
仕  様  書 

 

１ 名   称 

  第２期基幹システム調達仕様書作成支援業務委託 

 

２ 実施場所等 

  我孫子市役所内 

 

３ 期   間 

  契約締結日の翌日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

４ 内   容 

（１）目 的 

2012 年 1 月から運用を開始した現行の基幹システムは、過去に使用していた自己電

算のシステムの機能の多くを踏襲しようとしたため、カスタマイズが多く発生し、カ

スタマイズの初期費用及び管理費用が膨れ上がり、非常に費用対効果が低いシステム

となっています。また、長期間の使用により、我孫子市独自の業務の進め方やデータ

の管理が増えているため、必ずしも最適化され効率的に運用されているとは言えない

状況となっています。 

2022 年 1 月から運用開始予定の第２期基幹システムにおいて、以下を課題解決のた

め達成すべき目標として掲げています。 

〇基幹システム運用における全体費用の最小化 

 ・カスタマイズは必要最小限とするため徹底的に必要性について検討する 

 ・後処理委託による効果を再検証し、費用対効果及び職員負担軽減効果の高い作業

のみ委託する 

 ・封筒等への広告の掲載など新たな費用逓減策を講じる 

〇全体最適化 

・基幹システムの見直しに併せて業務を改善し、市全体の運用の最適化を図る 

 ・我孫子市の人口規模にあった操作性のよいパッケージシステムを導入し、作業の

最適化・効率化を図る 

 ・マンパワーを必要とする作業の効率化・自動化・外部委託を検討・実現する 

 ・番号制度の考え方を組み込んだシステム導入により、高度なセキュリティの実現

とともに将来の業務最適化も見据える 

 

また、我孫子市では、2018 年度から 2020 年度の 3 年間を計画期間とする第 4 次行政

改革推進プランにおいて「自治体情報システムのクラウド化の拡大」を掲げており、

コスト削減、業務負担の軽減、業務の共通化・標準化、セキュリティ水準の向上や災

害に強い基盤構築に有効な自治体クラウドの導入を推進しています。今回の基幹シス



テム調達においては、単独クラウドでの調達となりますが、将来の自治体クラウドの

導入を考慮に入れ、可能な限り中間標準レイアウト及び地域情報プラットフォームに

準拠したシステムを導入し、システム及び運用の標準化を図ります。 

また、本事業を遂行するにあたっては、専門家のサポートを受けながら効率良く作

業を進め、職員負担の省力化を図り、時間外労働抑制による人件費のコストダウンと

ともに働き方改革を意識していきます。 

 

これらの目標を達成し、我孫子市において最適なシステムを導入するためには、自

治体の業務及び基幹システムパッケージに対して専門的な見地を必要とすることから、

高度な技術力を有するコンサルタントに調達仕様書の作成支援業務を委託するもので

す。 

[用語説明] 

・中間標準レイアウト 

既存システムから次期システムへのデータ移行を円滑に行うため、移行データの項目名称、データ型、桁数、

その他の属性情報等を標準的な形式として定めた移行ファイル用のレイアウト仕様のこと。 

・地域情報プラットフォーム 

システム間の連携を可能にするために定めた、各システムが準拠すべき業務面や技術面の標準仕様のこと。 

 

（２）概 要 

 第２期基幹システムの運用期間は以下のとおり。 

  2022 年 1 月から 2031 年 12 月まで 

 

  第２期基幹システムにおける調達範囲は以下のとおり。 

No 業務・システム名 主な担当課 稼働年月 

1 住民記録 市民課 2022.1 

2 住民基本台帳ネットワーク 市民課 2024.9 

3 印鑑登録 市民課 2022.1 

4 戸籍 市民課 2023.9 

5 コンビニ交付 市民課、課税課 2022.1 

6 個人市民税 課税課 2022.1 

7 法人市民税 課税課 2022.1 

8 固定資産税 課税課 2022.1 

9 軽自動車税 課税課 2022.1 

10 介護保険 高齢者支援課 2022.1 

11 介護保険認定審査会 高齢者支援課 2022.1 

12 後期高齢者医療 国保年金課 2022.1 

13 国民年金 国保年金課 2022.1 

14 国民健康保険（資格） 国保年金課 2022.1 



15 国民健康保険（賦課） 国保年金課 2022.1 

16 国民健康保険（給付） 国保年金課 2022.1 

17 収納管理 収税課 2022.1 

18 滞納整理 収税課 2022.1 

19 宛名 課税課 2022.1 

20 団体内統合宛名 情報政策課 2022.1 

21 学齢簿 学校教育課 2022.1 

22 下水道受益者負担 下水道課 2022.1 

23 OCR 情報政策課 2022.1 

24 運用・後処理 情報政策課 2022.1 

25 その他業務バッチ 情報政策課 2022.1 

26 データ連携 情報政策課 2022.1 

    ※「主な担当課」以外にも各業務システムを利用している課は複数あります。 

 

これらについて、「（１）目的」に掲げる目標を達成し、我孫子市にとって最適な基幹シ

ステムが導入できるよう以下の業務を委託するもの。 

なお、導入が数年後となる、住民基本台帳ネットワーク及び戸籍システムの調達仕様書

等の作成に係る手法等については、別途発注者と協議のうえ決定する。 

 

※以下については、本事業において発注者が想定する作業概要であり、各作業の詳細

や、より効果的な作業及び不要と思われる作業等については、プロポーザルにおいて

提案を行うこと。 

 

〇スケジュール（WBS）・実施体制表の提出 

 契約締結後、１週間以内に本事業全体の詳細なスケジュール及び受注者の実施体制表

を提出し、発注者の承認を得ること。 

本委託業務を担当する者は、地方自治体の業務に精通しており、本事業を円滑に遂行

できる者とする。なお、担当者は、原則変更することがないようにすること。ただし、

発注者から本事業を遂行する能力が不足している等の理由により担当者の変更を求

められた場合は、協議のうえ誠実に対応すること。 

 [ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]スケジュール、実施体制表 

 

〇基本方針・庁内体制への助言 

 発注者が策定した、基幹システム更改における基本方針案について、アドバイスを行

うこと。また、本事業を遂行していくための庁内体制（検討会議、各業務のワーキン

ググループなど）について、提案・アドバイスを行うこと。 

 

〇キックオフ会議の準備・開催 



本事業を開始するにあたり、基幹システム調達における我孫子市の基本方針および業

務の全体最適化に関する説明を行う会議を実施すること。また、本会議の会議資料を

作成すること。 

会議の次第・内容、構成、日程、役割等については発注者と協議のうえ決定する。 

市幹部職員による宣言等が必要な場合は発注者に事前に相談すること。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]会議資料（プレゼンテーション用の電子データ含む）、会議録（概要） 

 

〇現状把握調査・担当課ヒアリング 

 現行システムの資料等の精査を通して、現状把握調査を実施すること。必要な資料が

ある場合には、発注者に対して資料の貸与を申し出ること。 

業務ごとに担当課ヒアリングを実施すること。ヒアリングの内容は、現行システムの

課題・要望、独自制度の有無およびシステム外で管理・出力している帳票・データ等

の有無など我孫子市の業務を最適化するために必要な項目を発注者と事前に協議し

た上で決定するものとする。 

また、法改正や条例改正の予定、施策の変更予定など運用を変更する可能性のある要

件についても本フェーズで取りまとめること。 

なお、ヒアリングにあたっては、担当課の業務を妨げることのないよう配慮すること。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]事前調査票（担当課向け）、結果報告書 

 

〇事業者ヒアリング・デモンストレーション 

担当課ヒアリングでとりまとめたカスタマイズ機能の課題を中心に、パッケージの機

能等についてのヒアリングを事業者に実施すること。ヒアリングを行う事業者は発注

者と協議のうえ選定する（4 者程度を予定）。 

また、業務担当者参加型の事業者のデモンストレーションを実施すること。デモンス

トレーション時の着眼点など担当課毎にレクチャーすること。デモンストレーション

の参加事業者についても発注者と協議のうえ選定すること（4 者程度を予定）。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]事前調査票（事業者向け）、結果報告書 

 

〇カスタマイズ機能の分析 

各ヒアリング結果を基に、カスタマイズの要否について選別を行うための一覧を提供

すること。効果的にカスタマイズの選別ができるよう、個々のカスタマイズについて

意見を付すこと。なお、カスタマイズを実施しないことにより住民サービスの低下や、

職員負担の増加が見込まれる場合には、解決方法を含め提案すること。 

また、カスタマイズの選別を通して、我孫子市の業務を最適化・標準化するために必

要な提案を行うこと。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]カスタマイズ一覧表、結果報告書 

 

〇RFI 用調達仕様書等の作成 



我孫子市の方針、各分析結果及びその検討結果を基に、システム調達のための書類を

作成すること。 

調達仕様書等の作成にあたっては、全期間の総コストの低減を意識した上で、円滑な

運用を行うための無駄のない必要十分な機能をもったシステムを導入できるよう考

慮すること。 

非機能要件についても我孫子市にとって最適と思われる提案をし、発注者と検討・協

議のうえ、調達仕様書及び SLA 要件に反映すること。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]調達仕様書（機能要件一覧、帳票一覧、アウトソーシング一覧等）、SLA 要

件一覧 

 

〇RFI（情報提供依頼）の書類作成 

   我孫子市の方針、各ヒアリング結果及びカスタマイズ一覧などの資料を基に、RFI の

ためのドキュメントを作成すること。 

作成したドキュメントについて発注者に説明を実施し、承認を得ること。 

なお、RFI は 2019 年 12 月ごろに実施を予定している。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ] RFI 実施要領、提案依頼書、回答様式 

 

  〇質問対応 

   RFI におけるベンダーからの質問に適切に回答するための助言を行うこと。 

 

〇RFI の結果分析 

担当課ヒアリングで得た課題等に照らし合わせ、各社パッケージとの適合状況など

RFI の結果分析を詳細に行うこと。 

分析結果を発注者及び業務担当課に提示し、調達仕様書等への反映方針について説

明・協議すること。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]結果報告書 

 

〇調達仕様書等の調整 

調達仕様書等の最終案を提示すること。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]調達仕様書（機能要件一覧、帳票一覧、アウトソーシング一覧等）、SLA 要

件一覧 

 

〇事業者選定支援 

   事業者選定（公募型プロポーザル方式）において使用するドキュメントの作成及び助

言を行うこと。また、評価委員の選定についてアドバイスを行うこと。発注者が選定

をおこなった委員に対し、適正な評価を実施するための手順の指導を行うこと。 

評価基準の作成においては、我孫子市にとって最適なシステムを導入することを主眼

とし、評点の割合等については発注者と協議のうえ決定すること。 



[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]プロポーザル実施要領、評価基準書 

 

〇定例会議、随時会議 

   定期（月１回以上）に進捗等を報告する会議を開催すること。 

   また、発注者との打ち合わせが必要な場合や緊急な場合など必要に応じて随時会議を

開催すること。 

   会議は原則、我孫子市庁舎内で開催するものとする。 

   [ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ]打ち合わせ資料、スケジュール（進捗を記載したもの）、会議録（概要） 

 

〇調達仕様書の最終決定会議 

   作成した調達仕様書等について、市の幹部職員、担当職員及び外部識者（総務省の地

域情報化アドバイザー派遣制度を利用予定）に概要の説明を行い、承認を得る会議に

おいて資料の作成及び会議当日の調達仕様書等の概要説明を行うこと。会議で挙がっ

た意見は発注者とともに精査し、必要と思われる項目については調達仕様書等に反映

すること。 

本会議は 2020 年 3 月上旬に 1 回の開催を予定している。 

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ] 調達仕様書等の最終案、会議録（概要） 

 

〇メール・電話での問い合わせ 

 本事業に関する我孫子市からの随時の問い合わせに真摯に対応すること。 

 【回答期限】 

    メール：2 営業日以内に回答 

    電話：回答期限については問い合わせ職員と協議すること 

（対応時間 平日 9：00～17：00） 

 

○その他 

・本事業を遂行する上で必要な内部調整及び会議、議会対応に係る資料（本事業で作

成したドキュメントを加工する等の簡易なもの）の提供及び助言を行うこと。 

 

・本事業で作成する調達仕様書等は、特定ベンダーのシステムが有利なものとならな

いよう細心の注意を払い、公正に業務を遂行すること。 

 

・各項目で示したドキュメント以外に事業を進めるうえで効果的なドキュメントがあ

れば、発注者に提案すること。また、発注者が指定したドキュメントであっても他

のドキュメントに包含されるなど提出が不要と思われるものがある場合も、発注者

に提案すること。いずれの場合も、提出ドキュメントの変更は発注者と協議のうえ

決定すること。 

 



５ 消耗品・貸与物等 

  ・物品及び情報の提供・貸与については、発注者と受注者の協議のうえ実施する。 

  ・我孫子市の内部情報の貸与については、台帳を用いて貸出の日付・担当者・目的、返

却・削除の日付・担当者等を管理するものとする。 

 

６ 成果品納入 

  業務終了時に、４（２）の各項目で示したドキュメントを以下の媒体で納入すること。 

   ・紙媒体（バインダー等で綴じ、本事業名を記載すること） ２部 

   ・CD 又は DVD（形式は MicrosoftOffice で表示・編集が可能なもの） １部 

  また、本業務の完了報告書（任意様式）に社印を押印のうえ、提出すること。 

なお、各フェーズで随時使用するドキュメントについては、発注者が指定する方法・形

式により納品すること。 

 

７ その他 

本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発

注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。その他、疑義が生じた場

合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 

 

８ 担当課 

我孫子市役所 総務部 情報政策課 

TEL 04-7185-0477 

FAX 04-7185-5863 

 


