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１ 背景と目的 

吹田市災害時要援護者避難支援システムは、平成 25 年の災害対策基本法改正による避難

行動要支援者名簿（以下、「要援護者名簿」という）の作成義務化に伴い、本市情報政策室

が所管する共通基盤システムのサブシステムとして稼働を開始し、運用を行っているもの

である。 

 現行システムの運用においては、入力した要援護者名簿データの更新や出力等のオペレ

ーション実行時に、都度、情報政策室を介して処理を行う必要があるため、名簿が保有する

住民基本台帳、障がい等級、介護保険等の各種基本情報（以下、「住基情報等」という）の

更新が、作業工程における負担から年２回を限度とするなど、データの最新性維持や即時

的・弾力的な運用が難しいシステムとなっている。さらに、出力したデータを名簿化し、印

刷可能な状態に加工するまでには、リレーショナルデータベースによる手作業が長時間に

わたり発生するほか、当該作業は特定の職員による属人的な作業となるなど、複数の課題が

存在する。 

 また、令和３年の災害対策基本法改正により、個別避難計画作成が各市町村の努力義務と

なったことから、今後、市町村においては要援護名簿作成及びその運用だけでなく、災害時

要援護者の避難支援を進めるための個別避難計画の作成支援や管理、安否確認などの取組

を進めるための地図情報やハザード情報を含めた地域解析など、複合的な作業が必要とな

る。同時に、これらの各種情報は行政内部だけでなく自主防災組織をはじめとする地域支援

組織においても幅広く活用していく必要があることなどを踏まえた総合的な避難支援シス

テムを構築することが強く求められている。 

 こうした背景の中、質の高い要援護者名簿作成機能や電子地図機能（以下、「GIS」とい

う）などを実装する新たな吹田市災害時要援護者避難支援システム（以下、「新システム」

という）構築により、現行運用の課題を解決するとともに、従来以上に実効性の高い災害時

要援護者避難支援業務及び担当職員の業務負担軽減を実現することを目的とする。 
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２ 業務の概要 

（１） 業務名 

吹田市災害時要援護者避難支援システム再構築業務（以下、「本業務」という） 

 

（２） 適用範囲 

 吹田市災害時要援護者避難支援システム再構築業務仕様書（以下、「本仕様書」という）

は、吹田市（以下、「発注者」という）が調達する新システムの再構築業務に係る仕様を定

めたものであり、契約締結事業者（以下、「受注者」という）はこれに基づき、業務を行う

ものとする。 

 

（３） 業務の実施方針 

 本業務の実施方針は以下のとおりとする。 

  ア サービスレベルの向上 

     新システムは、現行システムのサービスレベルを上回るものとし、同時に現行運 

用で発生している各種の課題を解決するものとする。 

なお、新システムは原則としてパッケージソフトによる導入とし、カスタマイズ 

については、必要最小限に留めることを前提とする。 

  イ 運用業務の効率化の実現 

     現行運用において発生している手作業などのシステム外業務を廃止し、新シス 

テムにおいて一元管理することで、本市職員の運用負荷を軽減し、効率的な運用 

を実施するための運用環境を実現する。 

  ウ 共通基盤システムの利活用 

     新システムの構築と維持管理にかかるコストやセキュリティなどの観点から全 

庁的に利用が推奨される共通基盤システムを利活用することとする。 

 

（４） 業務内容 

 要援護者避難支援に関連する現行システムの運用内容及びリレーショナルデータベース

による一連の作業をパッケージソフト等により再構築及び稼働させることとする。 

 具体的な作業内容は以下を想定している。 

ア 新システムの要件定義、設計、開発（カスタマイズを含む）、テスト、システム移 

行、ユーザ研修、その他新システムの稼働、運用にあたり必要な作業 

イ 新システムのパッケージソフトやパッケージソフトを稼働させるために必要とな 

るソフトウェア、ミドルウェアの提供、設定 

ウ 本業務で調達予定の電子地図に必要となる住宅地図等の配布用ライセンスの調達 

エ 本業務の運用にあたり必要となる機器（スキャナ・カラープリンタ）の調達 
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（５） 適用法規 

 本業務の受注者は、本仕様書に定めるもののほか、以下の各号に掲げる各種法令・規定等

に準拠して実施しなければならない。 

 なお、法令等は本仕様書を補完するものであり、内容が相違する場合は、本仕様書の内容

を優先することを原則とする。 

ア 測量法同施行令、同施行規則（昭和 24 年 建設省法律第 188 号） 

イ 作業規程の準則（平成 20 年 3 月 31 日 国土交通省告示第 413 号） 

ウ 吹田市個人情報保護条例（平成 14 年 吹田市条例第 7 号） 

エ 吹田市財務規則（昭和 40 年吹田市規則第 3 号） 

オ 吹田市共通基盤システムの活用方針 ９版（平成 31 年 4 月） 

カ 統合型 GIS 利活用ガイドライン 第 1 版（令和元年 5 月 17 日） 

キ 地理空間情報の取扱基準 第 1 版（令和元年 5 月 17 日） 

ク その他関係法令、規則及び通達等 

 

（６） 履行期間 

 契約締結日から令和５年 3 月 31 日までとする。 

 本期間は新システム構築に係る期間のみを指す。システム運用・保守については、別途契

約締結のうえ実施する予定であることに留意し、受注者は少なくとも稼働後 5 年以上の運

用保守契約が締結できる体制を確保しておくこと。 

 

（７） 導入スケジュール（案） 

 新システムは令和 5 年 4 月 1 日から運用開始とする。 

 別紙１「新システム構築スケジュール（案）」に運用開始までの導入スケジュール（案）

を示す。詳細なスケジュールについては、契約締結後に受注者が早急に作成し、発注者と協

議のうえ決定するものとする。 

 

（８） 履行場所 

  ア 吹田市役所（吹田市泉町１丁目３番４０号）内 

イ 受注者の開発拠点内 

ウ その他、本市が指定する場所 

 

（９） 共通基盤の利活用 

 新システムは、その構築と維持管理にかかるコスト抑制や強固なセキュリティ対策のた

め、本市共通基盤システムを利活用する。利活用にあたっては、別紙２「吹田市基幹系シス

テム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」を踏まえ、技術的な細部については、

「共通基盤利用ガイドライン」（契約締結後に提供）を参照すること。 

また、共通基盤システムベンダとの作業分担及び費用分担については、別紙３「共通基盤
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システム活用に向けた主な作業分担_第 1.0 版」及び別紙４「共通基盤システム活用に向け

た主な費用分担_第 1.1 版」を参照すること。共通基盤機能（システム監視、ジョブ管理、

セキュリティ管理、バックアップ・リストア、ログ管理、外字配信、共通印刷、時刻同期、

認証・ポータル、文字情報）については、契約締結後に共通基盤システムベンダと利用可否

を決定する。 

なお、認証・ポータルについてはセキュリティに関する部分のため、別紙２「吹田市基幹

系システム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」には概念的な内容のみの記載と

なっている。これを補足するため、「吹田市基幹系システム再構築業務-活用方針・補足（認

証・ポータル）」を情報政策室事務室内に限り紙媒体で公開しており、入札参加表明後、閲

覧可能となる。 

 

（１０） 成果物の提出 

 受注者は、本業務の各工程において、発注者が指定する期日までに以下の成果物を発注者

に提出するものとする。 

工 程 成果物 記載内容、構成例 工程完了条件 

実施計画 ・業務実施計画書 

・業務着手届 

・体制図 

・業務遂行上の各工程におけ

る作業概要、体制、スケジュ

ール（WBS）、進捗管理方法等 

本工程における提出

書類の発注者による

承認 

要件定義 ・要件定義書 

・打合せ等の議事

録 

・システム要件の整理結果 

・実装機能をパッケージ標準

またはカスタマイズで実現す

るかの識別明示 

・機能別業務フローの提示等 

本工程における提出

書類の発注者による

承認 

本工程で発生した課

題の解消 

設計 ・外部設計書 

・内部設計書 

・システム機能一覧、帳票一

覧、画面・帳票レイアウト、画

面・帳票・バッチ処理の入出

力などの外部設計の提示等 

・画面・帳票・バッチ処理等

の内部設計の概要の提示 

各工程における提出

書類の発注者による

承認 

各工程までに発生し

た課題の解消 

製造 ・カスタマイズプ

ログラム 

カスタマイズの概要の提示 

テスト ・テスト結果報告

書 

・単体テスト、結合テストの

実施結果 

・総合テストの実施内容、テ

スト消化件数、不具合件数、

不具合対応状況等 
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移行 ・移行計画書 

・移行テスト結果

報告書 

・移行結果報告書 

・移行に関する計画 

・移行テストの実施内容、テ

スト消化件数、不具合件数、

不具合対応状況等 

・移行作業結果報告（移行後

の検証結果等） 

研修 ・操作マニュアル ・関係職員への操作習熟研修 

・業務フローに合わせた操作

の詳細、トラブルシューティ

ング等 

発注者による研修結

果の承認 

業務完了時 ・災害時要援護者

避難支援システム 

・業務完了報告書 

・端末設定手順書 

・パッケージ、カスタマイズ

プログラムを含めた災害時要

援護者避難支援システムソフ

トウェアの引渡し 

・各工程における作業結果、

品質に関する報告等 

システムソフトウェ

アの発注者による承

認 

本工程における提出

書類の発注者による

承認 

その他 ・進捗報告書、中間

報告書 

（発注者より提出

依頼を行った場

合） 

・各時点における進捗状況等

の提示 

－ 

 ・課題管理表 ・業務遂行中に発生する課題

の状況、対応の状況、対応結

果等 

－ 
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３ 業務実施体制 

（１） 業務実施体制の確保及び安全管理 

 受注者は、発注者が指定する納期までに本業務を完了するために必要となる工数、人員そ

の他責任体制などを確保し、適切に業務を遂行することとする。 

 また、受注者は、本業務の遂行にあたり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守し、常に安全管理に必要な措

置を講じ、労働災害の発生防止に努めること。 

 

（２） 実施計画 

 受注者は契約締結後、速やかに先に示した導入スケジュール（案）をベースとして詳細な

「業務実施計画書」を作成したうえで発注者と協議を行い、スケジュール及び実施計画を確

定させること。 

 実施計画書は作業全体の工程、各工程の詳細内容が確認できる構成であり、かつ本仕様書

の内容を踏襲し、円滑な作業及び導入が行える計画であることとする。 

 

（３） 進捗・課題管理及び関係各所との調整 

 ア 進捗・課題管理 

     本業務の進捗状況について、会議体または書面により、少なくとも月に１回以上 

進捗状況報告を行うこと。現況及び諸課題、懸案事項を明記した報告書（様式任意） 

とし、本市が進捗管理上の課題を逸することがないように支援できるものである 

こととする。 

なお、会議体での実施の場合は、受注者にて資料を必要部数用意し、会議終了後 

は速やかに議事録を作成し、提出すること。 

 イ リスク管理 

    新システムの開発期において、今後の問題となりそうなリスクを洗い出し、その 

対応策とともに報告する。 

ウ 関係各所との調整 

    新システムの構築・運用に関わる現行システム運用ベンダ、共通基盤システム運 

用ベンダ並びに本市担当職員、関連室課職員等の関係各所と必要に応じて連携し 

て本業務を遂行すること。 

関係各所との調整にあたっては、契約締結後に提供する「吹田市基幹系システム 

構築保守に関するコミュニケーションルール」に則り、適切に実施すること。 

 

（４） プロジェクトチームの構成 

 本業務の受注者は、本業務の実施にあたり、プロジェクトリーダ及びメンバーを選任・配

置し、プロジェクトチームを構成することとする。 
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 チームを構成するプロジェクトリーダ及びメンバーは、新システムの重要性及び各工程

における作業を主体的かつ円滑に遂行する能力と経験を有する者を配置すること。 

プロジェクトリーダの主な役割とメンバーの配置について、以下に示す。 

  ア プロジェクトリーダ 

     プロジェクトマネージャ資格またはプロジェクトマネジメントプロフェッショ 

ナル（ＰＭＰ）資格を有する者を配置することとし、本業務の品質及び進捗の管理 

をはじめ、プロジェクト全体を統括する役割を担う。プロジェクトリーダは、常時、 

本市担当職員と連携し、円滑な業務実施に努めること。また、業務遂行上の課題が 

発生した場合には、プロジェクトリーダが主体となって、課題解決に努めることと 

する。 

 イ メンバーの配置 

     本業務の実施にあたり、要件定義、設計、製造、データ移行、テスト等の各フェ 

ーズにおいて円滑な業務実施に必要となるメンバーを選任・配置すること。必要に 

応じて、業務リーダを定めるなど適切な体制確保に努めること。 

 

（５） 責任体制の明確化 

 プロジェクトリーダをはじめとするプロジェクトチームの各構成員の役割・責任範囲を

明確にし、「業務実施計画書」に明記すること。 

 

（６） 品質及び環境対策 

 本業務にて作成した電子データ及び新システムの品質を確保したうえで、環境に配慮し

た作業を行うこと。同時に、個人情報を含む情報の機密性・完全性・可用性を担保し、一定

水準以上の対策を講じるため、受注者は以下の各認証を取得しているものとする。 

ア 品質マネジメントシステム（ISO 9001） 

イ 環境マネジメントシステム（ISO 14001） 

ウ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001） 

エ プライバシーマーク 
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４ システム構築 

（１） システム構築の基本事項 

 新システムでは、要援護者名簿の台帳データベースや自治会・自主防災組織・民生委員等

の支援者（以下、「支援者」という）マスタデータ管理機能に加え、各種避難支援機能（災

害時安否状況確認リスト、個別避難計画作成等）の機能を実装する。 

また、要援護者・支援者・緊急連絡人や避難所・ハザードの状況などを視覚的・網羅的に

把握するため、GIS 機能も併せて実装するものとする。 

なお、新システムは本市共通基盤上に割り当てられる仮想サーバ上に構築するものとし、

共通基盤システム内の統合データベース（以下、「統合 DB」という）が保有する住基情報

等を継続的に取り込むことで最新情報の保持を実現するものとする。 

（２） システム利用規模 

 発注者が想定するシステムの利用規模を以下に示す。 

 ただし、下記数値はあくまでも概数であり、種々の要因により変動することがあることに

留意すること。 

 ア 利用室課 

利用室課 利用範囲 

福祉総務室 管理者（閲覧・更新等を含む） 

高齢福祉室 閲覧のみ 

障がい福祉室 閲覧のみ 

生活福祉室 閲覧のみ 

 

 イ 要援護者名簿登載候補者数 

区 分 件数（件） 

支援必要（同意） 13,000 

支援必要（不同意） 1,000 

支援不要 16,500 

未確認（回答なし等） 8,500 

 

 ウ 支援者数 

区 分 件数（件） 

自治会・自主防災組織   550 

民生児童委員   550 

（３） 機能要件 

 新システムの運用にあたり必要とする機能要件を別紙７「システム機能要件一覧表」に記

載する。これに基づき、受注者と発注者は協議を行い、新システムの基本機能を実装するも

のとする。 
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また、新システムの構築・運用にあたり、発注者と受注者間で認識の齟齬を可能な限り発

生させないために、画面や帳票のレイアウトイメージを別紙８「画面レイアウトイメージ一

覧（案）」及び別紙９「帳票レイアウトイメージ一覧（案）」に示す。 

ただし、これらの画面・帳票レイアウトイメージについては、あくまでも本仕様書作成時

点での想定であり、変更の可能性があることに留意すること。詳細な設計については、要件

定義で協議のうえ決定する。 

新システムで求める要件のうち、特筆すべき要件を以下に示す。 

 ア 要援護者名簿台帳作成・管理機能 

   要援護者の氏名・宛名番号・生年月日・郵便番号・住所・性別・連絡先・名簿登載事 

由・自治会（自主防災組織）名称・支援者情報（民生委員等）・緊急連絡先・同意区分・ 

備考、その他要援護者支援業務に必要となる項目を管理できる台帳機能を備えている 

ものであること。 

 （ア）データ連携・取込 

    要援護者名簿登載候補者について、関係室課が保有する住基情報等を、共通基盤シ 

ステムの統合 DB を介して取込を行い、要援護者個人台帳の作成・管理を行えるよう 

にする。取込データは要援護者個人の台帳画面にプリセットすることを基本とする。 

共通基盤システムとの連携要件については後述の「（６） 連携要件」に記載する。 

主な連携対象項目は以下の各システムが保有する項目となる。連携の詳細につい 

ては要件定義で協議のうえ決定することとする。 

項 目 連携対象システム 

住民登録（外）者基本情報 住民情報システム 

障がい等級情報など 障がい者福祉システム 

要介護認定情報など 介護保険システム 

生活保護受給情報など 生活保護システム 

   また、取り込んだ住基情報等については、GIS 上に位置情報をプロットする際に 

も活用する。 

（イ）個人台帳管理画面設定 

   別紙８「画面レイアウトイメージ一覧（案）」を参考に、個人台帳管理画面を 

設計する。画面構成及び入力項目・入力方式等の詳細は、要件定義で協議のうえ決 

定する。 

   参考として、入力の概要を以下に示す。 

  〈入力項目〉 

入力項目 項目数 

要援護者基本情報 約 40 項目 

要援護者区分情報 約 60 項目 

緊急連絡先情報 約 20 項目×２か所 
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医療情報 約 20 項目 

支援者、避難所情報 約 50 項目 

申請者（代理人）情報 約 30 項目 

個別避難計画関連情報 約 15 項目 

任意入力情報（その他情報） 約 20 項目 

  〈入力方式〉 

  文字列型、整数型、浮動小数点型、入力不可型（自動連携項目）、チェックボック 

ス型、ラジオボタン型、ドロップダウン選択型、カレンダー型、複数入力型 等 

 

 イ GIS 地図機能 

   地図機能は住宅地図データをベースとする。そこに共通基盤システムを介して取得 

した住所情報をもとに要援護者・支援者・緊急連絡人等の位置情報データを作成・表 

示を行う。また、ハザードマップや避難所の位置情報などの各種データを必要に応じ 

てレイヤできるものとするとともに、位置情報データの分析・表示、印刷などの機能 

を備え、災害時要援護者支援の取組に利活用できるものとすること。 

なお、特筆すべき要件を以下に示す。 

 （ア）住宅地図データ調達 

    受注者において、株式会社ゼンリンの提供またはそれと同等の情報量を備える住 

宅地図を調達すること。 

 株式会社ゼンリンから配布用ライセンスを購入する場合は、以下の条件以上で調 

達を行うこととする。 

項 目 内 容 

エンドユーザ 吹田市福祉部福祉総務室 

新規・更新区分 新規 

利用地図 Zmap-TownⅡ吹田市最新版 

利用地図の所有者の有無 エンドユーザが保有 

利用範囲 吹田市全域 

配付目的 災害時要援護者支援のため 

利用形態 紙媒体で利用 

配付先 地域支援組織（自主防災組織・自治会・民生児童

委員）など 

カット数・サイズ・数量 約 3,000 カット、A4 サイズ、各 1 枚 

年間総利用枚数 約 3,000 枚 

表札名称有無 有（番地まで要） 

その他、不明点については発注者に確認のこと。 
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（イ）関連 GIS データ作成 

    受注者において調達した住宅地図データをベースとし、災害時要援護者関連情報 

として、GIS で運用する次のデータを作成するものとする。 

 

A 住基ポイントデータ 

住民基本台帳データについて、住所情報と住宅地図の住所辞書と照合し、アドレ 

スマッチングにより位置情報データを自動発生させ、ポイントデータを作成するも 

のとする。マッチング精度については、市と協議のうえその精度を決定し、マッチ 

ングしないものは、不一致リストとして発注者に報告・確認し、その回答に基づい 

て、入力・修正を行うものとする。 

 また、位置情報が同一マンション上などで重複する場合でもポイントできること 

が求められる。これについて、パッケージ標準機能で対応できない場合は、カスタ 

マイズによる対応も可能とするが、詳細については要件定義の中で決定することと 

なるため、あらかじめ受注者においてカスタマイズの方針を定めたうえで、経費に 

ついても本業務の範囲内に含めて見込んでおくこと。 

なお、要援護者の位置情報については、現行システムで運用中のデータを Shape  

形式等のデータ形式で提供する。そのデータと、アドレスマッチングにより作成し 

たデータとの整合確認を行うこと。 

 

B 各種情報（区域図、ハザードエリア情報、避難所情報等）の表示 

 町丁別の区域図（約 200 区域）、自治会別の区域図（約 550 区域）、民生委員別の 

区域図（約 550 区域）及びハザードエリア情報、避難所情報その他災害時要援護者 

支援の取組に必要な位置情報を地図上に表示できるようにデータ作成すること。作 

成に当たり、発注者が保有し、かつ提供できる情報については提供するが、一部の 

情報については紙媒体での提供となる場合があることに留意すること。 

 作成したデータは地図上にレイヤして、視覚的・網羅的に確認できるようにする 

こと。 

 

C 経路検索機能 

 主として、個別避難計画の作成のために経路検索機能を導入する。 

 任意に指定する２点間の経路検索ができ、かつハザードエリア情報などをレイヤ 

した場合には、当該エリアを回避した迂回経路を探索できるものであることが求め 

られる。 

 また、高低差（階段など）に配慮した経路検索が行えるものが望ましい。 

 経路検索に使用する経路データについては、インターネット上で公開されている 

オープンストリートマップを利用するなど受注者にて調達のうえ、GIS 上に搭載、 

設定を行うものとする。 
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 ウ 災害時安否状況確認リスト作成機能 

   災害時における安否確認作業を前提に、行政内部、地域、担当民生委員ごとに安否状 

況確認リストを自動で作成・出力する機能を有していること。 

 当該リストには、個人台帳で保有する情報のうち発注者が必要とする項目を出力で 

きるようにレイアウトすること。項目の詳細は、要件定義で協議のうえ決定する。 

 

 エ 個別避難計画作成支援機能 

   個人台帳に保有する各種の情報に基づき、個別避難計画を作成し、帳票出力が行える 

こと。出力する帳票には、個人台帳保有情報のほか、地図情報及び自由記入欄を設けた 

レイアウトとする。 

  個別避難計画の帳票イメージは別紙９「帳票レイアウトイメージ一覧（案）」のと 

おり。 

ただし、帳票イメージについては、あくまでも本仕様書作成時点での想定であり、 

変更の可能性があることに留意すること。 

 

 オ 任意データ抽出機能 

   新システム内に格納されている全てのデータから、利用者がデータ項目で選択し、任 

意の条件で抽出する。生年月日や町丁番地名をはじめ、要援護者名簿登載要件、地域支 

援組織、利用避難所や担当民生委員など複数の条件を選択して抽出が可能である必要 

がある。 

また、抽出目的は多岐にわたり、目的に合わせて二次加工を行い利用することがある 

ため、Excel や CSV などの形式で抽出できること。 

 

 カ 各種マスタデータ管理 

   先述の各種要件等を実現するため、各種項目のマスタデータ管理を行う。新システム 

では、マスタデータを管理する機能が求められる。 

 管理する項目の詳細は要件定義で協議のうえ決定する。 

 

（４） 帳票要件 

 別紙９「帳票レイアウトイメージ一覧（案）」に発注者が必要とする帳票要件及び出力イ

メージを示している。これに基づき、受注者と発注者は協議を行い、新システムの帳票レイ

アウトを設定するものとする。 

 

（５） 非機能要件 

 ア セキュリティ要件 

   受注者は、新システム運用におけるセキュリティ上の脅威を分析し、必要なセキュリ 
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ティ対策を講じること。また、別紙５「セキュリティ要件一覧表」記載のセキュリティ 

要件を満たすこと。 

 

 イ 拡張性要件 

   将来的な機能追加などを可能な限り容易に行えるようにするため、一般に広く利用 

されている標準的な技術を利用し、拡張性を保つこと。また、仮想環境におけるリソー 

ス追加への対応が問題なく行えるものであること。 

 

 ウ ログイン要件 

   新システムへのログインには、共通基盤システムが提供する認証・ポータル機能の利 

用を必須とし、以下の要件を満たすこと。 

 （ア）ユーザ ID 付与 

    新システムにログインするユーザ ID を職員各人に付与する。情報処理状況を明確 

にするため、原則共有 ID は使用しないこと。 

（イ）ユーザ ID 管理 

    付与したユーザ ID は共通基盤システムで一元管理する。ただし、新システム内の 

操作権限は新システムにおいて管理を行う。そのため、新システムでは共通基盤シス 

テム上の ID 情報と紐づいた権限情報を保持すること。 

（ウ）ログイン手順 

    ユーザは共通基盤システムのポータル画面から共通基盤システムにログインした 

うえで、新システムへログインを行うが、複数回のログイン作業を回避するためシン 

グルサインオンにより入力負担を軽減すること。 

 （エ）機能制限 

    共通基盤システムのポータル画面にはすべての業務システムへのリンクが表示さ 

れる。新システムのログイン権限を付与されていない市職員がログインしようとし 

た際には新システムのログインチェックにより排除できること。 

 （オ）セキュリティ対策 

    共通基盤システムが提示するなりすまし対策機能を実装すること。別紙２「吹田市 

基幹系システム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」を参照し、対応する 

ための工数を見込んでおくこと。 

 

 エ 操作ログ要件 

   新システムでは、適正な運用の維持管理を行うため、操作ログを取得する。取得にあ 

たっては、以下の要件を満たすこと。 

（ア）システム操作状況把握のために必要な情報（ユーザ ID、ユーザ氏名、ログイン履 

歴、更新処理履歴等）を記録し、管理者権限を有する職員により、随時確認できる 

こと。記録及び確認ができる項目は、可能な限り詳細なものであることが望ましい。 
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（イ） 万一、個人情報の漏洩が起きた際に調査を行える仕組みの整備は、共通基盤シス 

テムベンダの作業となるが、新システム上における調査の仕組みは受注者側で整 

えておく必要がある。 

 

オ データ移行要件 

  新システムに、現行システム及び業務所管室内共有フォルダが保有するデータを移 

行する。その際、以下の要件を満たすこと。 

 （ア）移行計画書 

 受注者は、移行作業への着手にあたり、スケジュールや作業内容、役割分担を明確に 

する移行計画書を作成し、事前に発注者の承認を得たうえで移行作業を実施すること。 

その際、抽出する現行システムデータの項目や移行先、データ凍結のタイミングなどを 

事前に十分に打合せを行い、発生しうる課題についての対応を検討しておくなどして、 

認識の齟齬が発生しないよう十分に留意すること。 

（イ）移行実施 

   受注者は新システムに現行システムから抽出したデータを移行すること。現行シス 

テム側から出力するデータは CSV 形式とし、抽出したデータの現行システム側でのデ 

ータ移行前処理は一切行わないため、受注者は必要に応じて、移行用プログラムなどを 

作成し、データ移行を実施すること。 

 また、移行データについては、テスト用として令和 4 年 8 月時点の抽出データを、 

本番用として令和 5 年 2 月時点の抽出データを提供する。 

 なお、現行システムが保有するデータのほか、業務所管室内共有フォルダにおいて管 

理している各種のデータ（表計算ソフト、リレーショナルデータベース等）についても、 

新システムに移行する必要があると発注者が判断したものについては移行対象とする 

こと。 

 （ウ）移行検証 

   受注者は、移行データが正しく移行できているかどうか、現行システムのデータと比 

較し、検証を行うこと。発注者職員による確認作業が必要な場合には、事前に受注者に 

より確認対象の特定や確認方法の明示などの諸条件を整え、職員の作業負荷を極小化 

したうえで実施すること。 

 （エ）その他 

   新システム稼働後、パッケージソフトのバージョンアップや OS 更新などが行われる 

場合には、データ及びその他の資産が当該作業により遺失されないように実施するこ 

と。 

 

 カ サーバ要件 

   新システムは以下のサーバ要件を満たすこと。詳細は、別紙２「吹田市基幹系システ 

ム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」を参照すること。 
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（ア）サーバ統合化 

  新システムは、物理サーバを構築せず、共通基盤システムから提供される統合ハード 

ウェア上の仮想サーバを利用する。利用にあたっては別紙６「サーバ統合化に係る特記 

事項」に従うこと。 

 （イ）サーバ構築における役割分担 

   サーバ構築にあたっては、主として共通基盤システムベンダがハードウェア環境及 

び仮想化基盤の構築から OS の切り出しまでを行い、以後の新システム環境（OS、ミ 

ドルウェア、パッケージソフトなど）構築を受注者が行う。ただし、OS をはじめ共通 

部分の作業については、関係者間で共同で行う場合がある。 

 また、契約締結後、共通基盤ベンダとハードウェアスペックの詳細な仕様を決定する。 

仕様決定後、引き渡しまでに概ね 1.5 か月から２か月の期間が必要となることに留意す 

ること。 

（ウ）サーバスペック 

   サーバ構築にあたっては、ハードウェアスペックが肥大化しすぎないようなシステ 

ム設計とすること。想定を大幅に超えるハードウェアスペックを必要とする場合には、 

超過部分について、受注者の費用負担により増強する必要があることに留意すること。 

 

キ クライアント要件 

  新システムは、発注者が所有する既存のシンクライアント端末及び FAT 端末で稼働さ 

せる。両端末で問題なく動作するとともに以下のクライアント要件を満たすことが必須 

となる。詳細については、別紙２「吹田市基幹系システム再構築業務共通基盤システムの 

活用方針_９版」を参照すること。 

 （ア）端末概要 

本市のシンクライアントは WindowsPC から仮想クライアントにログインする方式 

を採用しており、現行クライアントの OS である Windows 10 Pro（64bit）に対応でき 

るものであることとする。また、FAT 端末についても Windows 10 Pro（64bit）に対応 

できるものであること。 

 （イ）端末設定作業 

   端末設定作業は、受注者の役割とする。端末にはセキュリティに関して、グループポ 

リシーによる制限が適用されている。統合運用ベンダなどと協力し、システムを稼働さ 

せること。 

 また、端末への設定については、利用室課により利用範囲が異なる。福祉総務室は管 

理者かつユーザとして設定を行い、データ更新などの作業を行う主体として新システ 

ムを運用する。高齢福祉室、障がい福祉室及び生活福祉室では、関連室課として福祉総 

務室が運用する新システムのデータ閲覧が可能な設定を行うこと。両設定ともに手順 

書を作成し、発注者へ提示すること。 
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 （ウ）クライアント端末更新 

   端末とオンライン用プリンタは本市情報政策室が基幹系システム全体でまとめて調 

達し、概ね５年で更新する。更新時には、その時点で動作保証ができている最新の OS 

やブラウザを導入する。更新時の動作確認などに伴う作業については、別途締結予定の 

運用保守契約の範囲内で行うこと。 

 （エ）開発用端末 

   開発用端末は原則として受注者が持ち込む（発注者側では準備しない）こととし、使 

用する 2 週間前までに本市情報政策室に預けて、本市がセキュリティに関して設定を 

行った端末のみを使用すること。使用後は端末のデータを消去し発注者の了承を得た 

うえで撤収すること。 

 

ク 機器の調達 

  新システムでは、業務の一部で活用するための機器が必要となる。受注者は新システム 

の稼働開始までに下記に記載する性能を有する機器を調達のうえ、設定を完了すること。 

（ア）スキャナ 

  主に、要援護者から提出があった書類の読取を行う。読み込んだ書類は当該要援護者の 

台帳情報に紐づけを行い、データとして管理を行うことを想定している。 

 求める主要スペックは以下のとおりとする。 

項 目 内 容 

読取速度 片面：60 枚/分 両面：120 枚/分 

読取用紙サイズ A４ 

一日あたり最大読取枚数 約 4,000 枚まで 

対応 OS WindowsOS 

  その他、詳細なスペック等については、導入時に発注者と協議のうえ決定し、調達を行 

うこと。 

（イ）カラープリンタ 

  GIS 地図機能を活用して要援護者名簿情報の図示や個別避難計画における経路地図を 

印刷する際に、より視認性を高め、実効性の高いものとするためカラープリンタの導入を 

行う。求める主要スペックは以下のとおりとする。 

項 目 内 容 

白黒/カラー フルカラー対応 

印刷サイズ A３・A４ 

片面/両面 両面対応 

対応 OS WindowsOS 

  その他、詳細なスペック等については、導入時に発注者と協議のうえ決定し、調達を行 

うこと。 
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ケ ソフトウェア要件 

  新システムに導入するソフトウェア（パッケージソフト、ミドルウェアなどを含む）は、 

 ソフトウェア全般に関して、導入後にサポート期間切れとならないよう、最新版を優先す 

るなど、開発及びリリース後の運用に支障のないものを使用すること。 

 なお、本業務で導入するシステムはブラウザベースのシステムとする。 

具体的には Edge で動作するシステムであり、Edge が導入されているクライアント端末 

であれば動作可能なシステムであることとする。 

 また、新システムの構築にあたっては、ライセンス利用に係る費用や本市から割り当て 

る仮想サーバの容量などの観点から Oracle データベースの利用は認めないこととする。 

 

コ 文字要件 

  データベース等の項目以外の帳票への印字については、UD フォントを使う等、視認性 

に配慮すること。 

 

サ 印刷要件 

  新システムは、以下の印刷要件を満たすこと。詳細は、本仕様書の別紙２「吹田市基幹 

系システム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」を参照のこと。 

（ア）プリンタの切り分け 

  新システムでは、大量印刷はセンタープリンタで実施し、少量印刷はローカルプリンタ 

で実施することを想定している。そのため、印刷量に応じて、都度、使用するプリンタを 

帳票ごとに設定ができること。 

 センタープリンタから帳票印刷する場合には、端末にプリンタドライバ（SpoolWriter） 

をインストールして端末から印刷を行うか、PDF 帳票を統合運用担当に受け渡して印刷 

をするかのどちらかの方法で印刷を行うことができること。 

（イ）外字の印刷 

  登録された外字を帳票に正しく印刷できること。 

（ウ）帳票作成ツールの使用 

  帳票印刷機能において、共通基盤で準備する帳票作成ツールを使用する場合、帳票作成 

作業については、受注者の作業範囲とする。 

 

シ 障害対策 

  本市共通基盤のハードウェアはサーバ 8 台で HA 構成としている。 

  仮想化技術を活用してサーバ（ハードウェア、ソフトウェアとも）を冗長化することで、 

サーバが故障した際にも業務継続が可能なシステムを構築すること。 

 なお、サーバ室から各室課までのネットワークについては、すでに冗長化されており、 

ネットワーク遮断時の対策は完了している。 
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 詳細は、別紙２「吹田市基幹系システム再構築業務共通基盤システムの活用方針_９版」 

を参照のこと。 

 

ス ネットワーク要件 

  新システムは、現行システム同様に本市の基幹系ネットワーク（以下、「SJ ネットワー 

ク」という）上に構築すること。SJ ネットワークは庁内の利用に限定したネットワーク 

となっており、LGWAN やインターネットなどの外部ネットワークとは接続していない 

ことに留意すること。ネットワーク構成イメージを以下の図に示す。 

なお、新システムのネットワークで使用する通信プロトコルは TCP/IP とする。ただ 

し、このネットワークでは新システム以外にも複数システムが稼働しているため、帯域を 

占有しないように十分注意すること。 

 

ネットワーク構成イメージ図 

 

セ バックアップ要件 

  災害時における業務継続の観点及び過去の時点におけるデータ分析等の業務で活用す 

るため、新システムで保有する要援護者名簿の全データについて、CSV 形式などでバッ 

クアップデータを抽出し、保管することとする。現時点で、データ抽出の頻度は月に一度 

（月初または月末など）、データ保管場所については、SJ ネットワーク上に割り当てられ 

ている福祉総務室共有フォルダを想定している。 

 データの抽出については各月の決まった日時に自動的に抽出処理がされるか、職員に 

よる作業が必要となる場合はできる限り容易に、かつ遺漏なく当該作業が行える仕組み 

を整えること。 

 ただし、現時点での想定はあくまでも検討中の事項であり、詳細な抽出方法や運用につ 

いては、発注者・受注者で協議のうえ決定することに留意すること。 

 

本庁舎

【接続課】
市民課、税制課、資産税課、市民税課、納税課、
国民健康保険室、下水道経営室、国民年金課、
高齢政策課、介護保険課、学務課、
保育幼稚園課、・・・

出先機関

江坂市民サービスコーナー、
岸部市民サービスコーナー、
北千里市民サービスコーナー

ル
ー
タ

ル
ー
タ

出先機関

さんくす市民サービスコーナー、

原市民サービスコーナー、
水道部、千里出張所、
山田出張所、千里丘出張所

ル
ー
タ

出先機関

内本町、亥の子谷、
保健センター、
千里NT地域保健福祉センター、
子ども発達支援センター

共通基盤
システム

各業務
システム



19 

 

（６） 連携要件 

 ア 連携の全体像 

   本市基幹系システム全体のイメージを以下に示す。 

 

            基幹系システムイメージ図 

 

 イ 統合データベース構築 

   共通基盤システム上に統合 DB を構築し、新システムと他の業務システム間で受け 

渡しするデータを共通基盤システム上で保持する。ただし、統合 DB で保持するデータ 

は「副」として扱い、「正」として管理するデータは新システムで保持するデータとす 

る。 

 ウ システム間連携方式 

   各業務システム間の密連携によるブラックボックス化を防ぐため及び新システムの 

更新を容易にするため、システム間連携については、共通基盤の統合 DB 連携を原則と 

し、統合 DB 連携をすることができないやむを得ない理由がある場合は、ファイル共有 

連携の使用も可能とする。 

 また、統合 DB 連携は、原則、SQL 連携を採用するものとし、SQL 連携を採用する 

ことができないやむを得ない理由がある場合は、FTP 連携の使用も可能とする。 

 システム間連携については、具体的なシステム間連携の実現方法を記載した「共通基 

盤利用ガイドライン」を契約締結後に提供する。受注者は本ガイドラインに準拠したシ 

 オープン化 所管課

システム

住記

住記

住登外

共 通 基盤

統合DB統合DB統合データベース

・・・

統合DB統合DB参照用データベース

住登外

介護保険

後期高齢

・・・

オープン化

国民健康保険

ミニ税

ミニ住記

国保情報

オープン化

税

ミニ住記

税情報

システム間連携機能

変換機能

宛名情報

宛名情報 行政情報宛名情報 国保情報

税情報 行政情報

凡例
再構築

システム

共通基盤

機能

共通基盤

データ

再構築

データ
連携内容
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ステム間連携を行うこと。 

 エ システム間連携要件 

   新システムで必要とする他システムとの連携項目については、開発時に検討するこ 

ととする。連携の詳細な仕様については契約締結後、共通基盤ベンダと協議のうえ決定 

する。連携本数にもよるが、仕様決定から概ね１～２か月後に連携テストの開始が可能 

となる見込みであることに留意すること。 

 オ 外部調整 

   他システムをはじめとする外部との連携については、必要に応じて相手先と調整す 

る。 

 他システムとの調整については、「吹田市基幹系システム構築保守に関するコミュニ 

ケーションルール」に則り、他システム保守ベンダと実施する。ただし、重大な問題を 

解決するための会議など、本市職員の参加が必要なものは除く。 
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５ 運用・保守 

 先述したとおり、システム運用・保守については、別途契約締結のうえ実施する予定であ

る。運用・保守の概要を以下に示す。 

 なお、本来、新システムの構築作業において必要となる経費を運用・保守契約に盛り込む

ことなどにより、本業務の経費を過少に計上し、また、運用・保守契約に係る経費を過大に

計上することは厳に慎むこと。 

（１） 作業概要 

  再構築後の運用保守業務は以下を想定している。 

  ア パッケージやソフトウェア、ミドルウェアの保守業務の実施 

  イ 関連する業務システムが更新する際の対応 

  ウ 後継システムへの移行対応 

  エ その他システムのメンテナンス、障害・問合せ対応等、新システムの適切な管理・ 

運用を維持するための業務 

（２） 業務範囲 

  運用・保守の対象とする業務の範囲は、再構築の範囲と同一とする。 

（３） スケジュール 

  新システムの運用・保守契約は令和５年４月から開始予定とする。 

（４） 主要な成果物 

 ア 作業報告書 

   作業完了の都度、作業報告書を提出すること。 

 イ 業務完了報告書 

   契約期間満了時に、運用・保守業務の業務完了報告書を提出すること。 

（５） 運用・保守業務の実施 

  新システムに関わる運用業務については、統合運用業務として統合運用ベンダに委託 

する。本業務の受注者は、統合運用ベンダが運用を進めるうえで必要となる作業の支援を 

行うこと。 

 ア サービス提供時間 

   サービスの提供時間は８時 00 分から 22 時 00 分までとする。この稼働時間の設定に 

課題がある場合は、発注者・受注者で協議のうえサービス提供時間を決定する。 

   ただし、システムメンテナンスに必要な時間を除く。メンテナンス作業を行うために 

システムを停止する場合は、作業実施予定日の概ね２週間前までに本市担当者に申し 

出を行い了承を得ること。 

 イ 運用・保守業務のサービスレベル 

   新システムの安定稼働のため、一定のサービスレベルを担保すること。運用・保守業 

務契約の締結に向け十分に協議を行ったうえで、詳細な取り決めが必要となった場合 

には SLA を設定するなどして、サービスレベルの明確化を行う。 
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 また、十分なサービスレベルが提供されていないと発注者が判断した場合、受注者は 

原因、理由及び改善案の報告を発注者に対して、行うこと。 

 ウ 他システムの更新対応 

   新システムは、共通基盤システムをはじめ、本市の他システムと連動させる必要があ 

るため、これらの他システムが更新を行う場合には、新システムが従来どおり正常に稼 

働することを確認すること。 

 エ 後継システムへの移行対応 

   新システムの使用を終え、後継のシステムへ移行する場合、新システムから後継シス 

テムへデータを移行する必要がある。この際、必要となるデータの抽出や後継システム 

構築ベンダとの協議は運用・保守業務の範囲で実施すること。 

 オ システム標準化対応 

   国が推進する「自治体 DX 推進計画」の一環として取組が進んでいる基幹系システム 

の標準化について、現時点で新システムそのものは標準化の対象とはなっていないも 

のの、今後の国の動向により標準化対象となる場合や新システムと緊密に連携される 

共通基盤システム及び関連室課が所管する各システムが標準システムへ移行すること 

により、各種の対応作業が発生することが想定される。 

 その際、新システムの大規模な改変やプログラム作成などを要するなど、特段の配慮 

を要する場合には、発注者と協議のうえ、対応内容を検討する。軽微な処理や設定変更 

などの場合には、可能な限り運用・保守業務の範囲内で対応すること。 

カ その他の対応等 

   パラメータやマスタデータの変更・修正や画面上の項目の配置換えなど、軽微な変更 

については運用・保守業務の範囲内とする。法制度改正などの大規模な改修が必要なも 

のについては、協議により対応を検討する。 

   また、運用中に発生した障害やユーザからの問合せには可及的速やかに対応するこ 

と。 
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６ 特記事項 

（１） 著作権 

  納入物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、受注者また 

は第三者がパッケージソフトなどとして従前から著作権を有している場合を除き、発注 

者による委託料の支払いと引換えに本市に移転するものとする。 

 パッケージソフト、システムソフトウェア、第三者ソフト等については発注者はその一 

部の使用権及び使用許諾をもってシステムを使用するものとする。 

ただし、本業務の中で変換及び搭載されたデータのうち原著作権者が発注者であるも 

のは、そのまま発注者の帰属となる。 

（２） 紛争等の処理 

  本業務の実施にあたり、第三者との間に著作権の権利侵害に係る紛争などが生じた場 

合は、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任において一 

切を解決すること。また、受注者は当該紛争等について、内容・発生原因・経過等を速や 

かに報告しなければならない。 

（３） 情報漏洩 

  本業務の実施にあたり、業務上知り得た情報を、受注者は第三者に漏洩してはならない。 


