムの名称、システム構成」に記載のとおり、LGWAN-ASP サ

ービスによりシステムをご提供いたします。 

 本システムは Web方式（ブラウザアクセス型）となりますので、貴区の LGWAN接続系ネットワ

ークに接続可能な端末からご利用いただくことが可能です。ブラウザは「Internet 

Explorer11」及び「Microsoft Edge」に対応しておりますので、クライアント PC の更新時にブ

ラウザの Edge 対応は不要です。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.1.2 ライセンス ・利用人数に関わらず利用できるか、または利

用人数に応じたライセンス形態を有している

こと。 

・ライセンスの拡張性及び拡張時の価格体系に

ついて記載すること。 

〇 

弊社回答 

 弊社のパッケージのライセンスは学校数で計上するため、利用人数によるライセンス制限は設

けておりません。そのため、利用者の増加時も無償でご利用できますが、SE 作業が必要な場合

は、貴区とご相談の上対応させていただきます。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.2.1 機能要件 別紙２「機能要件一覧」のとおり。 〇 

5.2.2 帳票要件 別紙３「帳票要件一覧」のとおり。 〇 

弊社回答 

別紙 2「機能要件一覧」、別紙 3「帳票要件一覧」をご参照ください。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.2 性能 オンラインデータを時間当たり、1,000 件を処

理できること。 
〇 

各業務のデータ量、処理量でも十分なレスポン

ス（概ね 1秒以内、高負荷時３秒以内）を提供

すること。 

〇 

バッチ処理におけるレスポンス時間の目標値

は、平常時 1時間以内とすること。 
〇 

月末月初等のデータ量の多い日でもバッチ処理

の全体処理時間は２時間以内とすること。 
〇 

弊社回答 

各環境のリソースについては、貴区の規模及び性能要件を考慮し、過去の導入実績から必要と

なるリソース量を以下のとおり確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ディスク容量は、管理が必要な対象者数（児童生徒数、教職員数等）に依存します。 

 余裕度を考慮した、以下の前提条件から必要とされるディスク容量を確保します。 

 

 ◆システム処理対象件数：約 13,200 人 

 

  【1年間の想定データ量】 

  1年間の想定データ量 = 処理対象件数/年 × 必要データサイズ/件 

         53GB ≒  13,200/件 × 4MB/件 

【必要ストレージ算出式】 

必要ストレージサイズ = 1年間の想定データ量 × 運用年数 

270GB ≒ 53GB ×5年 

 

本システムは、データベースを年度で分けて管理しております。 

そのため、毎年データは蓄積されますが、最小限のデータ範囲に対してのみ、アクセスを行う

仕組みとしておりますので、データ量が増加してもレスポンスや安定性への影響は、最小限とな

ります。また、今回ご提供するリソースは、余裕度を考慮した最大の規模要件を想定しておりま

すので、経年によるデータ量が増加した場合にも、レスポンスや安定性の確保が可能となりま

す。 

 

項目 
提供リソース 

（本番環境/検証環境の合計） 

システム処理対象件数 約 13,200人 

CPU 4CPU 

メモリ 32GB 

ディスク容量 600GB 

 

  

表 2-1 リソース表 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.3 信頼性 区の規模、利用者数、端末数やシステム処理量

が十分に考慮され、システムが支障なく動作で

きること。稼働率は下記のサービスレベ（SLA） 

を満たすこと。  

【参考：現在の行政情報システム SLA】  

・サービス稼働率（平日）：99.8％以上 （平日 

8 時 30 分～17 時 30 分における稼働率）  

・システム稼働率（基本運用時間及び臨時運用

時 間）：99.5％以上  

・システム障害発生回数：４回/年 以内 

〇 

RTO は最長 1 時間とすること。 〇 

RPO は最長 24 時間とすること。 〇 

弊社回答 

 システムは、本番環境、検証環境及びバックアップ領域で構成されます。 

本番環境と検証環境は、日次でデータの同期を行い、本番環境に障害が発生した場合でも、すぐ

に検証環境へ切り替えることで、運用を継続させることができます。 

 なお、システムを構築する NTT 東日本のデータセンタは、クラスタ構成による冗長化された環

境のため、サーバ障害のリスクが最小限となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 障害時の切り替えイメージ 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.4 拡張性・柔軟性 歴年で保有するデータベースやファイルが、将 

来、調達において指定した量から増加した場合 

でも、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にすること。 

〇 

業務アプリケーションの構成は、データ管理部

分、業務ロジック、ユーザーインタフェースを

分離・分割し、相互の独立性を高めることによ

り、機能追加や保守作業に対する影響範囲を局

所化でき、システムの改変に対する柔軟性が確

保できるように配慮すること。 

〇 

接続端末数及び同時利用者数は予定数であり、 

今後増加する場合を見込み、システムとして利 

用可能な台数若しくは利用者数を記述するこ

と。 

最大同時 

利用台数 

200台 

弊社回答 

 ファイル量が増加した場合でも、プログラムの変更をすることはありません。 

 また、プログラム構造に関しては、パッケージ概要に記載のとおり、サブシステムの構成で行

っております。そのため、修正等における影響範囲は最小限になります。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.5 中立性 本システムは特定製品・技術に依存せず、他事

業者がシステムの保守や拡張を引継ぐことが可

能であること。 

〇 

弊社回答 

 弊社では、運用・保守マニュアル、システム構成資料を作成するため、特定製品・技術に依存

せず保守や拡張を引き継ぐことが可能です。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.6.1 運用性 サービス時間帯として原則、執務時間帯（原則 

平日 8：30～17：15）を保障すること。 
〇 

臨機に、システムの起動や強制終了、ジョブス

ケジュールの変更など、柔軟なサービス提供に

対応できること。 

〇 

システムの終了においてシステム利用中の場合

は、データの不整合が発生しない形式でのサー

ビス停止が行えること。 

〇 

弊社回答 

保守時間の 8:30～17:15 は他自治体でもサービス時間として提供していますので、問題なく運

用が可能です。 

また、リモート保守が可能なため、システムの起動や強制終了、ジョブスケジュールの変更等

柔軟な対応が行えます。 

システムの停止時は、データに影響を与えることなくクローズすることができます。機器につ

いては、仮想サーバのため、問題ありません。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.6.2 バッチ処理 バッチ処理はジョブスケジューラー等を活用

し、バッチ処理の一元管理を行えること。 
〇 

バッチ処理の起動は、カレンダーにより自動化

でき、起動時間の変更や再実行処理等が容易に 

行えること。 

〇 

バッチ処理の終了時においては、操作者に終了

が分かるように、メッセージ等による通知機能

を有していること。 

〇 

バッチ処理により、リソースの消耗に伴う、日

中のオンライン処理のレスポンスを大幅に低下

させないこと。 

〇 

弊社回答 

 バッチは、ジョブ管理ソフト（Hinemos）を利用して一元管理をしています。バッチは時間で

自動的に起動する仕組みをとっており、運用変更などで時間帯を変更することができます。ま

た、バッチ処理の終了は、Hinemos で監視しており、終了時には通知がされます。 

 バッチの対象処理は、夜間バッチでのスケジュールとしていますが、オンライン操作に影響を

与えないオンラインバッチ機能をご用意しておりますので、業務時間中のバッチ処理実行が可能

となります。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.6.3 バックアップ 月次で自動的にデータベースファイルのバック

アップをとり、７世代分のバックアップデータ

を保管し、必要に応じてファイル単位でのデー

タリストアを可能とする仕組みを設けること。 

〇 

業務データ（データベース）やバッチ処理前の

更新対象データについて、バックアップ機能を

有すること。 

〇 

通常の業務における各種処理、通常業務、夜間

のサービス時間延長、休日開庁等において、性

能劣化、運用時間の制限等の影響を与えないバ

ックアップとすること。 

〇 

処理件数、データ量等を勘案した、適切なバッ

クアップ方式を採用していること。 
〇 

弊社回答 

 バックアップは、NTT東日本のバックアップサービスを利用します。 

 システム運用へ影響をなくすため、システム稼働時間外にバックアップを取得するようスケジ

ュールを組み、自動で取得・保存を行います。 

 なお、バックアップデータはバックアップ専用の領域へ保存するため、ランサムウェア対策に

も有効となります。 

 また、貴区のデータ保存期間に合わせて、バックアップデータを保持します。保存期間を経過

したバックアップデータは自動で削除し、ディスク容量の逼迫や、性能に影響がでないように設

定しています。 

 万が一、データ復旧が必要となる障害が発生した場合は、日次で取得した各種バックアップデ

ータを基に弊社にて復旧作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイミング 仕様 

日次 毎日システム稼働時間外に取得 
データベース、帳票、各種ログ：フルバックアップ 

随時 システム環境に更新があった場合に取得 
システム全体：イメージバックアップ 

 

  

表 2-2 バックアップ仕様 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.6.4 稼働監視 各処理の異常状態を警告メッセージ等により、

通知できること。 
〇 

システム稼働時間等についての統計情報の取得

が行えること。 
〇 

弊社回答 

 システムの安定稼働・セキュリティ維持のため、システムに関連する各サーバに対して、故障

検知・リソースの使用状況の監視を行います。問題検知時には、メールで保守担当へ通知しま

す。 

 

 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.7 保守性 保守機があることを前提に、不具合発生時に早

急な修正対象の特定と修正計画が可能な仕組み

を用意すること。 

〇 

障害が発生した際には、障害箇所の調査、原因

の調査を行い、速やかに発注者に報告するこ

と。 

〇 

障害が発生した際には、発注者及び関連システ

ム保守業者等と連携し、速やかに現場対応を行

うなど、障害原因の除去のために必要な措置を

講じるとともに、復旧方法について事前に発注

者と協議の上で、発注者の承諾を得ること。 

〇 

障害が発生した際には、障害発生状況を的確に

把握し記録管理の上、同一事象の再発防止及び

類似事象の発生予防のため、原因究明、対応策

の検討・実施、再発防止策の検討・実施等の支

援を行うこと。 

〇 

システム稼働中に障害や不具合が発生した場合 

に備えて、開庁時間に対応した連絡窓口を設け 

ること。また、発注者から連絡を受けたら、翌

開庁日までに障害や不具合を解消できる体制を

とること。 

〇 

ソフトウェアのバージョン管理を適切に行える

仕組みを提供すること。 
〇 

図 2-2 システム監視イメージ 



 

 

ソフトウェア構造を明確にし、仕様変更時や障

害対応時の妥当性検証を省力化するための工夫

をすること。 

〇 

セキュリティホールが発見された場合の設定の

変更やセキュリティアップデートの適用等の対

策、その実施に先立つ調査・検証を適宜行うこ

とを想定した仕組み又は手順を提供すること。 

〇 

弊社回答 

 保守については、本提案書 24.25.26ページ、「1.3.8 保守」をご参照ください。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.1 認証 システム上のデータを取扱える権限を持った利

用者を認証できること。 
〇 

当該ログイン手段について、長さ又は複雑さの 

要件を満たさないパスワードの設定を制限する 

機能、及び連続したログインの失敗があった際 

にアカウントを一時的に無効化する機能を備え 

ること。また、これらの他に不正なログインの 

試行に対抗する機能として必要と考える機能が

あれば備えること。 

〇 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.2 権限管理 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、システム運用要員及びシステム保 

守要員が用いるアカウントの管理（登録、更

新、停止、削除等）を行うための機能を有する

こと。 

〇 

弊社回答 

 システム利用者ごとにユーザ ID とパスワードを付与し、ログイン・ログアウトを行います。

ログイン時には個別に識別をして認証を行います。 

 パスワードは任意に登録・変更することができ、一定期間経過すると強制的にパスワード変更

を促す機能を有しています。パスワード情報の定義は「8 桁以上の英数字」としますが、別途調

整可能です。 

 また、不正ログイン防止のため、連続したログインの失敗があった場合にアカウントの一時ロ

ックを行います。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.3 アクセス制御 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

員及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限する機能を有す

ること。 

〇 

権限にあわせて画面やメニューの表示が制御さ

れること。 
〇 

弊社回答 

 利用者を管理職/一般職等の権限で分類し、権限レベルを割り当てることで、許可されたユー

ザが許可された機能のみを利用できるように制限します。 

 

 

 

 

 

利用者 権限 機能 1 機能 2 

教育委員会 管理職 〇 〇 

一般職 〇 × 

学校職員 管理職 〇 〇 

一般職 × 〇 

保守要員 システム管理者 〇 〇 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.4 ログの取得・管理 システムの利用記録、例外事象の発生に関する

ログを取得すること。また、十分なストレージ

容量を確保し、取得したログを 7 年間保管する

こと。取得できる履歴の範囲（利用者、端末

等）を示すこと。 

〇 

ログの不当な消去や改ざんを防ぐため、アクセ

ス制御機能を備えること。 
〇 

ログに記録される時刻にずれが生じないよう、

システム内の機器の時刻を同期する機能を備え

ること。 

〇 

容量の不足や障害の発生等により、ログが取得

できなくなるおそれのある事象が発生した場

合、又はログが取得できなくなった場合、速や

かにシステム管理者及びシステム運用担当者に 

通知する機能を備えること。 

〇 

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

る機能を備えること。 

〇 

弊社回答 

 アクセスログの管理を行っていますので、権限ごとに付与されているユーザ ID によって、「い

つ・誰が・どのような」操作を行ったかについて、ログインからログアウトまでを記録すること

ができます。ログの保存期間は調整が可能です。 

 また、ログは、画面から CSV出力することができます。 

表 2-3 権限例 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.5 セキュリティ管理 システムに導入・開発するセキュリティ機能に

関する統合的な管理、異常及び故障の発生に関

する通知等の管理機能を備えること。 

〇 

弊社回答 

 セキュリティについては、本提案書 27 ページ、「1.3.9 セキュリティ対策」をご参照くださ

い。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

5.3.8.6 セキュリティ水準 アプリケーションに不正プログラムが含まれな

いこと。 
〇 

アプリケーション脆弱性を含まないこと。 〇 

他に手段がない場合を除き、実行形式プログラ

ムの形式でコンテンツを提供しないこと。 
〇 

コンテンツの改ざん等がなく真正なものである

ことを確認できる手段（電子証明書等）がある

場合は、利用者にそれを提供すること。 

〇 

脆弱性が存在するバージョンの OS やソフトウ

ェア等の利用やセキュリティ水準を低下させる

設定変更を利用者に要求しないこと。 

〇 

サービス利用に当たって必須ではない、利用者

その他の者に関する情報が本人の意思に反して

第三者に提供されるなどの機能を組み込まない

こと。 

〇 

弊社回答 

【セキュリティ対策】 

（1） 暗号化について 

システム環境とクライアント端末間は、SSL による暗号化を行い、安全な通信路を確立しま

す。その際、「サーバ証明書」を配布することにより、通信先のシステム環境が本物であるこ

とを証明します。 

また、パスワード等の重要な情報は、暗号化してデータベースに保持しているため、復元を 

しないと確認できない仕組みとしております。 

 

（2） 上位互換性要件及びソフトウェア脆弱性対策について 

IPA等のセキュリティサイトから定期的に脆弱性を収集し、安全性が確認できたセキュリテ

ィパッチを適用することで脆弱性に対処します。 

 また、システム構成に含まれるソフトウェアやミドルウェアについて、セキュリティの脆弱 

性等が発生した場合は、貴区へ相談を行い対応いたします。 

 

 

  



 

 

3. 委託業務の作業要件に関する要求の回答及び提案 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.1.1 設計構築作業 本システムの設計及び構築を実施すること。 〇 

本システムの構築作業は、本庁に設置される保 

守端末を用い実施すること。  

端末の利用台数及びスケジュールを発注者と調

整すること。 

〇 

移行管理 開発から運用へ円滑に移行するために、システ

ム利用者及び統合運用事業者が実施し得るオペ

レーションのための基準や運用引継ぎに必要な

ドキュメントを定義し、運用の引継ぎを実施す

ること。 

〇 

弊社回答 

本システムの構築は貴区庁舎内に設置される保守端末にて実施いたします。構築に伴い、要件

定義時に端末の利用台数やスケジュール等の調整を貴区と行います。 

 また、弊社にて運用マニュアルをご用意しているため、円滑に運用の引継ぎを行うことが可能

です。 

  

  



 

 

【提案事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.1.2 口座情報入力 本システムの本番稼働に向けて、システムへ口

座情報等の入力作業が必要となる。発注者の作

業負担軽減や費用抑制につながる具体的な作業

方法を提案すること。 

〇 

弊社回答 

口座振替依頼書に記載された情報を管理・登録するための、弊社独自「口座情報登録システ

ム」をご用意しております。「口座情報登録システム」は、弊社で受託しているアウトソーシン

グ業務にて、すでに利用実績のあるシステムとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者の基本情報と、口座振替依頼書の PDF データが同一画面に表示されるため、情報に誤り

がないか目視で確認しながら、口座情報を登録することができます。 

 このシステムに登録された口座情報は、CSV データでの出力が可能となっており、給食費管理

システムにて取り込みを行うことで口座情報の登録が完了します。 

 また、口座登録ができなかった場合に、口座振替依頼書を探し、確認を行う作業が必要となり 

ますが、弊社の口座情報登録システムがあれば、容易に検索、入力内容の確認や修正を行うこと 

が可能です。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.2.1 テスト計画 仕様書に示す、実施するテスト工程の詳細が記

載 されたテスト全体計画、個別計画（結合テス

ト・ 総合テスト）を作成して提出すること。ま

た、発注者が主体となって実施する受入テスト

については支援すること。 

〇 

弊社回答 

 スケジュールについては、本提案書 23ページ「1.3.7 スケジュール」をご参照ください。 

また、受入テスト計画書の作成、テストデータの準備やサポートを行います。 

 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.2.2 テスト作業 仕様書記載のテスト実施要件を満たすこと。 〇 

弊社回答 

 貴区の要件にそって、以下のとおり各種テストを行います。各テスト実施前に、実施計画書を

作成し、貴区からの承認を得ます。また、テスト結果はテスト結果報告書としてまとめ、貴区に

提出いたします。 

 

 

テスト種類 内容 

結合テスト 
カスタマイズ機能とパッケージ既存機能との結合部分について確
認を行います。 

総合テスト 

弊社にて想定しているテストデータを用いて、要件定義工程でヒ

アリングした機能要件を満たしているかテストを行います。ま

た、標準機能とカスタマイズ機能を分けて確認することで、シス

テム設定の不備や要件定義工程の考慮漏れ等を早めに検知するこ

とができ、安定した品質を担保します。 

受入テスト 

貴区にて、実際にシステムを利用していただき、学校給食費管理
業務を実際に遂行する上での問題がないか確認します。テスト環
境を提供し、実施予定の受入テストの内容に応じて、テストデー
タの準備やサポートを行います。 

 

【提案事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.2.3.1 システムの品質向上 システム品質向上につながる具体的な手法・取

組みを提案すること。 
〇 

弊社回答 

各テスト工程において、チェックリスト件数とバグ件数の基準値を定め、品質管理を行いま

す。 

下記の表に示す、目標値で管理していきます。 

 

 

工程 

kstep あたりのチェックリスト

件数 
kstepあたりのバグ件数 

下限値 基準値 上限値 下限値 基準値 上限値 

単体テスト 

工程 
80 件 100 件 120 件 8 件 10 件 12 件 

結合テスト 

工程 
8 件 10 件 12 件 4 件 5 件 6 件 

総合テスト 

工程 
4 件 5 件 6 件 1 件 1 件 1 件 

 

 

  

表 3-1 テスト種類・内容 

表 3-2 チェックリスト件数、バグ件数基準値表例 



 

 

【提案事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.2.3.2 発注者の負荷軽減 発注者の作業負荷軽減や費用抑制につながる具

体的な手法を提案すること。 
〇 

弊社回答 

 請求作業等の重要な作業に関するテストを多く実施できるよう、弊社からテストパターンをご

提示します。テスト実施の上再検討すべき事項があった場合には、貴区とご相談の上、弊社にて

調整いたします。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.3 職員研修の実施 仕様書に記載の要件を満たすこと 〇 

弊社回答 

 以下表のとおり職員研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 研修対象者 実施内容 実施回数 

システム管理者 1人 管理者向け（運用）研修 1回 

システム利用者 44人 利用者向け（利用）研修 1回 

 

 

【提案事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.3.1 発注者の負荷軽減 発注者の本稼働後の作業負荷が軽減するような

職員研修の具体的な手法・取組を提案するこ

と。 

〇 

弊社回答 

【研修内容】 

（1） 研修の実施 

(ア) 研修の工夫点 

① 管理者と利用者に分けた研修 

    本システムに係る研修は、管理者向けと利用者向けを分けて実施いたします。 

 

 

 

 

管理者 利用者 

項番 項目 項番 項目 

１ システムの概要について １ システムの概要について 

２ 管理する対象者について ２ 管理する対象者について 

３ 請求について ３ 年度当初の作業について 

４ アカウント管理の方法について ４ 食数の管理について 

５ クラス追加・マスタ変更について ５ EUC 機能について 

表 3-4 研修内容例 

表 3-3 研修内容 



 

 

 

② 実機でのシステム操作 

研修では、弊社にて研修環境をご用意いたします。実際にシステム操作をしていただき

ながら、利用方法の理解を深めていただくことができます。 

 

③ 研修アンケートの実施 

 研修実施後には、参加者への理解度アンケートを実施しております。アンケートを参考 

に研修内容の刷新を随時行っていますので、研修内容が充実したものとなっています。 

 

(イ) 研修効果を高める方策 

研修講師は、他の政令指定都市での実施実績がある人員が担当いたします。 

研修は、弊社で作成する研修テキストに沿って実施します。実際のシステム操作を交 

    えながら、年間の業務内容を確認していくカリキュラムとなっています。 

 また、研修テキストの内容を表したスライドを弊社で作成しており、講師が変更とな

った場合でも、品質を保つことが可能となっております。 

 研修方法は下記パターンをご用意しており、貴区とご相談の上実施内容を決定しま

す。 

 

 

 
 

研修種類 内容 

集合研修、個別研修 

講師 1 名、サポート 1 名の体制で研修を行います。講師が操作研修

テキストの内容に沿って、実機で研修を実施します。説明を聞きなが

ら、実際に実機を操作することでスムーズに利用できることを目的と

しています。 

オンライン研修 

弊社リモート研修環境を提供し、オンラインでの研修を行います。

コロナ禍において、状況に合わせた効率的な研修を実施することが可

能です。 

研修動画を収録した
DVDによる研修 

弊社リモート研修環境および研修動画を収録したDVDを提供し、シ
ステム利用者が各々自由な時間に研修を受けることができます。繰り
返し確認を行うことができるため、理解を深めることができます。ま
た、担当者交代の際も、操作マニュアルとDVDがあることで簡単に引
継ぎを行うことができます。 

 

  

表 3-5 研修種類・内容 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.1 運用管理業務 運用業務の基準と計画を策定し、サービスの品

質向上、システムの安定稼動、セキュリティレ

ベルの維持など、運用業務全体の管理とコント

ロールを実施すること。 

〇 

問合せ対応・管理を行うとともに、統合運用 事

業者が行うインシデント管理、問題管理、オペ

レーション管理の結果を受けて、運用業務の全

体を把握し、主管課をはじめ情報管理部門（情

報政策課）など関係者への報告や調整を実施す

ること。 

〇 

弊社回答 

 稼働後の運用は、年度当初に作成する運用スケジュールに沿って行い、月次や年次での報告を

行います。 

 問い合わせ対応などトラブルや要望などの事柄については連絡票を用いて行うルールになって

おります。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.2 変更・構成管理業務 システムに対する変更を一元的に管理し、変更

内容を評価すること。 
〇 

システムの構成情報を最新の状態で管理するこ

と。 
〇 

弊社回答 

 変更管理表で一元的に管理をします。これにより、どのように変更したかの履歴を見ることが

可能となっています。 

 そのため、常に最新の状態と過去の状態を把握することが可能です。 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.3 オペレーション業務 定期的な機器の稼働確認を実施すること。 〇 

区の庁舎定期停電前にシステム停止等の定型作

業を実施すること。 
〇 

弊社回答 

 ログを取得しているため、システム稼働率を定期的に報告することができます。 

 定期停電については、事前にシステムを停止します。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.4 バックアップ運用 本システムで取得する定期バックアップの世代

管理は７世代とすること。 
〇 

発注者からの依頼により、システム構成変更作

業前後のシステム領域とデータ領域のフルバッ

クアップを取得すること。 

〇 

弊社回答 

 バックアップは 7世代で管理を行います。 

 また、貴区から依頼があった場合は、システム構成変更作業前後のシステム領域とデータ領域

のフルバックアップを取得いたします。 

 バックアップの詳細は、要求 ID 5.3.6.3 をご参照ください。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.5 リストア運用 取得したバックアップデータを用い、発注者か

らの依頼によりリストアできること。 
〇 

 

 貴区よりリストアの依頼があった場合は、日次で取得した各種バックアップデータを基に弊社

で対応いたします。 

 バックアップの詳細は、要求 ID 5.3.6.3 をご参照ください。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.6 運用作業の改善提案 受注者は、年度末までに年間の運用実績を 取り

まとめると共に、必要に応じて中長期運用・保

守作業計画、運用計画、運用実施要領に対する

改善提案を行うこと。 

〇 

弊社回答 

常に運用のトラブルシューティングを設け、改善を行っています。そのため、いつ・何を改善

したか、また、これからの改善について説明を行うことが可能となっています。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.7 システム更改時の 

引継ぎ 

受注者は、発注者が本システムの更改を行う際

には、次期の情報システムにおける要件定義支

援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業

経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応

答等の協力を行うこと。 

〇 

受注者は、本契約の終了後に他の運用事業者が

本情報システムの運用を受注した場合には、次

期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等に

ついての引継ぎを行うこと。 

〇 

弊社回答 

 次期システムのベンダに対し、情報の提供を行います。  

 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.4.8 発注者の負荷軽減 発注者の作業負荷軽減や費用抑制につながる具

体的な運用手法を提案すること。 
〇 

弊社回答 

 パッケージ標準として、以下のような運用ツール（Excel 形式）をご用意しています。各運用

ツールは、システムへの取り込みが可能となっており、職員様の負担を大幅に軽減することが可

能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.1 保守契約時間 開庁日・開庁時間帯は 8:30～17:15 とするこ

と。 
〇 

上記以外の時間帯に発生した障害については、

翌営業日にすみやかに保守対応すること（シス

テム障害時の緊急対応はこの限りではないこと

とする）。 

〇 

弊社回答 

 保守対応時間は、原則、【月曜日～金曜日午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（祝日、12月 

29 日から 1月 3日までを除く）】とします。 

ただし、緊急時にはこの限りではありません。 

保守の詳細は、要求 ID 5.3.7をご参照ください。 

 

  



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.2 保守体制 保守業務は区に常駐しない体制で対応するこ

と。 
〇 

事業者内に、問合せ窓口を設置すること。 〇 

保守対象に障害が発生又は不具合が判明した場

合や、緊急に必要な予防保守等の定期メンテナ

ンス日以外の緊急保守作業が必要となった場合

は、直ちに発注者と調整を実施し、実施日時・

作業手順等を取り決めて速やかに保守作業を行

うこと。 ※土日祝日の閉庁日でも、稼動施設が

あるため、無条件のシステム停止は不許可 

〇 

構成するハードウェア、ソフトウェア等は全て

保守対象と考え、事業者は各構成要素の保守実

態に関わらず、一括して窓口として機能するこ

と。 

〇 

障害発生時に、「パッケージ・ミドルウェア 保

守」、「通信回線」等の各ベンダと連携し障 害対

応を行い、対応完了時に報告を行うこと。ま

た、保守対象が障害の起因でない保守ベンダに

対しても復旧に必要な対応を求めた場合、対応

すること。 

〇 

弊社回答 

保守業務は区に常駐しない体制で対応し、問合わせ窓口を設置いたします。 

 不具合の判明や障害発生時は、原則、リモート保守にて即時対応を行いますが、現地にて対応

が必要な場合は、貴区と実施日時や作業手順等を調整した上で、現地への駆け付け対応を行いま

す。 

 保守体制については、本提案書 24.25.26 ページ「1.3.8 保守」をご参照ください。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.3 定期保守 予め計画を設定した上で、定期的に点検、報告

を行うこと。 
〇 

定期システム保守作業のためのメンテナンス可

能日は、定例スケジュール化すること。 
〇 

弊社回答 

 定期保守については、年間の計画を立てて実施をしていきます。 

 また、メンテナンス日を貴区と調整して、スケジュールに組み込みます。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.4 定期報告 定期報告会を開催し保守対応状況の報告を行う

こと。開催時期は別途協議の上、決定する。 
〇 

弊社回答 

月 1回以上、保守定例会を行います。開催日時の詳細は貴区とご相談の上決定します。 

緊急性を要する状況の場合は随時開催いたします。 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.5 ドキュメントの 

維持管理 

保守等によりドキュメント変更が発生した場

合、納入済みのドキュメントを訂正すると共

に、変更した設定情報等を適切に管理するこ

と。 

〇 

弊社回答 

 システム構成やコード情報等の各種設計書や操作マニュアルなどのドキュメントについては、 

常に最新の状態が保持されるよう管理いたします。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.6 パッケージ等の保守 改良、機能強化等によるバージョンアップの情

報提供、適用対応を行うこと。 
〇 

バージョンアップによるプログラムリリースや

配布について、必要性を検証した上で、システ

ムの運用に支障のないよう実施できること。 

〇 

弊社回答 

他自治体の要望により機能を追加した場合、バージョンアップの対応有無をご相談させていた

だきます。なお、他自治体で発生した不具合については、随時対応版をリリースし、最新化いた

します。 

 またシステムの運用に支障がないよう、プログラムのリリースや配布を実施します。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.7 その他保守作業 その他の保守作業として以下を想定すること。  

・職員の操作ミス等で、不正データが生じた場

合の対応方法の報告  

・セットアップ項目（登録文言、組織コード

等）の変更 

・組織コード等のコード体系の変更が見込まれ

る場合に、変更可否の調査と対応方法（代替

案を含む）の報告 

〇 

弊社回答 

 要求内容に記載の事項を保守作業として実施いたします。 

 その他保守内容は本提案書 24.25.26 ページ、「1.3.8 保守」をご参照ください。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.8 保守作業の改善提案 受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取

りまとめると共に、必要に応じて中長期運用・

保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案

を行うこと。 

〇 

弊社回答 

 常に改善作業を実施し、保守作業を行います。 

 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.9 システム更改時の 

引継ぎ 

受注者は、発注者が本システムの更改を行う際

には、次期の情報システムにおける要件定義支

援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業

経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応

答等の協力を行うこと。 

〇 

受注者は、本契約の終了後に他の保守事業者が

本情報システムの保守を受注した場合には、次

期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等に

ついての引継ぎを行うこと。 

〇 

弊社回答 

 次期システムのベンダに対し、情報の提供を行います。 

 

【提案事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

6.5.10 発注者の負荷軽減 発注者の作業負荷軽減や費用抑制につながる具

体的な保守作業を提案すること。 
〇 

弊社回答 

 EUC 機能を使用し、運用に必要となる情報の抽出ができるよう保守の範囲内で対応いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. 廃棄要件に関する要求の回答及び提案 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

7.1.1 次期システムへのデ

ータ抽出 

本調達におけるシステムの次期システムへのデ

ータ移行を考慮し、汎用的なデータ形式で、全

件分のデータ抽出を可能とすること。 

〇 

本調達におけるシステムの次期システムへのデ

ータ移行を考慮し、最新のファイルレコードの

レイアウト、コード表など必要となるドキュメ

ントを提出すること。 

〇 

弊社回答 

必要となる資料は貴区とご相談の上、提供いたします。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

7.2.1 廃棄 本システムのライフサイクル満了に伴い廃棄を

行う際には、情報漏洩等を発生させないように

データの消去を行うこと。 

〇 

廃棄するハードウェアがある場合には、安全に

配慮して機器の取り外しを行うこと。 
〇 

弊社回答 

情報が格納されている 2次記憶媒体は破壊して利用できないようにします。 

 その、破壊したものを滅却する場合は、業者へ委託し、滅却証明書を提供いたします。。 

 

5. 実施体制及び作業の実施方法に関する要求の回答及び提案 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

8.1.1 実施体制 仕様書に記載の要件を満たす実施体制を敷くこ

と。 
〇 

弊社回答 

 パッケージシステムが前提となりますので、主に運用方法及びカスタマイズ機能の開発が主な

構築内容となります。弊社では、下記の体制で複数の自治体の導入を行ってきております。 

 今回ご提案する実施体制は以下のとおりです。インフラ部門、導入部門など、各専門部門でチ

ームを編成し、チーム間の調整は統括業務責任者が行います。 

 実施要員は貴区同等もしくは、同等以上の他自治体導入経験者を割り当てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-1 実施体制図 

図 2-27 喫食情報提供ツールのイメージ 



 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

8.3.1 プロジェクト管理 仕様書に記載の要件を満たすプロジェクト管理

を実施すること。 
〇 

弊社回答 

仕様書に記載のとおり実施いたします。 

 

【要求事項】 

要求 ID 評価項目 要求内容 対応 

8.4.1 納入成果物 仕様書に示すドキュメントを納品すること。 成

果物は各業務の完了時に提出を行い、内容は発

注者と協議し、承認を得たものを提出するこ

と。また、システムを段階的に構築する場合

は、各構築完了時に更新した成果物を提出する

こと。 

〇 

弊社回答 

パッケージのため、プログラム及びその仕様書については、納品の対象外とさせていただきま

す。ただし、貴区仕様にカスタマイズした部分については、納品の対象とさせていただきます。 

前記以外については、原則要求事項の記載に準じますが、途中で問題が発生した場合は貴区と

ご相談の上、対応いたします。 

 

 

 

 


