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第１章 基本事項 

1.1 件名 

選挙システム整備 

 

1.2 目的 

本市では、選挙人名簿管理、期日前投票、不在者投票及び当日投票事務を円滑に行う

ため、ＮＥＣ社製のシステムを導入し、使用しているが、基幹システムの更新時期に合

わせた新たな選挙関連システム刷新を行う。 

選挙システムの開発・導入に当たっては、住民情報系システムとの連携による、年４

回の定時及び選挙時の選挙人名簿作成における登録作業の自動判定を前提とした、当日

投票システム、期日前投票システム、不在者投票管理機能及び国民投票管理機能等を含

むパッケージシステムの導入を基本とし、加えて、在外選挙人名簿管理システムの導入

により、業務の効率化を図る。 

 

1.3 構築期間 

 契約締結日の翌日から令和３年１２月３１日まで 

 

1.4 担当部署 

 我孫子市選挙管理委員会事務局 

 

1.5  システム対象業務 

1.5.1 システム対象業務 

①名簿管理システム 

住民情報系システムと連携した、自動判定による永久選挙人名簿及び投票人名簿の調

製並びにその他投票人等の管理、調製に伴う帳票の出力 

②期日前・不在者投票管理システム 

期日前投票事務における、バーコード受付機能や選挙人の受付年月日、時刻、投票受

付場所、投票事由を選挙ごとに管理 

また、請求区分・請求事由・不在者投票管理者・郵便等による不在者投票別投票情報

の管理機能 

③投票管理システム 

期日前投票システムより、選挙時は投票区別選挙人データ、国民投票時は投票区別投

票人データ等の作成及び区全体投票結果集計データ等の作成 

④在外投票人管理システム 

在外選挙人を管理する機能 

※詳細は、様式４「機能要件一覧・帳票要件一覧」に記載のとおりとする。 

 

1.5.2 対象業務基本データ 

①選挙人名簿登録者数 
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令和２年３月２日現在 １１１，９２３人（男５４，４１８人、女５７，５０５人） 

②投票所数 

期日前投票所数５カ所 

当日投票所数３５カ所 

 

1.6 導入費・運用保守費 

導入にあたって必要となるシステムの調達及び構築、ハードウェア等の調達、機器の

設定等のほか、導入後初回選挙における委託費用、運用開始日から５年間における法改

正や機能改善によるパッケージバージョンアップ費用、システム保守料等を含むこと。

なお、初回以降の選挙時にかかる経費は選挙時に都度契約とする。 

 

1.7 スケジュール 

主なスケジュールの目安は以下のとおりとする。 

・ 令和２年１１月         契約 

・ 令和２年１１月～令和３年１２月 システム導入、運用テスト 

・ 令和４年 １月         本稼働 

 

1.8 前提条件等 

①本仕様書に示す要件を全て満たすこと。なお、様式４「機能要件・帳票要件一覧」の

必須要件以外で実現できない要件がある場合は、当該要件及びその理由を様式５「事業

の課題に対する提案」に明記すること。 

②本使用書に特段の記載がない限り、関係法令及び本市の条例等に基づいた事務処理等

を想定すること。 

③本市が事務処理を行う上での各業務の状況や、その業務の特性を十分に考慮し、本市

の業務が滞りなく運営できる提案を行うこと。 

④業務要件に疑義が生じた場合は、原則、本市の解釈・判断に従うこと。 

⑤契約段階において、提案を受けた仕様要件について変更等があり得ること。 

⑥本市との十分な連絡体制を構築し、意思疎通に務めること。 

⑦本システムの構築は、パッケージソフトウェアを基本とする。 

⑧システムが必要とするソフトウェアは、本市が使用許諾ライセンスを保持するように

調達し、別途使用料は発生しないものとする。 

⑨システムの構築は、令和３年１２月３１日までに完了すること。 

⑩データの所有権は、本市が有するものとする。 

⑪経費の二重投資等を防止し、無駄のない経済的な構築を行うこと。 

⑫既存システムの運用に支障がないよう作業を行うこと。 

⑬本契約に関して、選挙管理委員会事務局が作業状況等の確認を求めた場合は速やかに

応じること。 

⑭仕様の内容の変更については、本市と受託者の協議のうえ決定する。 

⑮本市は、受託者に対し、データ等の管理状況及び業務の処理状況について、随時立入

検査し、必要な報告を求め、業務の処理に関して指示を与えることができる。 
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第２章 要求事項 

2.1 開発推進体制 

新システムの開発において、全体を統括する者をプロジェクトリーダとして指名する

こと。 

開発業務を正確かつ円滑に進めるため、1.5.1 のシステム対象業務の根拠法令等に基

づいて、選挙システムの設計、開発、導入、保守を経験している者を確保し、業務を遂

行すること。 

 

2.2 作業条件 

2.2.1  スケジュール管理 

受託者はスケジュールを作成し、作業管理を行うこと。 

 

2.2.2  現行事務運営の調査・分析 

現行の事務内容を調査し、課題の整理及び事務改善策の提案を行うこと。 

 

2.3 開発要件 

①ノンカスタマイズのパッケージソフトウェアを基本とするが、不足する機能のカスタ

マイズは可とする。ただし、カスタマイズ費用は見積に含むこと。 

②開発期間中に生じる法令改正、制度改正等については情報収集に努め、原則対応する

こと。 

③将来を見据え、法改正対応など拡張性の高いシステムとし、少なくとも１０年間の使

用に耐えうる性能であること。 

④開発及びテストに必要となる、機器、消耗品、通信、交通費等に係る費用については、

受託者の負担とする。 

 

2.4 テスト要件 

2.4.1 システムテスト 

本番と同規模のデータベース環境によりシステム設計を行い、他関連システムとのデ

ータ連携の整合性について十分な検証を行うこと。 

また、最低２回のシステムテストを実施し、システムの制度を検証の上、テストにお

いて問題が発生した場合は、その内容及び原因、解決策を明示した上で対応すること。 

2.4.2 運用テスト 

運用テストとして、本番を想定した一連の業務処理、障害対応及びその復旧作業等の

実施並びにバックアップやリカバリの確認等を市側が行うものとし、そのためのテスト

計画案の作成及び実施時のサポートを行うこと。 

 

2.5 連携要件 

①既存システムとの連携 

調達する選挙システムは、市の基幹システムの住民基本台帳情報データを正確に読み



- 4 - 
 

込むことができる機能を備えていること。ただし、市と別途調整が必要となるため、こ

のデータ取得に係る機能の設計、構築は、契約締結後の詳細設計時に行うこと。 

また、市は、住民情報系システム（住民基本台帳等）について、再構築を計画してお

り、現行システム（日本電気株式会社社製）は、令和３年１２月稼働終了予定してい

る。現行システムと新システムそれぞれに連携作業が発生するため、見積には、現行シ

ステム及び新システムにおける住民情報系システムとの調整及び連携構築についても含

めること。なお、連携に係り住民情報系システム管理業者に支払う費用が発生する場合

は協議を行うものとする。 

②データ更新 

既存システムのデータ取得は、以下の項目を最低限含むものとする。 

・住民基本台帳情報：定時登録時。選挙時は任意のタイミング。 

・対象：我孫子市民及び我孫子市から転出した人 

・項目：異動日、個人コード、氏名、生年月日、性別、住所  

③文字コード及び文字フォント 

 住民情報系システムの再構築予定のため、新ベンダーと協議の上、対応を行うこと。

対応に伴う費用についても見積に含めること。ただし、フォントに係るライセンス費用

については含めないこと。 

 

2.6 ハードウェア要件 

2.6.1 設置場所及び台数 

①サーバ及び無停電電源装置 

本庁舎サーバルーム 

②クライアント端末 

 ・管理用 ２台 

市役所選挙管理委員会事務局 

選挙事務全般（名簿管理・在外・期日前・当日など全て） 

 ・期日前投票受付用 １０台 

   内訳：本庁ロビー ２台 

      我孫子市南近隣センター ２台 

      あびこ市民プラザ ２台 

      湖北地区区民館 ２台 

      近隣センターふさの風 ２台 

 ・当日投票受付用 ３６台 

  各当日投票所 

   内訳：受付機 ３５台 

      予備機 １台 

③ＯｒａｃｌｅＤＢを使用する場合 

システムにＯｒａｃｌｅＤＢを使用する場合、市の仮想基盤で構築することはできま

せん。受託者が必要な物理サーバを導入し構築するための費用を別途積算してください。 
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2.6.2 市が提供する機器 

①サーバ及び無停電電源装置 

市で用意した仮想基盤（ＶＭｗａｒｅ）を利用すること。ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅ

ｒ２０１６及び２０１９までのＯＳライセンスについては本市所有のものを使用するた

め不要とする。ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒＯＳ以外を使用する場合は、ＶＭｗａｒｅ

上で運用可能なものとし、ライセンスに関する費用については、受託者にて負担するこ

と。 

②クライアント端末 

③ページプリンタ 

④ＵＳＢメモリ（当日投票用） 

 

2.6.3 受託者が調達する機器 

①バーコードタッチリーダ ４６式 

②ラベルプリンタ ７式 

 

2.6.4 システム機器の設置及びセットアップ作業 

市及び受託者が調達した各システム機器について、使用可能な状態に設置及びセット

アップ作業を行い、システムが正常に稼働するように対応すること。また、サーバと各

期日前投票所を結ぶ回線及び設定作業は市にて行うこととするが、システムが正常に稼

働するよう、受託者にて設定及び確認を行うこと。 

 

2.7 ソフトウェア要件 

2.7.1 システム用ソフトウェア 

システム構築にあたり、インストールが必要なミドルウェア等がある場合は、その費

用を見積額に含めること。 

 

2.7.2 その他ソフトウェア  

ウイルス対策ソフト等、システム稼働に必要なソフトウェア以外については、原則市

が用意することとする。 

 

2.8 システム機能要件 

選挙システムに要求する機能及び出力帳票は、別紙４「機能要件一覧・帳票要件一

覧」に記載のとおりとする。 

 

2.9 操作研修要件 

2.9.1 システム管理者向け操作研修 

 選挙管理委員会事務局向けにシステム管理者用の操作研修を実施すること。操作研修

においては、システム管理者用の運用マニュアルを作成の上、資料を事前に用意し、別

途編集できるデータにて提供すること。 

2.9.2 従事者向け操作研修 
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 期日前システム及び当日システムの操作方法を、端末を用いて実際に投票所で操作す

る従事者むけに説明すること。 

①期日前システム説明会 

システム構築後に到来する選挙において、選挙管理委員会事務局の指定する日（夕方

想定）に行うこと。また、操作マニュアル（画面のハードコピーが添付されたもの）を

用意すること。 

②当日システム説明会 

システム構築後に到来する選挙において、選挙管理委員会事務局の指定する日（午後

想定）に行うこと。対象者は約７０人。また、操作マニュアル（画面のハードコピーが

添付されたもの）を用意すること。 

 

2.10 保守・運用支援要件 

2.10.1 運用サポート 

 システム構築後、定時・選挙時登録及び各種選挙において、初回作業については、以

下の立ち合い等サポートを行うこと。また、システム稼働後、５年間に執行される選挙

においては、③～⑧の作業について、契約が可能な体制をとること。 

①定時登録（選挙人・市民投票資格者名簿の作成業務） 

②選挙時登録（選挙人名簿・入場整理券の作成業務） 

③期日前投票前日 

期日前システムの設置及び動作確認は、期日前投票所の設置日において、受託者立ち

合いのもの行うこととし、システムに不具合があった場合に、当日中に対応できる体制

をとること。 

④期日前投票初日 

・各投票所からの期日前システムの起動、操作等に関する問い合わせに対応すること。 

・パソコン、システム等に運用上の問題があった場合、修理等の相談対応をすること。 

・サポート対応については、午前８時からシステムが安定して運用されるようになる時

間までエンジニアが事務局室内にて待機して適宜対応すること。選挙管理委員会事務局

と協議し、安定したと判断された後は待機解除し、以降問題があった場合は電話対応を

すること。 

⑤期日前投票二日目以降から最終日まで 

・各投票所からの期日前システムの起動、操作等に関する問い合わせに電話対応するこ

と。 

・パソコン、システム等に運用上の問題があった場合、修理等の相談対応をすること。 

⑥期日前投票最終日 （期日前投票終了後） 

期日前投票最終日の期日前投票終了後、各種投票情報を含めた最新の選挙人情報を当

日システム用に作成し、３５投票所分のデータとして分割すること。また、分割データ

をＵＳＢメモリにそれぞれ保存すること。また、予備機１台についてもシステムのセッ

トアップを行うこと。 

⑦投票日当日 
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・各投票所からの当日投票システムの起動、操作等に関する問い合わせに対応するこ

と。 

・パソコン、システム等に運用上の問題があった場合、交換・修理等の相談対応をする

こと。また、パソコンの交換については選挙管理委員会事務局からの指示後、原則３０

分以内に行う体制をとること。 

・サポート対応については、午前６時３０分からシステムが安定して運用されるように

なる時間までエンジニアが事務局室内にて待機して適宜対応すること。選挙管理委員会

事務局と協議し、安定したと判断された後は待機解除し、以降問題があった場合は電話

対応をすること。 

⑧投票日以降 

当日投票受付後データの統合作業を行うこと。 

2.10.2 保守対応 

 システムが正常に稼働するよう、必要に応じて対応を行うこと。また、システムに障

害が発生した場合、速やかにその原因を特定し、復旧対応を行うこと。 

 リモート保守は、閉域網による接続及び十分なセキュリティ対策を実施する場合は可

とする。 

 

2.11 成果物要件 

 作業成果物として、以下のものを市に納品すること。 

①本システムに係るハードウェア・ソフトウェア（納品書及び保証書を含む） 

一式 

②システム設計書（基本・詳細） 

紙１部、電子１部 

③システム管理者向けマニュアル（名簿管理・在外含む） 

紙５部 、電子１部 

④利用者用マニュアル（期日前システム用） 

紙１００部 、電子１部 

⑤利用者用マニュアル（当日システム用） 

紙５０部 、電子１部 

⑥打ち合わせ協議書（議事録） 

紙１部、電子１部 

⑦テスト仕様書兼成績書 

紙１部、電子１部 

 

2.12 機密保護要件 

①我孫子市情報試案保全対策基本方針及び我孫子市個人情報保護条例を遵守すること。

（我孫子市ホームページを参照のこと） 

②本契約に関して、事故等が発生した場合は 直ちに本市に報告するとともに、 その責

任を明らかにすること。 また、遅滞なくその状況について書面をもって本市に提出し、

本市の指示に従いその解決に努めること。 
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③受託者は、本市が所有する情報媒体等を本業務の目的外に使用してはならない。 

④本業務の全部または主たる部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合はこの限りではない。
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第３章 提案依頼事項 

3.1 基本方針、開発推進体制 

3.1.1 基本方針 

新システムの果たす役割、市の課題解決にどのように寄与するかを記載すること。 

 

3.1.2 開発推進体制 

以下について説明すること。 

①プロジェクト体制、役割分担（各役割の責任者名を明記すること。） 

②プロジェクトリーダについて 

・氏名、年齢、職位、マネジメント経験年数、経験業種、経験システムの種類、経験

システム各種類の経験年数、プロジェクトマネジメントに関連する資格等 

・担当期間（例：開発中全期間、及び開発後も保守担当を担う等） 

・兼務の有無、及び兼務数 

③各技術者の経験業種・業務・年数・資格 

④進捗状況の管理、報告方法 

⑤その他、プロジェクトに関すること 

 

3.1.3 スケジュール 

仕様書を踏まえた上で、スケジュールの管理・報告方法について説明すること。 

 

3.2 システム開発・導入 

3.2.1 新システムの概要 

①本ＲＦＰにより導入する新システムの概要を説明すること。システムの主要点が分か

り、かつ導入するパッケージの優位な点が分かるような全体概要を任意様式により内容

記述をすること。（提案依頼書の５ページ１０．（４）を参照） 

②下記の画面コピーを添付し、人的ミスを防ぐ機能や作業効率化のための機能などで、

セールスポイントになる事項があれば記述すること。 

（１）システム全体のメニューを表示する画面 

（２）個人検索画面（選挙人） 

（３）投票受付入力画面（当日投票、期日前投票） 

（４）帳票出力指示画面 

（５）メモ・特記事項参照画面 

（６）失権者登録画面 

（７）マスタ管理画面 

（８）二重登録者管理入力画面 

（９）不在者投票管理画面 

 

3.2.2 システム機能 

①機能要求 
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様式４「機能要件一覧・帳票要件一覧」における機能要件一覧分において、「区分」の

欄に各機能の実現可否を記号で記入すること。 

パッケージに標準装備され且つ更に提案できる機能は「Ｓ」（提案依頼書の６ページを

参照）、パッケージに標準装備されている機能は「Ａ」、オプション機能が用意されてい

る場合は「Ｂ」、代替案や軽微なカスタマイズにて実現できる機能は「Ｃ」、アドオン、

大規模なカスタマイズが必要な機能は「Ｄ」、どのような手段を用いても実現ができない

機能については、「Ｅ」を記入すること。 

また、代替案や補足事項については、「備考」欄にも記載すること。 

②帳票要求 

様式４「機能要件一覧・帳票要件一覧」における帳票要件一覧分において、「区分」の

欄に各機能の実現可否を記号で記入すること。（帳票要件については、「Ｓ」なし） 

パッケージに標準装備されている機能は「Ａ」、オプション機能が用意されている場合

は「Ｂ」、代替案や軽微なカスタマイズにて実現できる機能は「Ｃ」、アドオン、大規模

なカスタマイズが必要な機能は「Ｄ」、どのような手段を用いても実現ができない機能に

ついては、「Ｅ」を記入すること。 

また、パッケージの標準機能で出力される帳票については、そのサンプルを別紙とし

て添付すること。パッケージの標準機能で対応できない帳票については、システムに記

録されている項目をそのまま出力するだけで、表計算ソフトやワープロソフトで容易に

加工できる場合は「ＣＳＶ対応」とし、ＣＳＶ対応ができない場合は、「カスタマイズ対

応」または「実現不可」とし、代替案や補足事項については、「備考」欄にも記載するこ

と。 

 

3.2.3 機器スペック、リソース、サーバＯＳ 

以下の事項について提案すること。 

・機器スペックやリソース及びその算定根拠 

・指定したサーバＯＳ以外を採用する場合には、採用の明確な理由 

 

3.2.4 文字コード、フォント 

選挙システムで利用できる文字コード、フォント及び住民情報系システムとの連携処

理時の外字対応について記述すること。 

 

3.2.5 テスト要件 

システムテスト及び運用テストについて、テスト環境、テスト内容等を説明すること。 

 

3.2.6 データ移行 

現行システムで管理しているデータの新システムへの移行について、方法、工程等を

提案すること（テストデータ・本番データの評価、テスト、検証、区または現行システ

ム会社側が行う作業等）。 

 

3.2.7 操作マニュアル、運用マニュアル 
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新システムに関する操作マニュアル、運用マニュアルについて提案してください。ま

た可能であれば、マニュアルのイメージ等も添付すること。操作マニュアル、運用マニ

ュアルのほかにシステム解説ドキュメントを提供する場合は、その概要についても記述

すること。 

 

3.2.8 導入時操作研修 

操作研修内容、期間、方法等を提案すること。 

 

3.2.9 導入初期オンサイト対応 

導入初期オンサイト対応について説明すること。 

 

3.3 システム運用、将来性 

3.3.1 システム運用保守 

①運用保守体制・方針について説明すること。 

②システムに障害が発生した場合の復旧想定時間を、主な障害要因別に説明すること。 

 

3.3.2 カスタマイズ対応 

 本市の要望・意見に対する提案パッケージ強化方針について記載すること。 

 

3.3.3 法改正対応 

 システム導入後の、法改正に対する提案システムの対応方針・状況を記載すること 

 

3.3.4 ＯＳ・ミドルウェア等のライフサイクル対応 

今後想定される、ＯＳや採用しているデータベースソフト等サポート終息への対応に

ついて記載すること。その際費用が発生する場合にはおおよそ想定される金額を記載す

ること。 

 

3.3.5 共通投票所対応 

 将来的な共通投票所導入に向けて、共通投票所に対する考え方を記載すること。 
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第４章 契約事項 

4.1 契約形態 

○選挙事務支援システム構築業務 

①システム機器の選定及びシステム設計 

②現行システムデータ移行(取り込み)  

③システム機器の設定  

④操作説明、研修の実施  

⑤その他、システムの導入に必要な業務 

⑥システムソフト保守及びサポート 

⑦運用支援 

⑧技術支援 

⑨その他、システム運用に必要な業務  

  

なお、選挙時にかかる以下の業務については、受託者と別途契約します。 

○選挙時業務 

①システムソフト運用・保守及びサポート  

②技術支援委託等  

③その他、システム運用に必要な業務 

 

4.2 検収 

構築業務完了後に、当市により、テスト計画書に基づいて運用テストを実施し、その

テストに合格したことをもって、業務完了とする。 

 

4.3 支払条件 

履行確認後、ファイナンスリース会社から一括で支払われる。 

 

4.4 瑕疵担保責任期間 

受託者が、瑕疵に対して保証を行う必要のある期間（以下、「瑕疵担保責任期間」と

いう。）は以下のとおり設定する。 

4.4.1  瑕疵担保期間は検収終了後、１年間とする。但し、重大な瑕疵が発見された場

合は、１０年間とする。 

 

4.4.2  瑕疵担保期間に発生したバグを、期間内に是正できない場合は、保証期間経過

後においても対応すること。 

 

4.4.3 瑕疵担保期間中に発生した瑕疵と全く同じ原因で瑕疵担保期間経過後に同様の

事象が再発した場合は、受託者の責任で対応すること。 

 

4.4.4  バグ対応により、瑕疵担保期間経過後に２次障害が発生した場合は、受託者の
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責任で対応すること。 

 

4.5 守秘義務 

守秘義務契約書に定めるとおり。 

 

4.6  関係法令の準拠 

システム構築業務委託にあたり、以下に記載する関連法令に準拠し、市における取扱

い等に適合すること。 

①我孫子市個人情報保護条例 

②我孫子市暴力団排除条例 

③公職選挙法 

④公職選挙法施行令 

⑤我孫子市市民投票条例（外国人含む） 
⑥我孫子市市民投票条例施行規則 

⑦住民基本台帳法 

⑧日本国憲法の改正手続に関する法律 

⑨日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 

⑩検察審査会法 

⑪裁判員法 

⑫地方自治法 

 

4.7 第三者委託 

本業務を再委託する場合、事前に再委託の内容及び再委託先を提示し、市の承認を得

ることとする。再委託の範囲は、受託者が責任を果たせる範囲のみとし、再委託先に問

題が生じた場合は、受託者の責任において解決すること。 

なお、業務の全部または主要部分を一括して第三者に委託することはできない。 

 


