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１ システムの調達範囲及び全体の要件 

１.１ システムの調達範囲 

表 １-１に示す基幹系業務及び内部情報系の導入を事業実施の対象とする。ただし、３町村の調達範

囲は運用費用などの要因に応じて個別に調整することがある。 

住民記録 児童手当 犬
宛名管理 健康管理・予防接種 地理空間情報
印鑑登録 国民健康保険資格 コンビニ収納
外国人登録 国民健康保険税 クレジット収納
個人住民税 国民健康保険給付 マルチペイメント
固定資産税 後期高齢者医療 公金決済
軽自動車税 国民年金 職員ポータル
法人住民税 介護保険 人事給与
収滞納管理 簡易納付書 財務会計
選挙 水道管理  
保育料 農地管理   

表 １-１ システムの調達範囲 

 

１.２ システム全体の要件 

（１）前提事項 

a. データセンターに設置する機器において処理が完結する ASP・SaaS を基本とする。 

b. 地域情報プラットフォームに準拠したシステムであり、APPLIC より準拠登録・相互接続確認

製品マークを取得したシステムであること。 

c. 印刷、カッティング、ブッキング、封入封緘作業の大量処理業務についても処理センター委

託で処理ができること。 

d. 標準的なパッケージシステムの導入を基本とするが、地域性を考慮し必要な修正・追加につ

いては反映できること。 

e. 国や岩手県の条例・規則等を反映したシステムであること。ただし、岩手県条例・規則等に

対応するためにカスタマイズを実施し、そのことを理由に運用・法令改正対応等を行う際に別

途費用が発生することは認めない。 

f. 提案者が提供可能なクラウドサービスと名称等が異なる場合は、各項目の範囲内の業務が含

まれたシステムの提案を行うこと。 
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（２）システム環境に関する事項 

a. 原則として、特定のソフトウェアを必要としない Webブラウザの Internet Explorer、Firefox

又は Google Chrome で動作する Webベースのシステムであること。別途 Java実行環境やプラグ

イン等のインストール作業を必要とする場合は、受託者の負担でそれらの作業を行うこと。 

b. 使用文字は Windows標準文字コードであること。また、Unicode及び Shift JISに対応できる

こと。 

c. 画面構成、操作性、履歴管理等の仕組みが各業務に共通しており、常に安定した動作を保証

すること。 

 

（３）EUC（End User Computing）機能に関する事項 

a. 業務毎に条件や項目を指定してデータ抽出ができること。抽出されたデータは CSV（Comma 

Separated Values）形式で出力され、Microsoft Excelで利用できること｡ 

b. ユーザや組織の権限に応じて、機能やデータの参照範囲を制限できること。 

c. データ抽出の利用履歴を保持し、同一条件又は条件の編集により再利用できること。 

 

（４）出力帳票に関する事項 

a. 出力帳票は、原則 A版（A3、A4、A5等）及び連続帳票であること。 

b. 通知や督促など様式及び仕様は可能な限り統一すること。 

c. 各税目の納付書はマルチペイメントに対応した様式であること。 

d. ドライシール式はがきなどに対応できること。 

e. 業務の遂行に必要な帳票が、作成したいときにいつでも作成できること。 

f. 処理権限に応じた帳票出力の制限ができること。 

g. 各種証明の認証印は、電子公印での印刷が可能であること。 

h. 特殊な帳票を除きオーバーレイによる印刷とし、専用帳票の印刷コストの削減を図ること。 

i. 全ての帳票で印刷プレビューでき、プレビュー時に印刷枚数も確認できること。 

 



5 

 

（５）バッチ処理に関する事項 

a. 全てのシステム内にバッチ処理プログラムを保持していること。 

b. 画面からの操作で実行できること。 

c. 自動化ができること。 

d. スケジューリングにより指定した時間に実施できること。 

e. バッチ処理の起動時間・処理順などを統一的にコントロールできること。 

f. 過去に処理した処理条件の履歴が確認できること。また処理履歴を保持し、同一条件又は条

件の編集により再利用できること。 

g. 入出力件数、帳票出力枚数、帳票出力内容などの処理結果が確認できること。 

h. 特定の時期に必ず処理が必要な処理を必須処理として登録できること。 

i. 必須処理登録された処理が処理時期に未処理の場合、業務スケジュール管理メニューの業務

別に表示され処理忘れを防止できること。 

j. １つの処理に複数の必須処理期間の登録ができ、追加・修正・削除ができること。 

k. 必須処理登録された処理のうち未実行の処理を容易に検索できること。 

 

（６）共通データに関する事項 

a. 共通的に利用する宛名情報、住基情報、税情報、業務資格情報、保険情報、福祉情報などは

一元的に管理されていること。 

b. 業務間のデータ連携が円滑に行われ同一データの再入力等の非効率な作業を回避できること。 

c. 複数パッケージの組み合わせであっても、b. の連携を構築すること。 

d. 外字の登録が即時にできること。 

e. 外字の登録の際には、読み、画数、部首などによる検索ができること。 

f. 30,000文字以上の外字辞書をシステムで保有し、参照し登録できること。 

g. 新たな外字が発生した場合、類似文字から複写し微修正するなどにより作成できること。 

 

（７）データ保持に関する事項 

データ保持期間については以下の要件を満たし、賦課データについては過年度の修更正ができる

こと。また、保存年限を過ぎたデータは破棄せずに外部媒体等に記録保管し、必要に応じてデータ

参照及び検索ができること。 

a. 住民基本台帳 ：現行システムで保持している導入当初からの全件 

b. 印影データ  ：現行システムで保有しているデジタルデータからの移行 

c. 課税データ ：現行システムで保持している導入当初からの全件 

d. 収納データ ：現行システムで保持している導入当初からの全件（完納・滞納の区分無） 

e. 過年度データ ：現行システムで保持している導入当初からの全件 
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（８）通信回線に関する事項 

a. データセンターと庁舎との通信は、通信の安全性を保ち基幹系の情報処理業務を行えるよう

LGWAN、専用回線又は同等のセキュリティを確保した回線を用いること。 

b. 庁舎と関係施設間などの施設拠点間のネットワークは現在運用中のネットワークを使用する。 

c. 必要に応じて現行事業者の協力のもと庁舎内のネットワークの変更を実施すること。 

 

（９）セキュリティに関する事項 

a. システムへログインをするための職員 IDとパスワードを管理することができ、人事異動や組

織変更への対応が円滑に行えること。 

b. ログインユーザが一定時間操作を行わない場合、タイムアウトによる自動ログアウトを設定

することができること。 

c. 組織及び職員単位で照会・更新・証明書発行・バッチ処理実行などの操作の権限を設定でき、

管理者権限を有する職員が容易に権限の追加、修正、削除などができること。 

d. 組織情報、職員情報などの管理情報が共通管理され、シングルサインオンが行えること。 

e. 利用者の権限は、管理者、データ更新、データ照会の区分以上に細分化されていること。 

f. 個人情報の内部漏洩を防ぐために、システムログ及びアプリケーションログを取得、保管で

きること。適切なアクセス制御が行われているか、アクセスログを保管し定期的なアクセス分

析も実行できること。 

g. ウィルス対策ソフトによるサーバ及びクライアントのウィルス対策を行うこと。 

h. Web サーバは安全な環境設定を行い、外部からその構成がわからないよう隠蔽すること。 

 

（１０）その他 

a. 全国市区町村庁舎所在地データが登録されており、通知宛先として利用できること。 

b. 各業務画面にてメモ機能を有すること 

c. 利用者に対し、画面上に連絡事項の表示ができること。 

 

２ 基幹系業務に関する要件 

２.１ 全般 

（１）情報管理に関する事項 

a. 自治体コード、住所、三役情報を履歴管理し、照会・登録できること。 

b. 業務で使用する電子公印イメージを業務用途及び関係施設ごとに、照会・登録できること。 

c. 利用者の操作履歴が保持できること。 

d. 各種業務において必要な統計処理ができること。 

 

（２）検索機能に関する事項 

共通的な検索機能要件は以下のとおり。ただし、個別業務において必須の検索機能要件がある場

合は、個別業務の要件として別途記載する。 

a. 業務毎に必要な項目別（氏名かな、氏名漢字、生年月日、住民票コード、旧姓、性別、行政
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区、地区、個人番号、世帯番号、現存喪失、方書、住所、電話番号、印鑑登録番号、金融機関、

口座番号、口座名義人、選挙区、選挙区コードなど）の検索ができること。 

b. 氏名かなでの検索の際清音化検索ができること。 

c. あいまい検索、複合検索ができること。 

d. 検索条件、検索対象の履歴を保持し、同一条件又は条件の編集により再利用できること。 

 

（３）照会機能に関する事項 

共通的な照会機能要件は以下のとおり。ただし、個別業務において必須の照会機能要件がある場

合は、個別業務の要件として別途記載する。 

a. 業務毎に必要な項目（世帯番号、個人番号、氏名かな、氏名、生年月日、性別、電話番号、

郵便番号、住所、前住所、転入前住所、転出先住所、扶養状況、住民登録日、住民事由、非住

民登録日、非住民事由、外国人登録原票、固定資産税情報、税情報、受給状況、受給資格、減

額措置情報、口座情報、備考情報、調定情報、支払状況、支払予定額、支払日、支払実績額、

調整額、調整日、調整理由、差額、支払口座、徴収額、国保、年金、児手、介護、後期高齢、

印鑑など）の照会ができること。 

b. 基準日を設定した照会、又は最新情報から過去の履歴情報の表示ができること。 

c. 異動内容の履歴の照会ができること。 

d. 証明書の発行履歴の照会ができること。 

e. 利用者の操作履歴の照会ができること。 

f. 外国人との混合世帯であっても１画面で世帯構成の確認ができること。 

g. 共有者や登記名義人など、業務によっては不要な情報の表示が制限できること。 

h. 住民情報の誤記が発覚した場合に、オンラインより資格の登録、抹消の操作ができること。 

i. 文字の拡大表示ができること。また、漢字項目の拡大表示時に文字コードを表示できること。 

j. 照会画面からの証明発行画面への展開ができること。 

k. 個人毎に注意事項を記載可能なメモ機能を管理できること。 

 

（４）証明書発行に関する事項 

共通的な証明書発行の機能要件は以下のとおり。ただし、個別業務において必須の機能要件があ

る場合は、個別業務の要件として別途記載する。 
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a. 必要な証明書及び対象者を選択し、スムーズに発行ができること。 

b. 認証文の表示、非表示の選択ができること。 

c. 公用の場合、証明書に公用と表示できること。 

d. 証明書発行の申請が本人か代理人かの管理ができること。 

e. 発行部数を選択し、１回の操作で必要部数の証明書が発行できること。 

f. 印刷イメージの確認が画面上でできること。また、直接出力もできること。 

g. 帳票毎にプリンタのトレイ指定ができること。 

h. A4 等の定型サイズ帳票をレーザープリンタから出力する際、同一サイズでもカセットを指定

して出力できること。 

i. 首長などの情報を即時に認証文に反映できること。 

j. 首長などに職務代理が設定された場合、その期間、職務代理者情報を即時に認証文に反映で

きること。 

k. 認証文及び公印種類を発行場所や帳票種類により制御できること。 

l. 通称名に未登録外字が含まれている場合又は通称名が桁あふれする場合、画面メッセージを

表示できること。 

m. 認証文有無、公印有無、首長名肩書きの制御、首長名の有無、電子公印コメントの有無がパ

ラメータで設定できること。また、複数の設定を保存できること。 

n. DV（Domestic Violence）該当者等について誤って証明書を出力しないように、出力可否の制

御、警告などのメッセージ表示ができること。 

o. 証明書発行の申請について本人か代理人が必要な業務に応じてできること。 

 

（５）異動に関する事項 

共通的な異動に関する機能要件は以下のとおり。ただし、個別業務において必須の機能要件があ

る場合は、個別業務の要件として別途記載する。 
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a. 住民コード及び一覧からの選択による入力ができること。また３世代以上管理できること。 

b. 方書入力の補助画面、方書コード、街区、棟番号、号番号のデータ管理ができること。 

c. 方書を選択した時に番地を自動でセットできること。 

d. 住民票発行停止、広域交付住民票発行停止、外字使用フラグ、警告などの特殊項目の入力が

できること。 

e. 再転入時に住民票コードを入力することで既存データの情報をコピーできること。 

f. 関係施設で受け付けた異動届をシステム上で電子情報として転送できること。 

g. 受付から異動完了までの状態を管理し、異動入力状況の確認を行うことができること。また、

異動完了になるまでは入力された内容を保持できること。 

h. 二重登録、異動日のチェックなどにより、入力ミスの防止を抑えることができること。 

i. 異動届に住民記録、介護、児童手当、国保、年金、住基カードの有無などの業務に必要な項

目が記載できること。 

j. 更新前の異動届作成ができること。 

k. 異動の内容を本人に通知する文書が作成できること。 

l. 住民記録や、外国人登録に登録された情報が即時に反映できること。 

m. 税目別番台管理ができること。 

n. 共有名義の登録ができること。 

o. 転出確定者についても住登外として住所の変更ができること。 

p. 住民記録喪失者についても宛名としては通常どおりの取り扱いができること。 

q. 異動履歴の保存ができること。 

r. 住民異動統計処理作成ができること。 

s. 岩手県提出用資料作成ができること。 

t. 別システムに対しての提供データ作成及び情報データ取り込みができること。 

 

２.２ 住民記録 

（１）住民票発行に関する事項 

a. 発行する対象者を選択でき、複数人の同時発行ができること。また、事実上の主、同居する

妻、外国人配偶者の記載ができること。 

b. 履歴の記載の有無を選択できること。 

c. 本籍地、主／続柄、住民票コード、備考の記載の有無を選択できること。また、備考につい

ては必要な備考文を選択し出力ができること。 

d. 消除者を含めて出力ができること。 

e. 改製暦の照会ができ、また発行する改製原住民票の選択ができること。 

f. 改製処理を任意の時点で行うことができること。 
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（２）転出証明書、転出証明書に準ずる証明書に関する事項 

a. 発行する対象者を選択でき、複数人の同時発行ができること。また、転出先、転出元につい

ては方書の記載ができること。 

b. 再発行ができ、「再発行」と印刷ができること。 

c. 発行時の日付により、「準ずる証明」に自動判断ができること。 

d. 住所変更証明書出力ができること。 

 

（３）転入に関する事項 

a. 住民登録時に、転出者、住登外者より同一人物と思われるものを検出し、一覧での確認がで

きること。 

b. 住基ネットを介して転出証明情報を取り込み、入力処理ができること。 

c. 住民基本台帳第 19条第 1項の通知の処理及び出力ができること。 

 

（４）死亡に関する事項 

a. 異動日と届出日だけの単純な操作で異動ができること。 

b. 死亡日不詳の場合、推定死亡日の入力ができ証明書に死亡日を出力しない制御ができること。 

c. 世帯主が死亡した場合は残りの世帯員に対して同時に世帯主変更の異動ができること。 

d. 埋火葬許可証の複数部（申請書、許可証控、許可証）作成対応ができること。 

 

２.３ 宛名管理 

（１）送付先に関する事項 

a. 業務毎に送付先の登録ができること。 

b. 新規に送付先を登録する場合、他業務で登録された情報を利用できること。 

 

（２）同定に関する事項 

a. 重複して登録されている宛名が同定できること。また、その可否について選択ができること。 

b. 各業務より与えられた業務コードや日付などから適切に判断し、条件に合致した宛名情報を

提供できること。 

 

２.４ 印鑑登録 

（１）証明発行に関する事項 

a. 印鑑登録している転出予定者について、転出予定日の前日まで発行ができること。 

b. 指定範囲の日付毎の発行件数と発行枚数の統計表ができること。 
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（２）登録に関する事項 

a. 本人確認が保証人による保証の場合、保証人の情報が登録できること。また、保証人印影を

帳票として出力できること。 

b. 本人確認の情報の管理ができること。 

c. 刻印種別・刻印文字・印鑑素材の情報が必要に応じて登録できること。 

d. 世帯員の印影一覧表が出力できること。 

e. 受付窓口毎に配番されている印鑑番号が入力できること。 

f. スキャナーから印影を取り込み、画面に表示できること。取り込んだ印影に対しゴミ取りや

回転などの操作ができること。 

g. 照会書回答期限を越えた該当者の一覧を表示し、抹消処理ができること。 

h. 代理人による申請や本人確認できない場合に、印鑑番号の付番・印影の登録を行わずに本人

宛の照会書が作成できること。 

i. 照会処理での印影の仮登録ができること。 

j. 登録照会日、回答期限、申請代理人名の入力ができること。また、回答期限は閉庁日を考慮

した自動設定ができること。 

k. 照会番号の管理が可能で、回答の際に照会番号による検索ができること。 

l. 照会書の回答期限が切れている場合メッセージとして表示できること。 

m. 職権により廃止の異動をかけた対象者を登録状態に回復できること。 

 

（３）廃止に関する事項 

a. 代理人による申請や、本人確認できない場合に本人宛の照会書が作成できること。 

b. 廃止照会日、回答期限、申請代理人名の入力ができること。また、回答期限は閉庁日を考慮

した自動設定ができること。 

c. 照会書の回答期限が切れている場合メッセージとして表示できること。 

d. 回答代理人の入力ができること。 

e. 職権による登録済印鑑の廃止ができること。 

f. 更新後、抹消通知書が出力できること。 

 

（４）代理人登録申請に関する事項 

a. 登録、廃止、改印照会中に他の印鑑登録に関する異動申請があった場合、確認できること。 

b. 代理人登録、廃止、改印の中止申請の履歴管理ができること。 

 

（５）成年被後見人管理に関する事項 

a. 成年被後見人の登録ができ、登録制限ができること。また、被保佐人も管理できること。 

b. 登録日の入力ができること。 

c. 解除日の入力ができること。また、解除日以降は登録制限が解除できること。 
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２.５ 外国人登録 

（１）証明書に関する事項 

a. 全登録、主要登録記載事項証明書を出力でき、原票未登録者については登録証明書記載事項

証明書として出力できること。また、閉鎖者に閉鎖原票記載事項証明書を出力できること。 

b. 登録番号、在留期間、世帯主、続柄等の記載について省略の設定ができること。また、運用

に合わせて各項目の省略有無の設定ができること。 

c. 外国人登録証明書を印字できること。 

d. 外国人登録証の切り替え期間の管理、修正ができ、確認切り替えのお知らせを出力できるこ

と。また、お知らせには複数言語を印字できること。 

 

（２）外国人異動に関する事項 

a. 生年月日不詳の登録ができ、また不詳の場合に任意の日付設定ができること。 

b. 写真提出の有無、写真提出日などの写真情報を管理できること。 

c. 交付予定期間を自動計算し、在留期間を自動編集できること。 

d. 異動入力後、法務省提出用の報告書（写票・交付報告書、変更登録報告書、交付報告書、閉

鎖報告書）が作成でき、再発行ができること。 

e. 法務省指定様式帳票で OCR分とそれ以外を分けて印刷できること。 

f. 異動入力後、交付予定書（３枚複写）の出力ができ、再発行ができること。 

g. 入国、出生、国籍離脱喪失の事由で登録ができること。 

h. 転入、転出の事由で登録ができること。 

i. 転居、世帯変更処理ができること。 

j. 出国、死亡、日本国籍取得、全部無効、その他の事由で閉鎖の登録ができること。 

k. 法務省連携データ作成（法務省通知、市町村通知）平成 24年 7月 9日法律改正に対応できる

こと。 

 

２.６ 個人住民税 

（１）次年度用試算に関する事項 

a. 現年度の課税台帳データで次年度の制度改正に対応した内容により仮課税計算を行い、その

結果で予算資料の作成ができること。 

b. 事業所得、給与所得等の伸び率を指定できること。 
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（２）給報総括表発送に関する事項 

a. 前年度の課税台帳情報をもとに給報総括表の作成ができること。 

b. 普通徴収分についてマスタで管理でき、特徴同様に作成ができること。 

c. 発送が必要、不要な事業所について別途指定ができること。 

d. 総括表を作成した事業所の一覧表が作成できること。 

e. 事業所が年末調整の際に前職分の給報を含めて年末調整しているかどうかの記載欄を設ける

ことができること。 

 

（３）賦課期日住民情報に関する事項 

a. 住民基本台帳から自動的に賦課期日住民情報を作成できること。 

b. 賦課期日時点の情報として、氏名・住所・地区名コード・続柄・生年月日等の情報が保持で

きること。 

c. 賦課期日時点の市町村内配偶者を判定できること。 

d. 遡及対象者の情報をリスト等で確認ができること。 

 

（４）所得税申告書に関する事項 

a. 申告受付ができること。 

b. 申告書の作成ができること。 

c. 申告書の作成対象一覧が作成できること。 

 

（５）給報、公的年金、申告書、確定申告書収集に関する事項 

a. 個人特定は、生年月日・氏名かなでできること。 

b. 資料管理用の資料番号の入力ができること。 

c. パンチ委託済みのデータを取り込み、エラーチェック処理ができること。 

d. エラー分だけを画面で連続的に呼び出して即時修正ができること。 

e. エラー修正画面では、職員が修正する資料番号での範囲を指定できること。 

f. 給報、年報、申告書、簡易申告書、確定申告書の登録はオンラインでできること。 

g. 前職分の給与支払額の金額の取り込みができること。 

h. 給与支払報告書を作表することができること。 
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（６）賦課資料決定に関する事項 

a. 複数の給報資料を個人で１件に合算できること。 

b. 給与収入、社会保険料控除、源泉徴収税額について合算ができること。 

c. 複数の公的年金資料を個人で１件に合算できること。 

d. 公的年金収入、社会保険料控除、源泉徴収税額について合算ができること。 

e. 給報・公的年金・申告書の各データを個人で１件の課税前データに合算できること。 

f. 申告書は重複登録ができ、合算処理の判断ができること。 

g. 合算結果のチェックリストが作成できること。 

h. 生活保護対象者について、自動的に非課税状態へ更新ができること。 

i. 配偶者所得を賦課期日の配偶者情報をもとに自動的に更新する、又はチェックができること。 

 

（７）特徴課税計算に関する事項 

a. 特徴課税対象者について、一括又は個別で課税計算ができること。 

b. 併徴課税対象者について自動的に課税計算ができること。 

c. 特徴給報とそれ以外の情報での計算ができること。また、全ての所得・控除項目の指定がで

きること。 

d. 制度改正対象者等、各種課税計算結果確認対象者のデータ抽出ができること。 

e. 地方税法に準じた期割計算ができること。 

 

（８）特徴通知書発送に関する事項 

a. 特徴税額通知書の作成ができること。 

b. 事業所内の個人を指定して出力することができること。 

c. 各パターンの特徴チェック対象者を抽出し、該当者のみの税額通知書の出力ができること。 

 

（９）普徴課税計算に関する事項 

a. 普徴課税対象者について一括又は、個別で課税計算ができること。 

b. 制度改正対象者等、各種課税計算結果確認対象者のデータ抽出ができること。 

c. 地方税法に準じた期割計算、最終納期後～３月までの随時期設定ができること。 

 

（１０）普徴通知書発送に関する事項 

a. 普徴納税通知作成ができること。 

b. 各パターンの普徴チェック対象者を抽出し、該当者のみの税額通知書の出力ができること。 

c. 納税通知書を出力した納税義務者の死亡者一覧の出力ができること。 
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（１１）自動合算処理に関する事項 

a. 併徴者の管理ができ、普徴のうち特徴分の金額を管理できること。 

b. 同一原票が２つ以上存在する場合、所得控除計算を行い所得控除額が一番高い資料を優先し

合算データを作成できること。 

c. 合算確認一覧表に「エラー番号の表示」、「課税種類の表示」の出力ができること。                                                                                                                  

 

（１２）扶養関係調査に関する事項 

a. 個人住民税課税台帳の扶養控除項目とは別に扶養情報を管理できること。 

b. 扶養情報は、前年の情報をもとに毎年引き継ぎできること。また、前年賦課期日より前に死

亡した被扶養者情報などを自動的に排除でき、確認用のリストを出力できること。 

c. 個人住民税課税台帳と扶養情報をもとに、不一致チェックができること。 

d. 賦課期日現在、市外の被扶養者分について、他市区町村（賦課期日所在地）に所得状況など

の照会文書が電子公印印字で作成できること。 

 

（１３）税務署への情報提供に関する事項 

a. 個人住民税課税台帳上で、所得税の実額と個人住民税で計算した所得税額が異なる人を抽出

できること。 

b. 所得税差異抽出対象者分の税務署への連絡用の資料が作成できること。 

 

（１４）還付処理に関する事項 

a. 一括処理で還付通知書の作成ができること。 

b. 還付戻入通知書の作成ができること。 

c. 既に還付・充当された額を入力・管理することができること。 

d. 所得割額から配当割・譲渡割額が引ききれない場合には、その金額を還付できること。なお、

還付金額が減少し、戻入が必要な場合の通知等ができること。 

e. 調定月毎の納税義務者数、配当割、株式譲渡割による住民税の還付金額の集計ができること。 

 

（１５）決裁処理 

a. 期間指定による一括決裁以外に個別でも決裁できること。 

b. 決裁済データと未決裁のデータは個人照会画面上で区別ができ、未決裁のデータも照会でき

ること。 

c. 通知書発布前までは未決裁扱いとし、証明書は決裁前の状態で出力ができること。 

d. 通知書発布前までは未決裁扱いとし、他部門からの参照も決裁前として扱うことができ出納

閉鎖期間の入力制限もなく運用ができること。 
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（１６）課税状況調に関する事項 

a. 課税状況調の自動集計ができること。 

b. 表内、表間突合のエラーがでないように端数調整が自動でできること。 

c. 個人住民税課税台帳以外で、固定資産税・法人住民税・軽自動車税の集計もできること。 

d. 国様式のエクセルファイルにデータ転送ができること。 

 

２.７ 固定資産税 

（１）土地共通に関する事項 

a. 土地物件について、賦課年度毎の物件情報の管理、当年度賦課時点から翌年度賦課期日まで

の異動履歴が管理できること。 

b. 登記名義人の氏名及び住所の管理を固定資産税内での管理、個人番号での管理ができること。

また、入力時にいずれを優先するかの設定ができること。 

c. 登記簿上の要件として、表示登記異動事由、表示登記受付日、登記原因日、登記受付番号、

台帳地目、台帳地積を管理できること。 

d. 各評価年度の路線価及び評価額が管理できること。 

e. 小規模地積、一般地積、非住宅地積、課税地積が管理できること。 

 

（２）土地照会に関する事項 

a. 土地物件の納税義務者、登記名義人及び共有構成員の氏名・個人番号で検索できること。ま

た、人の情報は全て宛名システムにて管理できること。 

b. 削除扱いのデータについて、検索候補一覧に除外表示ができること。 

c. 土地の異動履歴の照会が一画面で確認ができること。 

d. 賦課年度毎の物件の照会及び最新時点での物件照会ができること。 

e. 評価年度毎の評価額（みなし評価額）が一覧表示できること。 

f. 土地評価詳細情報の照会ができること。 

g. 指定した課税年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額が照会できること。 

h. 一画地を構成した土地の情報が一覧表示できること。 

i. 土地照会時に納税義務者の宛名情報を参照できること。 
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（３）土地異動に関する事項 

a. 職権による履歴を残さない訂正が画面よりできること。 

b. 未入力内容の確認が画面ででき一連の作業の中で登録できること。 

c. 過年度の物件更正が画面からできること。 

d. 路線価情報の取り込みができること。 

e. 土地評価・課標・相当税額シミュレーション機能があること。 

f. 昭和 38年から当年までの計算機能があること。また、土地計算開始年度を管理できること。 

g. 土地、家屋、償却、調定のそれぞれに排他制御機能があり、同一情報を同時に更新すること

を防止できること。 

h. 土地画地番号(同一画地で一意)による検索機能があること。 

i. 賦課期日物件変更・履歴訂正を行った該当物件について、物件更正一覧として作成すること

ができること。 

j. 所有権移転による異動が画面よりできること。 

k. 納税義務者及び登記名義人の一括異動が画面よりできること。 

l. 地目変更、地積更正、地番修正による異動が画面よりできること。 

m. 合筆後の地番・登記地積の登録ができること。 

n. 分筆後の地番・登記地積の登録時、異動前の情報を参照しながら画面登録ができること。 

o. 土地新規登録時に地番を指定して物件情報の複写が可能であること。 

p. 税法及び条例に定められた特例、減免、課税免除の設定ができること。 

q. 路線番号、路線価、用途地区の設定が評価年度毎に画面より設定できること。 

r. 評価基準に基づいた画地情報の設定及び独自管理分の補正の画面設定ができること。 

s. 想定間口と想定奥行を入力することで陰地割合の自動計算ができること。 

t. 各種評価補正項目と補正率の管理ができること。 

u. 震災残価率の設定ができること。 

v. 分合筆や地目変更、地積更正などの異動入力時の評価額は自動計算ができること。 

w. 各評価方式による評価計算がオンライン、バッチ処理のいずれでもできること。 

 

（４）家屋共通に関する事項 

a. 家屋物件について、賦課年度毎の物件情報の管理、当年度賦課時点から翌年度賦課期日まで

の異動履歴が管理できること。 

b. 登記名義人の氏名及び住所の管理を固定資産税内での管理、又は個人番号での管理ができる

こと。また、入力時にどちらを優先するかの設定ができること。 

c. 登記簿上の要件として、登記構造、登記種類、登記床面、家屋番号、登記階数（地上、地下）、

登記原因日、登記受付日、登記事由が管理できること。 

d. 評価替えによる減価を一括処理できること。 
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（５）家屋照会に関する事項 

a. 家屋物件を納税義務者及び登記名義人、個人番号での検索ができること。 

b. 滅失データについて、検索候補一覧に除外表示ができること。 

c. 賦課年度毎の物件の照会及び最新時点での物件照会ができること。 

d. 指定した課税年度での、固定資産税及び都市計画税の課税標準額が画面にて照会できること。 

e. 家屋の登記情報が画面より照会できること。 

f. 家屋照会時に納税義務者の宛名基本情報を参照できること。 

g. 職権による履歴を残さない訂正が画面よりできること。 

h. 各種評価補正項目と補正率が管理できること。 

i. 震災損耗残価率の設定ができること。 

j. 家屋評価入力の漏れを画面で確認でき、一連の作業の中で登録できること。 

 

（６）家屋異動に関する事項 

a. 所有権移転による異動、納税義務者及び登記名義人の一括異動、全部滅失・一部滅失の異動、

新築・増築分登、記情報の入力ができること。 

b. 地上階数、地下階数を分けて設定できること。 

c. 新築軽減床面積、新築軽減個数、新築軽減限年 、軽減率などの軽減要件の設定ができること。 

d. 税法及び条例にて定められた特例、減免、課税免除の設定ができること。 

e. 家屋評価・課標・相当税額シミュレーション機能があること。 

f. 昭和 48年から当年までの計算機能があること。また、家屋計算開始年度を管理できること。 

g. 登記床面積１階以外の項目が管理できること。 

h. 在来分家屋について、各評価方式による評価計算がオンライン、バッチ処理のいずれでもで

きること。 

i. 評価年度、構造、種類毎に経年減点補正率の設定ができること。 

j. 木造・非木造・簡易付属屋毎の一点当り単価を設定できること。 

k. 税法に従った課標計算がオンライン、バッチ処理のいずれでもできること。 
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（７）償却資産に関する事項 

a. 課税年度毎に申告情報の管理ができること。 

b. 第１～６種類・合計、特例対象課標が管理できること。 

c. 償却資産年度切り替え時、一括して申告区分を未申告と選択できること。ただし、申告区分

の一般・電算申告発送無しはそのまま引き継ぐことができること。 

d. 機械及び装置等の耐用年数の変更に対応できること。 

e. 申告発送日、催促日の項目が管理できること。 

f. 前年申告者に対して申告書を作成することができること。 

g. 個別に申告書の即時発行ができ、申告書紛失者に対しての再発行ができること。 

h. 未申告者に対して催告書を作成することができること。 

i. 前年の申告情報を当年度申告受付に備えて一括コピーを行うことができること。 

j. 画面にて入力した新規個人・新規法人の申告書の作成を行うことができること。 

k. 税法及び条例で定められた特例の設定ができ、期間の管理にて自動的に適用終了できること。 

 

（８）課税に関する事項 

a. 名寄照会画面から物件及び調定の照会画面、証明書発行画面へと遷移できること。 

b. 固定税額土地及び都計税額土地の管理ができること。 

c. マンション内のコンビニ等での特例措置を適用することができること。 

d. 一般物件と区分按分データを区別するための項目が課税マスタにあること。 

e. 同一年度の全ての更正履歴が管理できること。 

f. 課税年度毎、年度分毎の調定照会ができること。 

g. 課税照会時に、口座情報、納税管理人、収納状況の確認ができること。 

h. 区分所有分が課税でき、税額レベルでの按分計算ができること。 

i. 調定異動の減免処理にて、何期税額より減免対象とするか選択ができること。 

j. 税率や免税点等の賦課の基本となる条件の設定ができること。 

k. 随期の期別設定ができること。 

l. 納税義務者毎の納税管理人及び代表相続人の登録ができること。 

m. 課税標準額の義務者毎集計、税額計算がオンライン、バッチのいずれでもできること。 

n. 即時の課税異動ができ、異動内容が即座に収納側へ反映できること。 

o. 過去７年間の過年度の課税更正増減ができること。 

p. 納税義務者毎の減免の設定ができること。 

q. 土地・家屋の異動情報を外部出力できること。 

r. 名寄帳及び課税台帳を印刷できること。 

s. 概要調書、評価変動割合調、総評価見込額調等の集計ができること。 
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２.８ 軽自動車税 

（１）車両登録に関する事項 

a. 新規登録、廃車、名義変更及び車台変更・標識番号変更などの内容異動できること。 

b. 異動後すぐに証明書の発行ができること。また、再発行ができること。 

c. 使用者、所有者を管理でき、車両毎に納税義務者を使用者、所有者いずれにするか選択でき

ること。 

d. 電気自動車を管理できること。また、非課税商品車を管理できること。 

e. 車台番号、標識番号の重複、車種、排気量、取得日と廃車日の整合性、標識かな、必須項目

の未入力値チェックができること。 

 

（２）課税に関する事項 

a. 4/1 日現在の車両情報をもとに課税できること。 

b. 車両の取得日が当年度の 4/1日以前の場合は、更正画面に移り遡及課税ができること。 

c. 課税台帳が作成できること。 

d. 納付書、納付書（口座）、郵便振込票、納組明細、発送簿の作成ができること。 

e. 口座振替納税証明書に口座振替済通知書の内容が記載できること。 

f. 納付書の再発行ができること。 

g. 郵便振込票の再発行ができること。 

h. 納税管理人を登録でき、納税通知書兼納付書に表示できること。 

i. 税額更正ができ、更正日、更正事由が管理できること。 

j. 税額更正は期間に関係なく登録できること。 

k. 減免情報が管理できること。 

l. 減免登録車両の継続分は、一旦課税し一括で更正ができること。 

m. 調定明細が作成でき、期間指定をして調定異動があった車両を一覧で出力できること。 

 

２.９ 法人住民税 

（１）法人基本情報管理に関する事項 

a. 基本情報の登録がオンラインでできること。また、合併旧自治体毎の不均一課税のための登

録、管理ができること。 

b. 法人基本情報の照会ができること。 

c. 処理日・異動日の識別ができ、履歴の照会ができること。 

d. 支店情報の管理ができること。 

e. 税理士情報の管理ができること。 

f. 産業分類情報の管理ができること。 

g. 基本情報照会画面から申告書情報照会、証明書発行画面へ遷移できること。 

h. 書類送付先の住所と、登記上の住所は別々に管理ができること。 
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（２）申告に関する事項 

a. 指定した年月に予定申告、確定申告の納期限が到来する法人について、申告書（予定・中間・

確定）、納付書、発送対象一覧が作成できること。 

b. 期限延長法人の管理ができ、対象の法人については申告案内通知の際、納付書を２部出力で

きること（見込納付と確定申告分）。 

c. 予定申告書には前事業年度の確定申告書の内容が出力できること。また、確定申告書には同

事業年度に予定申告があった場合、既確定額が出力できること。 

d. 申告書により法人基本情報の変更があった場合、更新時に基本情報も更新できること。 

e. 申告書毎に現年・過年を任意に設定できる。 

f. 履歴の照会ができること。 

g. 市町村合併後、旧団体の税率が異なる場合の不均一課税に対応できること。 

h. 外国税額控除について、標準税率相当分、超過税率相当分などの明細が管理できること。 

i. 申告、課税データが保有できること。 

j. 更正、決定、更正の請求の登録・管理ができること。 

k. 指定した期間に未申告の法人について未申告の通知文とその一覧を作成できること。 

l. 課税免除情報を管理でき、申告案内等は帳票制御機能にて出力するか設定できること。 

 

２.１０ 収滞納管理 

（１）調定情報管理に関する事項 

a. 各税目の当初課税情報を年税額・期別調定額単位で照会できること。 

b. 各税目の税額変更情報を反映できること。 

c. 繰越額が０円でも調定情報を参照できること。 

 

（２）収納に関する事項 

a. 消込処理及び消込保留分の消込がオンライン、バッチ処理のいずれでもできること。 

b. 歳入還付、歳出還付の登録・管理ができること。また、還付通知書に事業年度と申告区分を

印字できること。 

c. 口座番号のマスクができること。 

d. 指定した期間内で督促状が作成できること。また、延滞金や納付期日が記載できること。 

e. 指定した期間内で催告状の作成ができること。 

f. 不納欠損、執行停止等の滞納処分の管理ができること。 

g. 督促状・催告状を作成した後に発送を取りやめた場合は発行記録の引抜ができること。 

h. 各申告に応じた延滞金計算が自動でできること。また、その計算式が画面で確認できること。 

i. 公示送達の対象者を登録できること。 

j. 収納日、領収日の管理ができること。 

k. 出納閉鎖期間の設定ができること。 
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（３）還付に関する事項 

a. 歳入・歳出に関わらず還付通知書の発行ができること。 

b. 還付充当通知書が作成できること。 

c. 還付加算金の計算ができること。 

d. 還付手続き中の情報を参照できること。 

e. 還付通知の発行履歴を保持できること。また、その履歴を参照し再作成ができること。 

f. 還付通知書発行の際に住所、氏名の変更ができること。 

g. 全銀協レイアウトで口座振込用ＦＤが作成できること。 

h. 口座振込分は一括して還付済情報の作成ができること。 

i. 住民税特徴の個人還付管理ができること。 

j. 過誤納データを一括して還付処理できること。 

k. 還付通知書発送日から、過誤納金の時効管理ができること。 

l. 振込先の口座情報は履歴管理され照会できること。 

 

（４）充当に関する事項 

a. 充当通知書の発行ができること。 

b. 充当処理が行えること。また、充当処理を行ったデータは即時に反映されること。 

c. 充当通知の発行履歴を保持できること。また、その履歴を参照し再作成ができること。 

d. 他科目・同一世帯員等への充当処理ができること。 

e. 過誤納データを一括充当できること。 

f. 充当通知書発行の際に住所、氏名の変更ができること。 

 

（５）督促処理に関する事項 

a. 科目・納期限・除外対象を指定して督促状の一括作成ができること。 

b. 期間を指定して督促状の発行停止ができること。また理由も登録できること。 

c. 納付書様式かメールシーラ様式か導入時にいずれかを選択でき、金融機関で納付できること。 

d. 督促状の発送簿と集計表の作成ができること。 

e. 督促状作成後に未納額が変わった場合に引き抜き対象者として抽出できること。 

f. 督促発送者・督促発送日の管理ができること。 

g. 督促発送履歴の削除ができること。 
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（６）催告処理に関する事項 

a. 科目・期間・除外対象・出力順を指定して催告状の一括作成ができること。 

b. 期間を指定して催告状の発行停止ができること。また理由も登録できること。 

c. 催告状の発送簿、集計表の作成ができること。 

d. 催告状の文面の変更ができること。 

e. 催告状作成後に未納額が変わった場合に引き抜き対象者として抽出できること。 

f. 催告発送者、催告発送日の管理ができること。 

g. 催告発送履歴の削除ができること。 

h. オンラインによる催告状の即時発行ができること。 

 

２.１１ 選挙 

（１）選挙管理に関する事項 

a. 定時登録、選挙時登録の基準日・登録日・投票日を管理できること。また、選挙種別、基準

日により自動的に登録日と投票日を判定できること。 

b. 選挙名称の登録を行い、入力通り入場券に表示ができること。 

c. 同日選挙の場合、選挙毎の有権者判定ができること。また、期日前、不在者投票に反映でき

ること。 

d. 抹消基準日を個別に入力することができること。 

e. 市内現存者・県内転出者・県外転出者の選挙人名簿を打ち分けることができること。 

 

（２）投票に関する事項 

a. 投票区毎の選挙期日、投票場所、投票開始終了時間、入場券の再発行ができること。 

b. 住所地番の範囲で投票区の設定ができること。 

c. 投票の結果をオンラインより入力することができること。 

d. 選挙における登録抹消の更新処理ができること。また、最新の住民情報から投票区の判定が

自動でできること。また、月次での抹消判定ができること。 

e. 登録者情報から有権者の資格判定ができること。また、住民異動情報が確認できること。 
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２.１２ 保育料 

（１）入所情報管理に関する事項 

a. 入所決定者の退所処理と賦課の残金の削除・再計算処理ができること。 

b. 保護者変更、保育者変更、減免情報等当初受付情報の変更ができること。 

c. 広域入所管理が可能であり、受託・委託保育入力ができること。 

d. 現年度申請児童の登録が行え、待機児童の管理ができること。 

e. 幼稚園、保育園入所者を通じて、児童順位の登録による保育料減免の計算ができること。 

f. 児童の順位を任意に設定でき、同時入所以外のきょうだい減免にも対応できること。 

g. 幼・保一元化管理ができること。 

h. 消し込み、年度切り替え、不能欠損の処理ができること。 

 

（２）延長保育に関する事項 

a. 通常保育料に対して月単位に一律の延長保育料の管理ができること。 

b. 延長保育料は通常保育料と別調定としての管理ができること。 

c. 延長保育料と通常保育料と別で、納付書の作成ができること。 

 

２.１３ 児童手当（含むこども手当） 

（１）全体に関する事項 

a. 情報の変更ができること。 

b. 支払状況、月別児童数の統計処理ができること。 

c. 住所変更、税情報が把握できること。 

d. 国などへの報告資料を自動作成できること。 

e. 金融機関への支払い FDを作成ができること。 

f. 住登外登録ができること。 

g. 送付先を登録できること。 

 

２.１４ 健康管理・予防接種 

（１）スケジュール及び実績の管理に関する事項 

a. 年間の各健診・教室のスケジュールを入力でき、月別に表示できること。 

b. システム初画面に当日の事業表示ができること。 

c. 集団健診の受診日・受診会場を年度毎に管理できること。 

d. スケジュール表から実績表への記録管理ができること。 
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（２）予約管理に関する事項 

a. スケジュール一覧より健診予定日を選択して予約情報の参照・入力ができること。 

b. 日時、会場、定員人数、予約番号などの予約申し込みの登録、管理ができること。 

c. 予約申し込みは、個人予約・一括予約・任意テーブルから呼び出しての登録ができること。 

d. 予約申し込みを実施する事業について、対象者条件の設定ができること。 

e. 予約申し込みの際に、対象者条件に適合するかのチェック処理ができること。 

f. 上記のチェック時の対象年齢は検診種別毎に設定できること。 

g. 予約申し込みは、画面上で空き人数の確認が行えること。 

h. 予約申し込みにて、キャンセル待ちの管理ができること。 

i. 健診種別毎、年齢別に料金を設定でき、年度毎に追加・更新できること。 

j. 申込み入力画面から国保資格情報の確認表示ができること。 

k. 申込み入力画面から後期高齢者医療加入者情報の確認表示ができること。 

l. 申込入力画面から今年度及び前年度の受診状況を表示できること。 

 

（３）母子保健に関する事項 

a. 乳幼児情報だけでなく、母親の妊娠から出産の情報まで管理できること。 

b. 妊娠届出書に記載されている届出日・電話番号・夫氏名・予定日・出産回数・生活習慣等の

管理ができること。 

c. 個別（医療機関受診）の妊婦健康診査の受診日、回数、結果等の管理ができること。 

d. 年度内に複数回受診できる健診や相談記録、訪問記録が管理できること。 

e. 個人照会時に、乳幼児健診の受診履歴（予防接種の履歴、各種教室への参加状況など）が時

系列で確認できること。 

 

（４）住民健診に関する事項 

a. 各種検診・精密検査の管理ができること。 

b. 対象者の設定を手動・一括でできること。 

c. 手入力を行う際に、個別入力・一括入力ができること。 

d. 個人が受診した結果を時系列的に表示できること。 

e. 該当者一般名簿を印刷することができること。 

f. 地域保健・健康増進事業報告に対応できること。 
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（５）特定健診に関する事項 

a. 特定健診対象者の抽出ができること。 

b. 該当者一般名簿を印刷できること。 

c. 支払い基金提出用特定健診・特定保健指導事業実績報告が集計出力できること。 

d. 特定保健指導対象者の抽出ができること。 

e. 国保連システムからの CSV 形式の受診券データ、利用券データ、保健指導データの取込がで

きること。 

f. 住所地特例の管理ができること。 

 

２.１５ 国民健康保険資格 

（１）保険証に関する事項 

a. 被保険者証カードの一斉更新に対応できること。 

b. 有効期限などの条件を画面で設定できること。 

c. 被保険者、短期証、資格証を窓口で即時発行できること。 

d. 医療機関を受診する被保険者が利用するための資格連絡票を発行できること。 

e. 保険証・短期証・資格証・高齢受給者証、特定疾病受療者証、限度額適用認定証の発行履歴

を参照できること。 

f. 滞納金額、期間等の短期被保険者証交付要件により対象者を抽出できること。 

 

（２）各種証の発行に関する事項 

a. 所得データを元に高齢受給者の負担区分判定ができること。 

b. 資格異動、年齢到達、住民税更正を元に高齢受給者の負担区分判定ができること。 

c. 高齢受給者証を窓口で即時発行できること。 

d. 高齢受給者証について、年次一括発行、月次一括発行、窓口での発行時に、生年月日から未

来の資格も考慮した状態での有効期限で発行できること。 

e. 負担区分を判定して、年次・月次異動分の高齢受給者証の一括出力ができること。 

f. 負担区分が変更になった対象を抽出できること。 

g. 負担割合の据置期間延長ができること。 

h. 基準収入額適用申請書を発行できること。 

i. 基準収入額適用申請書の対象者を絞り込んで出力できること。 

j. 限度額適用認定書、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証を窓口で発行できること。 

k. 非自発的失業者への所得軽減について、課税・非課税が自動的に判定されること。 

 

２.１６ 国民健康保険税 

（１）保険税・予算試算に関する事項 

a. 最新の国保加入者に関する情報をもとに、保険税率を試算できること。 

b. 中央会保険料算定システム用に基礎データ CSVが作成できること。 

c. 任意の世帯に対し、資格状況・所得・生年月日・旧国保加入者等の諸条件から、保険税を試
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算することができること。 

 

（２）所得・資産に関する事項 

a. 所得未申告者を抽出できること。 

b. 所得照会書を作成でき、照会結果を登録できること。 

c. 国民健康保険税申告書を作成でき、申告内容を登録できること。 

d. 住民税未申告調査対象者を把握し、簡易申告書の作成有無を選択できること。 

e. 固定資産税額を取り込んで計算できること。 

f. 固定資産税額の任意登録が可能であること。 

 

（３）賦課に関する事項 

a. 前年度所得等を元に仮算定ができること。 

b. 仮算定時に納付通知書を一括出力できること。 

c. 有資格者の保険税を一括計算できること。 

d. 計算チェック用の対象を抽出できること。 

e. 資格異動、40歳到達や所得などが変更された世帯を対象に一括で更正処理ができること。 

f. 減免額の登録が可能であること。 

g. 保険税の賦課額、期別額を強制修正できること。 

h. 介護保険から受領する特別徴収対象者情報と被保険者情報に基づき、特別徴収対象者を特定

できること。 

i. 普通徴収に関して、当初納付通知書、月例納付通知書･更正通知書、過年度納付通知書･更正

通知書を作成できること。 

j. 当初賦課及び月例更正に関する調定票(現年度分、過年度分)を作成できること。 

k. 納付通知書等の返戻に基づき調査経緯を登録できること。 

l. 納付証明書が窓口発行できること。 

m. 国保連からの月報 DBとの取り込みができること。 

n. 月報、療給各報告の集計ができること。 

 

２.１７ 国民健康保険給付 

（１）レセプト管理に関する事項 

a. 当月レセプト・更新レセプトの取込ができること。 

b. 連合会への過誤、再審査の申出状況を管理できること。 

c. 当月レセプトに対し、資格・退職該当期間の審査ができること。 

d. 指定期間の資格異動者に対し、資格・退職該当期間の審査ができること。 

e. 第三者行為登録者のレセプトを抽出できること。 

f. 退職振替・一般振替の対象レセプトを抽出できること。 
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（２）医療費管理に関する事項 

a. 診療月時点の年齢区分・負担割合を判定できること。 

b. 柔道整復・補そう具・移送費・鍼灸・あんまを管理できること。 

c. 決定点数から支給額・一部負担額・指定公費額を計算できること。 

d. 当月申請分に対し、資格・退職該当期間の審査ができること。 

e. 指定期間の資格異動者に対し、資格・退職該当期間の審査ができること。 

f. 退職振替・一般振替の対象を抽出できること。 

g. 退職振替・一般振替の対象を個別振替できること。 

h. 退職振替・一般振替の対象を一括振替できること。 

i. 施術者の住所・口座情報を管理できること。 

j. 申請書を一括・個別それぞれで作成きること。 

 

（３）高額療養費管理に関する事項 

a. 当月登録・更新分のレセプト・療養費に対して一括計算処理ができること。 

b. 世帯・診療月・レセプトを選択して個別に計算処理ができること。 

c. 申請日の入力ができること。 

d. 申請日を条件に一括で決定処理を行い、支払ができること。 

e. 退職振替・一般振替の対象を抽出できること。 

f. 申請書または勧奨通知を一括・個別いずれも作成できること。 

g. 決定通知書を一括・個別いずれも作成できること。 

 

（４）高額介護合算管理に関する事項 

a. 申請・支給情報の履歴が確認できること。 

b. レセプト・療養費・高額療養費を元に自己負担額を作成できること。 

c. 自己負担額証明書の発行・発行内容の管理ができること。 

d. 決定通知書を一括・個別いずれも作成できること。 

 

２.１８ 後期高齢者医療 

（１）システム共通に関する事項 

a. 後期高齢者医療制度における市町村の事務（住民資格情報管理事務、広域連合データ交換事

務、保険料期割計算事務、保険料徴収事務）をトータルで運用できるシステムであること。 

b. クライアントサーバー方式、メタフレーム方式のいずれも選択できること。 
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（２）住民資格情報管理に関する事項 

a. 住民記録から連携された情報管理と広域連合から受信した被保険者情報の管理ができること。 

b. 後期高齢者医療システムで管理する住民記録、個人個別情報、資格履歴、所得情報などを画

面照会できること。 

c. 住民記録から提供された住記情報を自動又は手動で取り込むことができること。 

d. 住登外情報、送付先情報、住記連携で登録された住民登録情報の追加、訂正、抹消ができる

こと。 

e. 後期高齢者医療システムに取り込んだ、住民情報、住民税情報、老人保健資格情報のエラー

チェックリストを出力できること。 

 

（３）広域連合データ交換に関する事項 

a. 広域連合へ提出する日次、月次、年次データファイルの作成ができること。 

b. 日次、月次、年次データファイルは、特定の個人を抽出対象とした作成ができること。 

c. 日次、月次、年次データファイルの作成は、前回の通常処理の再処理ができること。 

d. 広域連合から受領したファイル又は後期高齢者医療システムで作成したファイルの中身の確

認及び削除ができること。 

e. 過去にデータ作成済みの広域連合データについて、送付歴を削除できること。 

f. 広域連合インタフェース交換処理を行う際に必要な環境設定情報（データの入力元、出力先、

作業用フォルダ、バックアップ先）の設定を画面から入力設定できること。 
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（４）保険料徴収管理に関する事項 

a. 保険料の徴収方法の決定など保険料期割情報に関わる管理ができること。 

b. 広域連合保険料情報、賦課内容、期割情報、収納情報、特別徴収追加依頼内容、資格情報、

所得情報などを画面照会できること。 

c. 年度別の期割額計算方法、通知書番号編集方法などの保険料期割額計算に係わる制御パラメ

ータの設定や年度切り替え設定ができること。 

d. 年次・月次における年金保険者とのデータ交換が、経由機関のインタフェース仕様に準じて

処理できること。 

e. 保険料徴収に関わる被保険者の口座、納税組合情報の管理ができること。 

f. 金融機関名、支店の登録、金融機関別口座振替媒体情報の登録ができること。 

g. 被保険者の口座の開始・廃止情報の登録ができること。 

h. 金融機関へＦＤ等の媒体を使用し、保険料未納期の口座振替依頼ができること。 

i. 後期高齢者医療保険料の納付消込み、日計表の作成、過誤納処理、滞納者管理、決算処理が

できること。 

j. 該当者の収納記録が未納分完納分を含めて一覧で確認できること。 

k. 納付書消込用データの作成が多岐に渡りできること。 

l. 過誤納となったデータを画面又は一覧表印刷で確認できること。 

m. 任意のタイミングで督促状、督促状発行一覧表が作成できること。 

n. 現年度決算処理、滞納決算処理ができること。 

 

２.１９ 国民年金 

（１）年金取得に関する事項 

a. 異動報告に合わせた事由で異動を行う事ができること。 

b. 新規取得の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

c. ６０歳満了者に対し、任意加入、脱退の異動を行い進達用の異動報告を作成できること。 

d. 転入の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

e. 再転入の際、旧住民データの年金情報を新住民データに移すことができること。 

f. １号から３号への種別変更の異動を行うことができること。 

g. ３号から１号への種別変更の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

h. 取得訂正の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

i. 取得取消しの異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 
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（２）年金喪失に関する事項 

a. 異動報告にあわせた事由で異動を行うことができること。 

b. 喪失の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

c. 喪失情報に基づいて、付加、法定免除情報の終了期間が自動的に変更されること。 

d. 喪失訂正の異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

e. 喪失取消しの異動を行い、進達用の異動報告を作成できること。 

 

（３）免除申請書に関する事項 

a. 審査結果、住民税の年度を印字することができること。 

b. 免除申請書(学特/一般)を印字した時の内容(税額や配偶者など)を管理できること。 

c. 住民税扶養管理のデータで控除対象配偶者を特定できること。 

d. 控除対象配偶者の場合は未申告の場合でも０円として扱うことができること。 

e. 被保険者、配偶者、世帯主の免除申請に必要な所得情報を課税情報より取得し、基準額を算

出できること。 

f. 被保険者、配偶者、世帯主の所得情報より、免除判定結果を確認できること。 

g. 過年度分の免除申請を受付、申請書を印刷できること。 

h. 未申告者、1月 1 日以降転入者に対して、画面より税情報を入力できること。 

i. 未申告・無申告の判断ができること。 

j. 所得税が０円だった場合に「なし」としないように設定できること。 

k. 税参照時の年度指定誤りを防止するため、年度を変更した場合税額も自動で変更されること。 

 

（４）学生納付特例申請書に関する事項 

a. 被保険者の学生納付特例申請に必要な所得情報を課税情報より取得し画面で確認できること。 

b. 未申告者、１／１以降転入者に対し、画面より税情報を入力できること。 

c. 必要な学校情報の設定ができること。 

d. 設定した学校情報を選択でき、学校名、住所の出力ができること。 

e. 申請書に打出した学校情報を管理できること。 

f. 未申告・無申告の判断ができること。 

g. 学生特例を受けようとする期間については、必須入力項目としてチェックできること。 
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２.２０ 介護保険 

（１）資格管理に関する事項 

a. 介護保険第１号被保険者、第２号被保険者の資格管理、適用除外者管理ができること。 

b. 65 歳到達者の資格取得処理が一括でできること。 

c. 死亡者・転出者の資格喪失処理および職権により資格喪失処理ができること。 

d. 適用除外者登録内容や被保険者以外の住記情報も確認できること。 

e. 指定期間の住記異動情報を一覧表で確認できること。 

f. 介護施設の入退所履歴が管理できること。 

 

（２）受給者管理に関する事項 

a. 要介護認定申請の受付、利用料減免申請の受付、認定結果管理、認定ソフトとのデータ交換

等の受給者管理が行なえること。 

b. 申請単位（新規・更新・転入・状態区分変更・サービス種類変更）単位で入力できること。 

c. 負担限度額情報入力処理にて、減免登録・訂正・抹消処理の入力ができること。 

d. 支払方法変更処理にて、対象者選択の際、給付制限警告者から選択ができること。 

e. 認定日・合議体・開催予定日を抽出条件に被保険者証の一括作表ができること。 

f. 認定結果別統計表、介護認定訪問調査実績表の出力できること。 

 

（３）賦課管理に関する事項 

a. 第１号被保険者の仮徴収処理・本徴収処理・所得段階別保険料の決定から通知書作成処理な

どができること。 

b. 年度別の所得段階別保険料、期割方法、徴収方法調査項目、併徴方式などの保険料計算に係

わる制御パラメータの設定ができること。 

c. 住民税システムより受け取った所得情報の修正ができること。 

d. 前年度データを元に仮徴収当初賦課処理、調定表、仮徴収額通知書の発行ができること。 

e. 仮徴収額の変更異動、特別徴収の中止異動が個別にできること。 

f. 年金保険者より受領した年金受給者情報から、特別徴収者の決定と訂正できること。 

g. 年度途中の年齢到達者や転入者の月割新規賦課計算は、指定した異動日範囲の該当者につい

て一括計算ができること。 

h. 年次・月次における年金被保険者とのデータ交換が、年金保険者の交換仕様に準じて処理で

きること。 

i. 調整交付金調べが作成できること。 
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（４）給付管理に関する事項 

a. 国保連合会との情報交換、償還払い実績管理などの給付実績管理ができること。 

b. 居宅サービス計画作成依頼届出書情報の新規・事業者変更・内容修正・削除処理できること。 

c. 保険者保有給付実績、貸付情報、高額介護費情報、返還金情報、第三者行為情報などの新規・

訂正・削除処理を行えること。 

d. 一括で、償還払い実績支給データの作成ができること。 

e. 過誤（同月過誤）・再審査申し立て情報の登録ができること。 

f. 給付管理票情報の登録と訂正できること。 

g. 市町村特別給付申請情報の追加・訂正・削除処理が行えること。 

h. 連合会へ処理を委託することなく全ての業務を事務処理システムで管理できること。 

 

２.２１ 簡易納付書 

（１）簡易納付書作成に関する事項 

a. 給食費の納付書が作成できること。 

b. 保育料の納付書が作成できること。 

c. 住宅料の納付書が作成できること。 

d. 下水道関連（下水道受益者負担金・分担金、農業集落排水分担金、漁業集落排水分担金）の

納付書が作成できること。 

 

２.２２ 水道管理 

（１）水道管理に関する事項 

a. 水道施設の管理については、既存の「水道施設監視システム」と同等又は既存システムの業

務内容が含まれたものとすること。 

b. 水道料金の管理については、既存の「水道料金管理システム」と同等又は既存システムの業

務内容が含まれたものとすること。 

 

２.２３ 農地管理 

（１）農地基本台帳システムに関する事項 

a. 権利の異動ができること。 

b. 農地経営者情報が管理できること。 

c. 農地に係る各種証明発行ができること。 

d. 各種帳票作成ができること。 

e. 農業委員会委員選挙人名簿登載人申請書の管理ができること。 

f. 各種データの抽出・集計ができること。 

g. 地理空間情報システムとの連携ができること。 

 

２.２４ 犬 

犬の登録管理については、現在使用している県で構築した「犬の登録管理システム」と同等又は次
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に掲げる既存システムの業務内容が含まれたものとすること。 

（１）犬の登録管理に関する事項 

a. 登録原簿入力処理ができること。 

b. 注射実施記録入力メニューができること。 

c. 検索処理ができること。 

d. 一覧表・統計表印刷ができること。 

e. 通知ハガキ用データ処理ができること。 

f. 通知ハガキ用印刷処理ができること。 

g. 登録データ出力処理ができること。 

 

２.２５ 地理空間情報 

公共施設、避難施設（公共及び民間）、沿岸地区標高、津波浸水想定区域、復興基図、各種復興計画

図などの地理空間情報を扱うこととする。また「復興基盤統合 GISシステム」の地理空間情報と連携す

ること。 

 

（１）土地管理に関する事項 

a. 固定資産税を起点とした住民基本情報とのデータ連携ができること。 

b. 座標数値の指定により地番図の分筆編集ができること。 

c. 絶対確度、相対確度、割合、距離を入力し補助点を展開し、地番図の分筆編集ができること。 

d. 地積測量図を取り込んで、地番図の分筆編集ができること。 

e. 隣接している土地を選択し、地番図の合筆編集ができること。 

f. 家屋記号（増築、非課税、減失、未評価、無壁舎など）の入力ができること。また家屋記号

は複数用意されていること。 

 

（２）地図に関する事項 

a. 住所地名、目標物名称や鉄道、幹線道路、100ｍ毎の等高線が表示できること。 

b. 用紙への印刷ができること。特に、配付資料などでの使用ができること。 

c. 国土地理院発行の基盤地図を利用できること。 

d. 航空写真画像を適切な解像度に調整した上で他のベースマップと、切り替え表示できること。 

e. 1/2500ないしは 1/10,000等のＤＭ地形図を表示できること 

f. 国土地理院が整備した迅速図を表示できること。 

g. 国土交通省が整備した被災現況調査図を表示できること。 

h. 地図上でマウスをドラッグ移動させることにより連続して表示範囲を移動できること。 

i. マウスホイールを利用して連続的に拡大・縮小ができること。地図の表示縮尺は、1/2500 か

ら 1/200,000とすること。 
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（３）地図情報の選択、表示に関する事項 

a. 利用者が任意に表示する地図情報を選択できること。 

b. それぞれの情報は重ね合わせ表示を可能とし、重ね合わせた際に表示内容が確認できるよう、

表示設定を調整できること。 

c. アイコンシンボル、ラインフォント、ポリゴンのハッチングパターンは複数色、複数種類で

利用できること。 

d. 各地図情報に対しての表示設定に合わせた凡例を表示できること。 

e. 統計データをポリゴン、メッシュ図などの色分けで地図上に表示できること。 

f. 同一画面内に異なる縮尺や主題図レイヤ、背景地図を選択できる２種類の地図を同時に表示

できること。 

 

（４）検索に関する事項 

a. 町名、丁目、番地等を順次指定することで、地図の表示位置を指定できること。 

b. テキストボックスに入力された住所等の全部又は一部に合致する住所候補リストを画面上に

表示し、いずれかを選択指定することで地図の表示位置を指定できること。 

c. 施設区分、施設名称等を順次指定することで、地図の表示位置を指定できること。 

d. テキストボックスに施設等の名称を入力すると、合致する施設リストを画面上に表示し、い

ずれかを選択指定することによって、その施設を中心とした地図を表示できること。 

e. 地図上で利用者が選択した任意の地点の属性情報を検索できること。 

f. 同一地点に複数の情報が登録されている場合であっても、それぞれの情報を検索できること。 

g. 地図上の任意の地点より最寄り施設の検索ができること。その際に、検索対象からの距離を

任意に指定できること。 

h. 地図上でマウス操作により任意のエリアを指定し、その範囲内にある施設などの情報を一覧

として検索できること。 

 

（５）計測に関する事項 

a. マウス操作により、地図上で任意の２点以上を指定することで総延長距離を計測できること。 

b. マウス操作により、地図上で任意の３点以上を指定することで囲まれた図形の面積を計測で

きること。 

 

（６）作図に関する事項 

a. 地図上に利用者が任意の図形を書き込むことができること。書き込み可能な図形は、点（ア

イコン）、線、面及び文字情報とする。 

b. アイコンはあらかじめ設定したアイコン画像から選択できること。 

c. 線、面は、色、太さなどを予め設定してあるものから任意に選択できること。 
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（７）印刷に関する事項 

a. 表示している地図の内容を印刷用出力できること。 

b. 属性情報等を検索されている場合は、その検索結果を地図と合わせて用紙内に適切にレイア

ウトしその結果を紙面なでへ出力できること。 

c. 複数の用紙に分割させて印刷することで、広範囲の地図印刷ができること。縦方向および横

方向に各４枚程度の出力ができること。 

 

２.２６ コンビニ収納・クレジット収納・マルチペイメント・公金決済 

（１）共通的な事項 

a. 利用者の操作履歴が保持できること。 

b. 紙の済通を含む全ての収納チャネルについて領収日のデータを保有できること。 

c. eLTAX電子納税システムとの自動連携ができること。 

 

（２）コンビニ収納に関する事項 

a. 収納代行会社より、コンビニ各店にて収納された「速報」「確報」「取り消しデータ」を受領

できること。 

b. 財団法人流通システム開発センターの定める標準伝送フォーマットに対応できること。 

c. 確報を収納消込データのレイアウトに変換し、他の収納データと統合できること。 

d. 収納結果を他の収納手段で納付されたものと同じ方式で検索できること。 

 

（３）クレジット収納に関する事項 

a. 通信回線で振替依頼データの受け取りができること。 

b. クレジットカードでの収納情報を通信回線にて提供できること。 

c. 収納結果を収納消込データのレイアウトに変換し、他の収納データと統合できること。 

 

（４）マルチペイメント収納に関する事項 

a. 日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク収納

機関共同利用センターガイドライン」に記載されている「サービスを提供する場合の必須機能・

任意機能」について、必須機能に対応できること。 

b. 収納サービスにおける「オンライン方式」に対応できること。 

c. 納付情報の登録及び取消が個別と一括の両方でできること。 

d. 二重納付防止の為、収納代行業者からのコンビニ収納の収納情報を受領し、マルチペイメン

トで支払われないよう消し込みができること。 
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（５）公金決済に関する事項 

a. 銀行などの窓口で納付される納付所の電子化に対応できること。 

b. 公金単位で一元的にまとめて還元できること。また、窓口収納分を含む全ての納付を集計し

た日計表が作成できること。 

c. 紙の納付書は納付書の画像データを含めて還元できること。 

d. 窓口納付分を含む、全ての収納を集計した日計表が作成できること。 

e. 紙の納付書は納付書の画像データを含めて還元できること。 

f. 紙の納付書の電子化の際、受託者が作成したデータを確定前に委託者側により、ASP・SaaS上

で確認、修正できること。 

g. 紙済通の画像データの検索は 14ヶ月できること。 

h. 紙済通の画像データは裏面のイメージを保有できること。 

i. 口座振替依頼データ（全銀協制定フォーマット）を受け取り、各金融機関に分割し全銀手順

又は電子媒体で各金融機関に送付できること。 

j. 口座振替処理が完了した結果データ（全銀協制定フォーマット）を各金融機関から受け取り、

統合して帳票（口座振替集計結果リスト）とともに提供できること。 

k. 口座振替の結果を他の収納情報と統合して還元できること。 

 

３ 内部情報系に関する要件 

３.１ 全般 

（１）機能全般に関する事項 

a. 職員及び組織を履歴管理し照会、異動ができること。 

b. 日付を指定することで事前に異動入力ができること。 

c. 定期人事異動等における大量のユーザ情報変更時には、CSV 形式により一括更新できること。

また、有効開始日を設定でき事前登録ができること。 

d. 職員名、組織、役職などの職員情報による検索ができること。 

e. 職員の異動情報の履歴を管理できること。 

f. データ参照の権限を段階的に設定できること。 
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３.２ 職員ポータル 

（１）スケジュールに関する事項 

a. 三役・部課長を含め、全ての職員のスケジュールの確認及び登録ができること。 

b. 庁舎内の会議室及び公用車等の施設空き状況の確認及び予約ができること。 

c. 市町村及び課の行事予定の確認及び登録ができること。 

d. 三役のスケジュールの確認及びスケジュール調整ができること。 

e. 各組織を選択することにより、各職員の在席状況、行先、開始時間・終了時間の状況を一覧

で確認できること。また内線番号、連絡先、伝言メモの件数も確認できること。 

f. 役職者等の在庁状況を確認できること。 

g. フォルダをツリー構造による階層表示ができること。 

h. 様式目次をツリー構造による階層表示ができること。 

i. 職員の検索及び組織毎の階層検索が可能なこと。 

 

３.３ 人事給与 

（１）人事情報に関する事項 

a. 職員の顔写真、氏名、生年月日、住所などの基本情報と、給料、職名、補職、所属などを管

理できること。 

b. 基本情報・各種履歴より、経験年数換算表に対応した初任給決定が自動的できること。 

c. 国・地方公共団体の退職管理ができること。 

d. 発令処理については、採用から退職までの全ての事由について作成でき、また自動的に履歴

の管理ができること。 

e. 人事異動に関し複数素案作成をシステム上で行うことができること。 

f. 平成 18年に国・地方公共団体で行われた給与制度改革に対応できること。 

g. 採用試験予定（試験区分、試験日、採用予定日、試験内容等）の管理ができること。 

h. 年度単位に研修予定の管理（研修種別、研修コード、研修期間、回数、場所等）ができ、研

修予定の登録ができること。 

i. 同一人物が、職員区分が変更した場合も、情報の紐付け管理ができること。 

j. 各種帳票作成する際は、条件指定とプレビューができること。 

 

（２）給与計算に関する事項 

a. 臨時嘱託職員計算・再任用者・派遣職員・日割計算・休職・欠勤時等の減額等の変則計算が

できること。 

b. 口座振込については、最低４口座の管理ができ、例月・6 月賞与・12 月賞与・差額ごとに振

込額を設定できること。 

c. 財務会計システム差し引き用の予算執行データ（支給分・事業主負担）を作成できること。 

d. 昇給予定・家族情報等を考慮し当初・補正の人件費予算推計ができること。 

e. 給料、手当等の計算条件を新ベースに切り替えるための指示ができること。 

f. 人事管理の家族情報にて税扶養家族の氏名・生年月日・続柄の管理ができ、税扶養人数の算
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定は家族情報から自動計算ができること。 

g. 給与実態調査及び定員管理の情報が、人事情報、給与情報などから自動的に作成することが

でき個別訂正もできること。 

h. 政府管掌保険対象者について、定時決定・随時決定処理ができること。 

 

３.４ 財務会計 

（１）予算編成に関する事項 

a. 前年の当初予算の内容が利用できること。また、少なくとも１０回以上の補正予算に対応で

きること。 

b. 「款・項・目・事業・細事業・節・細節・細々節」の検索が名称でできること。 

c. 要求に対する「査定済」「未査定」のチェック表が画面及び帳票で確認できること。 

d. 第 1表、総括表、歳入、歳出事項別明細書は自動作成ができること。 

 

（２）予算管理に関する事項 

a. 年額一括・四半期ごと配当、又は一部配当ができること。 

b. ［歳入］細々節の予算額を超えて歳入できること 

c. 予算流用・予備費充用は、各課で申請したものを財政担当課で承認できること。 

d. 要求に対する「査定済」「未査定」のチェック表が画面及び帳票で確認できること。 

e. 科目の補正状況のチェックができること。 

 

（３）予算執行に関する事項 

a. 伝票は指定用紙でなく、汎用紙を使用できること。 

b. 金額・科目によって決裁区分の設定が自動的にできること。 

c. 調定処理は、集合調定、単件調定及び事後調定の３種類の処理ができること。 

 

（４）会計管理に関する事項 

a. 支払予定日の予定合計額が会計担当課で確認できること。 

b. 主管課と会計担当課で債権者登録ができること。 

c. 調定票作成時に出力される納付書は、納付書番号又は収入番号での消込、若しくはバーコー

ドで消込を１件ずつ実施できること。 

d. 会計担当課にて、戻出番号及び構成番号の入力又はバーコードでの消込ができること。 

e. 振替消込後、自動的に歳入処理にできること。 

f. 伝票支払履歴一覧を課別等（伝票番号順等）にして出力できること。 

 

４ システム間連携に関する要件 

提案システムの導入に必要となる、金融機関、国民健康保険団体連合会、後期高齢者広域連合、都道

府県庁、電子自治体推進協議会などの外部団体とのデータ連携ができること。 
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５ データセンター・ハードウェアに関する要件 

５.１ データセンターの要件 

（１）立地及び建物に関する事項 

a. 地震による液状化現象の可能性が小さい地域であること。 

b. 外部からの火災による延焼等の被害を受ける可能性が小さくなるよう、隣接建物から充分な

距離が保たれていること。 

c. 洪水や津波による被害を受ける可能性が小さい地域であること。 

d. 震度７の地震に対する耐震性を有すること。また免震構造であること。 

 

（２）電源設備に関する事項 

a. 電力会社から２系統以上の電力が供給されていること。 

b. 電力会社からの電力供給が停止した場合にも、クラウドサービスの提供に影響を及ぼさない

ような充分な容量を持つ自家発電設備が設置されていること。自家発電設備を 24時間以上連続

運転可能な燃料を備蓄していること。 

c. 瞬時電圧低下が起きた場合及び電力会社からの電力供給が停止し自家発電設備が起動するま

での間、クラウドサービスの提供に影響を及ぼさないよう無停電電源装置（UPS）が設置されて

いること。 

 

（３）サーバ室に関する事項 

a. 電源ケーブルはフロア内分電盤からラックまで冗長化されていること。 

b. サーバ及びラック台数に対し充分なスペースを用意すること。 

c. 床下配線できるようフリーアクセス床を使用していること。 

d. 空調設備により温度は 24℃±2℃、湿度は 50％±20％に保たれていること。また、予備機を

備えていること。 

e. ラックには耐震性能を高める措置が施されていること。 

 

（４）防火設備に関する事項 

a. 消防法に適合した消火設備を設置していること。サーバ室は水を使用しないガス消火設備を

設置していること。 

b. 避雷設備、排煙設備、火災報知設備、非常照明設備等の建築設備が設置されていること。 
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（５）セキュリティに関する事項 

a. 施設の入退館とサーバ室の入退室は異なる管理体制であること。 

b. 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001）適合性評価制度の認定を受けてい

ること。 

c. 24 時間 365日の入退館管理、監視実施していること。 

d. 入退室者を識別、記録できるセキュリティ設備により、許可された者のみがサーバ室に入退

室が可能なこと。 

e. サーバ室のラックは、不正アクセスや不正操作防止のため鍵付きラックを使用すること。 

 

５.２ ハードウェアの要件 

（１）庁舎内の機器に関する事項 

a. 追加で設置する機器類は表 ５-１のとおりとする。主なスペック・特徴については一例であ

り、同程度の機能を有する機器での代替も認める。また数量については各１台とする。 

 

機器類 主なスペック・特徴 用途 

バックアップサーバ・ 

外字配信サーバ 

・DL380G7 XE E5620 1P4C 6G P410i/256 

・HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Memory Kit*5 

・300GB 10k HotPlug 2.5 6G SAS HDD DP*2 

・600GB 10k HotPlug 2.5 6G SAS HDD DP*3 

・Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

・Oracle Weblogic Server Standard Edition  

・Interstage List Creator Enterprise Edition V9 

バックアップシステム

及び外字の管理・配信

のため。 

印刷管理サーバ 

・DL380 G7 Xeon E5620 2.40GHz 1P/4C 6GB P410i/256 

・HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 ﾒﾓﾘｷｯﾄ*1 

・HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 ﾒﾓﾘｷｯﾄ*2 

・300GB 10k HotPlug 2.5 6G SAS HDD DP*2 

・600GB 10k HotPlug 2.5 6G SAS HDD DP*3 

・Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

各種納付書等の印刷処

理を管理するため。 

住基ネットＧＷサーバ 

・PRIMERGY TX150 S7 

・Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

・MICJET住基 GWサーバ V3 

・MICJET GW運用 WS V1 メディアパック 

・MICJET運用サーバ SR1 V1 

・MICJET住基 GWサーバ V3 裁判員制度オプション 

・入管法改正オプション 

・CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese 

CS サーバとのデータ

連携のため。 

サーバラック   

基幹連携ファイアウォール IPCOM EX1100 SC E20 庁内 LANと住基ネット
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ワーク間の通信を制御

するため。 

Ｌ２スイッチ イーサネット 10/100 ポート× 24 

庁内 LAN内のネットワ

ークの中継機器として

使用するため。 

表 ５-１ 追加設置機器類一覧 

 

b. また、委託者の既存機器を可能な限り利活用したシステム構成とすること。なお、委託者の

既存機器の構成については、様式８「資料請求書」による求めに応じて別途提示するものとす

る。 

c. さらに追加で設置が必要となる機器については、原則委託者が別途調達するため、可能な限

り追加機器が少なくなるようなシステム構成とすること。 

 

（２）サーバ室内の機器に関する事項 

a. 業務処理機器は故障した場合でも数分以内に復旧、サービス利用可能な構成とし、障害に対

しアプリケーション及びデータのバックアップにより直前の状態に復旧できる運用であること。 

b. 委託者のデータを記憶する機器、媒体は許可された者が取り扱い管理すること。 

c. データへのアクセスは、委託者と事前に定める手続きに従い許可された者だけが行い、その

記録を保管すること。 

d. 業務処理機器は他からの侵入を許さないよう受託者が認める者が維持、管理を行い、その記

録を保管すること。 

 

６ データ移行・業務継続性等に関する要件 

６.１ データ移行関する要件 

（１）移行データの範囲に関する事項 

a. 表 １-１の業務について、システムを導入するのに必要なデータを全て移行すること。 

b. 移行データは現行事業者指定の磁気媒体及びフォーマットにより、現行事業者から原則全て

のデータが提供されるものとし、受託者のみにフォーマット仕様書及びコード表を提示する。 

c. 現行事業者のデータ提供に係る費用については、受託者から現行事業者に対して支払われる

ものとし、本提案の見積もりに含めるものとする。 

 

（２）移行計画立案に関する事項 

a. データ移行がスムーズに行われるように、データ移行の方法、時期について委託者及び現行

事業者と充分な打ち合わせを実施すること。 

b. 本要求仕様に基づいた移行計画を作成し委託者の承認を得ること。 

c. 移行計画にはデータ移行における具体的なプロジェクト管理方針、事業者体制、実施日程、

プロジェクト管理方法等を含めて提示すること。 

d. 委託者の職員の作業負荷を考慮し、現行システム現行システムに入力した異動データを即時
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で連携し、導入システムへの入力データとできること。 

 

（３）文字及び印影の取り扱いに関する事項 

a. 現行の基幹系業務システムで管理されている文字について同定を実施し、文字コード変換表

及び外字となる文字フォントファイルを作成すること。 

b. 外字の登録、修正、削除、配信及び一覧表示並びにコード及びフォントの一元管理を実施す

ること。 

c. 現在使用している外字は TIF（Tagged Image File）形式で提供するものとし、その際にデー

タ変換作業及びデータ再登録作業が発生する場合は受託者が実施するものとする。 

 

（４）その他の事項 

a. データ移行にあたっては、委託者の職員負担を可能な限り排除すること。 

b. 移行したデータの確認など委託者に新たな作業が発生する可能性がある場合は、その旨を提

案に明記すること。 

c. 委託者と合意したセキュリティが確保された場所で作業を実施すること。またデータ移送に

伴うデータ紛失事故などの防止対策を講じること。 

 

６.２ 業務継続性の確立に関する要件 

住民サービスの提供停止、住民情報データの消失を防止するため以下の措置を講じること。また、以

下の項目以外に、より高度な業務継続性を確立できる事例があれば提案すること。 

 

（１）ダウンリカバリに関する事項 

a. 最低限の窓口サービスを継続できるよう、住民データの照会及び各種証明書の発行を可能と

するサーバを庁舎内に設置し業務の継続性を確保すること。 

 

（２）バックアップデータに関する事項 

a. バックアップデータはセキュリティの確保された場所で保管すること。 

b. バックアップ及びリストアの機能により、障害や災害等でデータの消失・破壊が生じた場合

であっても確実に正常な状態に復旧できること。 

c. 定期的バックアップを行い７日間以上のバックアップデータを世代管理できること。 

 

６.３ 運用支援・保守に関する要件 

（１）運用時間に関する事項 

a. 原則 24時間 365 日稼動できること。ただし、点検や保守のための計画的な停止時間は除く。 

b. 開庁日にはクラウドサービスが安定的に提供されること。委託者の事務で必要な場合は開庁

日以外にも利用できること。 
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（２）運用支援に関する事項 

a. システム導入時にはパッケージシステムの運用、機能及び操作方法の研修を行うこと。研修

に必要な機器及び会場は委託者が用意し、資料については受託者が用意することとする。 

b. ユーザ向け操作マニュアルと運用マニュアルを作成し、研修ではユーザ向け操作マニュアル

を研修教材に利用すること。 

c. マニュアルはオンラインマニュアルとしても提供し、業務画面からも容易に参照できること。 

d. 法制度改正やシステムの更新を行った場合は、マニュアルに変更点を反映し提供すること。 

e. 障害等緊急時や異常時の連絡、ユーザからの操作説明に関する問い合せなどに対応するため

のヘルプデスクを設置すること。 

 

（３）法制度改正対応に関する事項 

a. 法制度改正については受託者が情報を収集した上で、パッケージ機能として対応すること。 

b. 軽微な法制度改正については、原則としてサービス利用料の範囲内として対応すること。た

だし、別途費用が発生する大規模な法制度改正については、その範囲や条件等について別途委

託者と協議の上、契約を締結するものとする。 

c. 法制度改正及びそれに伴うシステムの更新時には、委託者に対し運用や操作、変更点を説明

する研修を行うこと。研修に必要な機器及び会場は委託者が用意し、資料については受託者が

用意することとする。 

 

（４）保守全般に関する事項 

a. サーバやネットワークの稼動、負荷の実行状況を 24時間 365日自動監視しウィルスや改ざん

などの異常検知を行うこと。 

b. ネットワークとハードウェア、ハードウェアとミドルウェアの障害の切り分けなど、システ

ム全般についての運用サポートを実施すること。 

c. 業務のアクセス監視、ログ監視を行って適宜報告すること。 

d. 導入した機器及びソフトウェアに重大なバグや脆弱性が発見された場合は、速やかに委託者

に連絡し対応を別途調整すること。 
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（５）機器保守に関する事項 

a. サーバなどの機器、システムの保守は、システム停止日またはシステム停止時間帯に行うこ

と。ただし、ログの取得や稼動中の動作確認などの業務に支障がないと判断する場合に限り、

委託者の指示により業務中でも作業を行うことができるものとする。 

b. 障害時保守は原則開庁日とするが、障害の内容に応じてシステム停止日又はシステム停止時

間帯に作業を行うこと。 

c. 本調達で導入する機器に通常の使用で障害が発生した場合、部品の修理、交換等は特段の定

めがあるものを除き全て無償で行うこと。 

d. 機器保守にあたって保守パック等を利用する場合、現時点で購入可能な最長のものを選択す

ることとし、その期間を明示すること。 

e. サーバ及びストレージ機器の保守費用範囲は 24時間 365日とすること。 

 

（６）システム保守に関する事項 

a. 通信回線を使用した遠隔操作による保守が可能であり、この方法で対応出来ない場合は出張

訪問して対応すること。 

b. 障害時保守は原則開庁日とするが、障害の内容に応じてシステム停止日又はシステム停止時

間帯に作業を行うこと。 

c. システム更新などの保守作業及び Operating Systemやミドルウェアなどに対するパッチ適用

は、委託者の業務処理運用に支障のないよう実施すること。 

 

（７）障害時の保守に関する事項 

a. 障害発生時は、受託者が障害の原因を特定し復旧作業を実施すること。 

b. 業務に影響を与える障害発生時は障害検知から 30分以内に、委託者に対し復旧に要する見込

み時間と併せて通知し、人員派遣による障害復旧も含めて迅速な対応を行うこと。 

c. 障害の復旧作業は、部品の修理、交換等を含めて作業開始から１日以内に終わらせる体制を

整えておくこと。 

d. 障害時保守における作業が完了した後、再発防止策も含めた完了報告を行うこと。 

 

（８）ヘルプデスクに関する事項 

a. 受付時間は原則開庁日とするが、問い合わせ内容によっては時間外でも対応すること。 

b. 導入した機器及びソフトウェアに関する機能・操作方法などの問い合わせに対応すること。 

c. 受付記録及び対応内容は記録し、委託者に報告すること 

d. 委託者が今後計画する事業において、本事業に関係すると思われる内容についての問い合わ

せに対して技術的支援を行うこと。 

 


