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１ 要旨 

（１）本仕様書は、明石市が発注する「固定資産家屋評価システム運用業務（以

下「本業務」という。）」について、総務省固定資産（家屋）評価基準に基

づいた、固定資産（家屋）評価事務における評価、調査及び照会等の家屋

調査業務支援機能を有した家屋評価システムの導入にあたり必要最低限

となる基本要求事項を示すものである。 

（２）受託者は、本業務の遂行に誠意を持って対応しなければならない。 

 

２ 目的と基本方針 

（１）目的 

本市では、家屋の評価事務の正確性、統一性及び事務効率の向上を図

るため、従来から家屋評価システムを利用しているところ、近年では現

地調査業務支援機能を有したモバイル端末等も開発されていることから、

次期調達においては、さらなる業務効率化や市民サービス向上につなげ

ることを目的として、新たな家屋評価システムにより運用する。 

新たなシステムによる家屋評価では、モバイル端末の活用によって現

地での調査時間短縮が可能となる上、帰庁後には課室の家屋評価システ

ムと連携することで事務効率のさらなる迅速化、効率化が実現する。ま

た、評価方法の統一化により評価事務がさらに簡素・公正となることで

納税者への説明もこれまで以上に容易となり、信頼を高めることにもつ

ながる。 

（２）基本方針 

① システムの安全性 

      本業務は家屋評価業務の根幹を成すものであることから、安定して

稼働するシステムとする。 

② 実績豊富な仕組みの導入 

家屋評価システムの安定した稼働のため、他の地方公共団体等で導

入された実績が豊富なシステムを導入する。 

    ③ 業務の効率化 

家屋評価に必要な項目だけでなく、業務の負担軽減のため、より効

率的な環境により運用する。 

    ④ 市民サービスの向上 
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評価事務の正確性、統一性、透明性、信頼性の向上及び調査時間短

縮による市民サービスの向上を目指す。 

    ⑤ セキュリティの強化 

セキュリティリスクへの対応として管理機能を有し、また個人情報

取扱の維持管理体制が確立されること。 

⑥ サービスレベルの維持 

導入・運用後のシステムは、既存システムのサービスレベルの維持

若しくはそれ以上のサービスレベルとする。 

 

３ 本業務の契約期間 

契約締結日の翌日から 2024 年３月 31 日まで 

 

４ 調達・運用スケジュール 

本業務に関する全体スケジュールは以下の通り。 

  ■提案依頼及び調達         ： 2020 年８月～同年９月 

■契約                            ：  2021 年 1 月 

  ■設計・開発・移行・切替     ： 2021 年３月まで 

  ■本番稼働（運用開始）      ： 2021 年４月 

 

５ 実施概要 

（１）実施概要 

本業務において実施する業務の内容は、家屋評価システムを稼働させる

こと、及びモバイル端末を利用した家屋現地調査支援システムを稼働させ、

家屋評価システムと家屋現地調査支援システムを連携して運用させるこ

とである。 

作業内容については、以下を想定する。 

① 家屋評価システムと家屋現地調査支援システムの機能要件定義、設 

計、開発、テスト、システム移行、データ移行及びユーザ研修に関する

作業 

② 家屋評価システムと家屋現地調査支援システムの機能を稼働させる

ために必要なソフトウェア及びミドルウェアの提供及び設定作業 
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③ 家屋評価システムと家屋現地調査支援システムの機能を稼働させる

ために必要なサーバ、クライアント機器、タブレット端末及びプリンタ

の調達及び環境設定作業 

④ 家屋評価システムと家屋現地調査支援システムとの連携のため必要

な設定作業 

⑤ 家屋評価システムと家屋現地調査支援システムの運用保守作業 

（２）導入ライセンス 

① 家屋評価システムソフトウェア      10 ライセンス 

② 家屋現地調査支援システムソフトウェア   5 ライセンス 

 

６ インフラ要件 

本業務におけるインフラ関連の要件については、以下のとおり。 

なお、仕様については以下に示す相当程度のものとすること。 

（１）サーバ環境 

① サーバ端末   1 台 

表：サーバ端末の仕様 

No. 項目 仕様 

１ 本体 ラック型（3.5 インチ） 

２ OS Windows Server® 2019 

３ CPU Intel® Xeon E-2134 3.4GHz 以上 もしくは 

Intel® Xeon E-2224 3.4GHz 以上 

４ HDD 600GB SAS（内蔵 3.5 インチ）以上×2 台 

５ メモリ 16GB 以上 

６ RAID 構成 RAID1 

７ 光学ドライブ DVD -RAM（内蔵） 

８ 電源ユニット ３００W 以上 

９ 電源ケーブル AC1０0V 以上対応、1.0ｍ以上 

10 保守 当日 4 時間以内訪問保守サービス 3 年間 
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② サーバ関連機器 

表：サーバ関連機器の仕様 

No. 項目 仕様 

１ ラック 19 インチ(11U 以上・棚板、鍵付き) 

２ UPS APC SUA750 相当（1U）、3 年間保守込 

３ モニタ・キーボード 17.0 インチ以上・日本語キーボード 

※原則 1U 一体型とするが、個別に外部ディス

プレイ接続、ＵＳＢ接続でも可。 

４ 電源管理ソフトウェア Power Chute Business Edition 

５ Database ソフトウェア Microsoft® SQL Server 2017 Express 相当 

（Oracle Database、Symfoware 等でも可） 

６ その他 ラックレールキット 

７ 電源ケーブル AC100V 対応、３ｍ 

８ ディスプレイ＆USB ケー

ブル 

3ｍ 

９ ウイルス対策ソフト Trend Micro APEX ONE もしくは、 

ウイルスバスターコーポレートエディション

Plus 

 

（２）共通インフラ機能 

① クライアント端末  10 台 

表：クライアント端末の仕様 

No. 項目 仕様 

１ 本体 ノート型 

２ ディスプレイ 15 インチ以上 

３ OS Windows 10® Pro 64 ビット 

４ CPU Intel® Core™ i5 相当 

５ HDD SSD 256GB 以上 

６ メモリ 8GB 以上 

７ 光学ドライブ 内蔵 DVD ドライブユニット 

８ ソフトウェア 

 

Microsoft Office® Professional 2019 相当 

Windows Server CAL(Device CAL) 
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９ マウス 光学式、USB、ホイール付 

10 その他 テンキーパッド（内蔵キーボードでも可能） 

OS 及び同梱ソフトウェアに関するリカバリーディ

スク（CD or DVD） 

セキュリティワイヤー・シリンダー錠 

机上台 

11 保守 翌営業日訪問保守サービス 3 年間 

12 ウイルス対策ソフト Trend Micro APEX ONE もしくは、 

ウイルスバスターコーポレートエディション Plus 

 

② タブレット端末 5 台 

表：タブレット端末の仕様 

No. 項目 仕様 

１ 本体 タブレット型 

２ ディスプレイ 10.1 インチ以上 

３ OS Windows 10® Pro 64 ビット 

４ CPU Intel® Core™ i5 相当 

５ HDD SSD 256GB 

６ メモリ 8GB 相当 

７ カメラ フロント：約 200 万画素、リア：約 800 万画素 

８ 保守 引き取り保守サービス 3 年間 

９ 性能 耐落下：120cm、防塵・防滴：IP65 準拠、 

耐振動：MIL-STD-810G 準拠 

耐熱温度：－10℃～50℃ 

10 ＧＰＳ 出荷時に内蔵オプションエリアへＧＰＳコネク

ターをコンフィグサービスで組み込むこと。 

11 ウイルス対策ソフ

ト 

Trend Micro APEX ONE もしくは、 

ウイルスバスターコーポレートエディション

Plus 

12 その他 ネックアームフォルダ 

 

 



 

6 

 

③ プリンタ   2 台 

表：プリンタの仕様 

No. 項目 仕様 

１ 印刷方式 レーザプリンタ（カラー） 2 台 

２ 解像度 9,600dpi 相当以上 

３ 印刷速度 A4：18 枚／分 相当以上 

４ 仕様用紙 A3/A4/B5/A5 

５ その他 拡張給紙ユニット（A3 対応） 

両面印刷ユニット 

６ 保守 翌営業日訪問保守サービス 3 年間 

（定期交換部品込み） 

 

（３）搬入及び設置 

全ての機器について搬入及び設置すること。 

場所：明石市役所 西庁舎 資産税課 課室内 

 

７ 機能要件 

本業務で導入する各システムにおける機能要件は、以下のとおり。ただし、

各システムにおける機能要件詳細については、別紙「機能要件一覧」を参照す

ること。 

（１）共通事項 

① 共通データ 

家屋評価システムと家屋現地調査支援システム共通で管理する共通

データを連携して利用できること。 

    ② 元号表記について、「元年」の表記を行うこと。 

      改元の際には、本業務の範囲内で適切に対応すること。 

（２）家屋評価システム 

① 調査予定管理機能を有すること。 

② 調査案内文書作成機能を有すること。 

③ 家屋データ管理機能を有すること。 

④ 家屋図作図機能を有すること。 

⑤ 評価計算機能を有すること。 
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⑥ 評価基準改訂及び法改正等に対し、バッチ一括修正処理などの対応

機能を有すること。 

⑦ 区分建物管理機能を有すること。 

⑧ 家屋データ抽出統計機能を有すること。 

⑨ 基幹システムへのデータ連携機能を有すること。 

⑩ 環境設定機能を有すること。 

⑪ 既存システムが保有するデータの移行及び参照機能を有すること。 

⑫ 建築計画概要書データの取り込み機能を有すること。 

⑬ 法務局からの登記情報のデータの取り込み機能を有すること。 

⑭ 家屋評価システムから地図情報システムへの家屋外形図や台帳情報

等の出力ができる機能を有すること。 

（３）家屋現地調査支援システム 

① 家屋調査に必要なデータ保有機能を有すること。 

② 家屋現地調査において、評価計算支援機能を有すること。 

③ 個人情報保護の観点からセキュリティ管理機能を有すること。 

 

８ 非機能要件 

（１）性能要件 

   ① 反応処理性能 

     本業務で導入する各システムは、キー押下又はタッチ操作から応答

画面にて入力が可能になるまでの時間での反応処理性能目標値を、シ

ステム繁忙期においても「３秒以内」とすること。 

   ② バッチ処理性能 

     大量バッチ処理の実行を日中業務の通常処理中に想定する場合は、

通常処理に対するデータ干渉及び性能干渉を考慮したシステム設計を

行うこと。 

     夜間や通常処理停止中に実行するバッチ処理は、日時バックアップ

等他の処理が競合しない時間中に処理を終えること。また、万一の障

害発生時のリストア処理を考慮して、余裕をもって完了し、翌日の業

務に支障をきたさないこと。 

（２）信頼性要件 
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本業務における各システムについては、障害発生時においても業務 

データの損失を防止し、かつ業務データの整合性を保持できる構成とす

るよう、本市にとって有効かつ最適な環境となるように提案すること。 

機器の不具合、通信障害等により各システムが利用できなくなった際

を想定して、業務を実施できるよう対策を実施すること。 

業務データについては、日時でバックアップ（データベースは dmp

等）を取得すること。 

（３）ソフトウェア要件 

  ① 製品 

    本業務で導入する各システムを運用するうえで、製造および販売が継

続中かつ他の地方公共団体へ導入実績があり、可能な限り最新の製品で

あること。 

  ② サポート 

    納入後の運用、保守及びバージョンアップ等のサポート（定期的なメ

ンテナンスを含む。）を迅速かつ継続的（本業務の期間内すべてに渡り）

に保証できること。 

③ 附帯作業 

    サーバ機器及び端末機器等への本業務で導入する各システムに関す

るソフトウェアのインストール及び環境設定に関する設計についても、

本業務の範囲とする。 

 （４）セキュリティ要件 

   ① 監査・追跡機能 

     本業務で導入する各業務システムは、適正な業務運用が図られてい

るかを厳正に監視し、不正利用を抑止する仕組みを設けるとともに、

個人情報を取り扱った機密性が重要視される業務を行うため、不正ア

クセス検知を目的とした監査・追跡機能を有すること。 

   ② その他セキュリティ対策 

    ア システム利用が正しい経路で使用されることを担保し、不正手

段・経路によるシステム利用ができないことを保証すること。 

    イ 本市のデータを保存する機器を明示すること。また、対象機器は、

事前に本市の許可を得ること。 
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    ウ 本市のデータにアクセスできる者は、事前に本市の許可を得た従

事者に限定すること。 

    エ 本市のデータを保存した機器について、利用しなくなった記憶装

置は復元不可能な状態にする措置（以下「抹消措置」という。）を行

うこと。記憶装置の抹消措置については、物理的な破壊又は磁気的

な破壊の方法により行うとともに、本市職員が立ち会うなど、確実

な履行を担保すること。また、抹消措置を行ったことを証明する書

類を本市に提出すること。 

    オ 管理者権限を利用できる者は、事前に本市の許可を取った従事者

に限定すること。また、不許可となった際には、利用できなくする

こと。 

    カ 利用者ごとに利用可能な処理・機能範囲を明確にして制御できる

こと。 

    キ 利用者その他による操作証跡（誰が、いつ、どのような機能・情

報について、何を行ったか等）を記録して取得すること。 

    ク 端末画面における画面コピーについて、コピー取得可否を制御可

能とすること。 

   

９ 移行要件 

   本業務における移行は、新たに生成するデータを除き、既存システムが

保有するデータや情報に基づき本業務にセットアップが必要となる設定値

や業務データ及び各システム共通データ等を対象として行う。 

 （１）システム移行作業 

    既存システムで管理している業務データについては、既存システムよ 

りデータを抽出し、本業務で導入する各システムに機械的に取り込むこ

とを基本とする。 

    本業務で導入する各システムにおいては、新たに追加管理する項目や、

登録されているデータの整備が必要となる項目などの発生が予想される。

この場合、他の項目と組み合わせて機械的に整備することで不足項目を

補える場合には、本業務の受託事業者にて移行データの補正を行うこと。

また、機械的に補えない項目については、早期に項目要件の定義及び項

目の洗い出しを行い、すべての項目について調査リストなどを作成する
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こと。なお、調査リストなどは、Excel など OA ソフトで編集可能な形式

のデータファイルにて配布し、本市職員が対象項目についてデータファ

イルに必要な値を入力するが、入力された調査リストなどのデータファ

イルに基づく本業務で導入する各システムへの取り込み作業は、本業務

の受託事業者が行うこと。 

    なお、本市における調査が円滑に行えるよう、実施時期は、現行業務

の繁忙期を考慮して、計画的に行えるよう十分配慮し決定すること。 

 （２）本業務におけるシステム稼働後のバージョンアップ及び更新対応につ

いて 

    システムのバージョンアップや対応 OS の更新などが発生した場合は、

データ及びその他資産が損失されないように対応すること。 

 （３）２０２４年４月以降に使用するシステムへの移行性の確保 

    本業務終了後の２０２４年４月以降に使用するシステム（以下「次々

期システム」という。）へのデータ移行について、データ抽出及びデータ

移行作業における次々期システム受託事業者への対応等について、本業

務の費用に含めること。 

    なお、データ抽出については、汎用的なデータ形式で、全件分のデー

タを出力すること。 

    また、次々期システムへの移行時に、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示すること。 

 （４）システム移行概要 

   ① 移行実施計画の策定 

     移行作業の着手にあたり、移行対象、スケジュール、役割及び作業

内容などを明確にした実施計画を策定すること。なお、どのデータを

既存システムから抽出するのか、データ項目の不足分の特定と対応、

凍結タイミング、データ項目の意味合い、データ以外の移行情報とそ

の対応などについては、必要に応じて本市と本業務の受託事業者との

間で打ち合わせを行い決定すること。 

   ② 移行プログラムなどの作成 

     本業務の受託事業者は、移行用のプログラムなどを作成し、本市か

ら移行対象データに関するドキュメントの提供を受け、本業務で導入

する各システムで必要な形式に加工すること。 
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   ③ 移行リハーサルの実施 

     本番移行実施までに、移行実施計画書に基づいたリハーサルを複数

回実施すること。 

④ システム移行の実施 

  本業務で導入する各システムに、既存システムからシステム移行を

実施すること。 

また、既存システムから抽出した移行データ、ＰＤＦデータ及び写真

画像データについて、物件番号で検索するプログラムを作成する等、デ

ータが利用可能となるようセットアップすること。 

具体的なシステム移行の役割については、以下の表のとおり。 

表：システム移行作業の役割 

対象者 役割 

業務所管課 ・ 本業務の受託事業者からのデータ移行に関す

る疑義の対応 

・ 上記疑義対応の結果必要となるデータ補正と

確認 

・ データ移行結果の妥当性確認 

・ 既存システムのデータ抽出 

・ 既存システムのデータレイアウト等の仕様資

料の提供 

本業務の受託事業

者 

・ 移行元データの調査 

・ 調査リストの作成 

・ 調査結果に基づき修正が必要となる移行元デ

ータのメンテナンス作業の実施及び実施支援 

・ 移行プログラムの作成 

・ 移行リハーサルの実施 

・ 移行データの検証・補正 

・ システム移行本番の実施 

・ システム移行結果の報告 

 

⑤ 移行データの検証 
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   本業務の受託事業者は、データが正しく移行できているか、確認を行

うこと。移行したデータを、既存システムのデータと比較し、検証する

こと。 

 

10 開発要件 

  本業務で導入する各システムの開発における開発要件は、以下の通り。 

 （１）開発工程要件 

① 調達・開発スケジュール 

     開発作業について、スケジュール、役割及び作業内容などを明確に

した実施計画を策定すること。なお、本市における調査が円滑に行え

るよう、実施時期は、現行業務の繁忙期を考慮して、計画的に行える

よう十分配慮し決定すること。 

   ② 要件定義 

     本仕様書及び別紙「機能要件一覧」を基に、本市にヒアリングを行

い、要件定義書を作成すること。 

   ③ 外部設計 

     要件定義の結果を基に、外部設計書を作成すること。 

   ④ 内部設計 

     外部設計の結果を基に、内部設計書を作成すること。 

   ⑤ 運用設計 

     本業務で導入する各システムの業務処理について、本市と協議を行

い、処理フロー、設定値及び権限設定等の詳細を決定すること。 

   ⑥ 製造・テスト 

     内部設計書を基に、プログラミング、テスト及びソフトウェアのパ

ラメータ設定等などを実施すること。 

     稼働後の機能変更におけるテストについては、基本的に本業務の受

託事業者の内部でテストを実施すること。現地環境でのテストが必要

な場合には、本市と協議を行うこと。 

   ⑦ 運用テスト 

     テストが完了したプログラミング及びソフトウェアが、本番運用に

耐え得る品質かどうかを本市職員が検証する。本業務の受託事業者は、

運用テスト実施の支援を行うこと。 
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   ⑧ 現新比較テスト 

     本業務で導入する各システムと既存システムとの処理結果の比較を

行うテストを実施すること。 

   ⑨ 研修 

     本番稼働に向けて、本市職員に対して本業務で導入する各システム

の仕様及び運用に関する研修を実施すること。書類だけでなく、実機

を用いた研修とし、本業務の事務運用・機能ごとに複数回開催するこ

と。その際、通常の業務運用のみでなく、システム障害が発生した場

合の対応（問い合わせ方法）なども研修に含めること。また、評価基

準改訂及び法改正等により生じる操作上の留意点について研修を実施

すること。 

   ⑩ 稼働サポート 

     稼働開始直後（稼働後 3 か月を想定）は、業務所管課への運用支援

が相当程度必要となることが想定されるため、データ移行作業にかか

わった要員がサポート対応等を迅速に行うことができるような体制を

整えること。 

     併せて、本市からの各種問い合わせに対して、操作面・システム使

用などに関する回答、システム障害に対する対処方法の説明、FAQ の

作成などを行うこと。また、日々の問い合わせ件数、問い合わせに関

する回答内容の報告などについても行うこと。 

 （２）開発管理 

   ① 進捗管理 

     月次で進捗を報告すること。その際、進捗報告書を作成のうえ、プ

ロジェクトの責任者が本市に対して報告を実施し、遅延が発生してい

る場合は、その対応策についても報告すること。 

   ② 品質管理 

     設計書及びテストなどの成果物についての品質を報告すること。ま

た、各工程が完了した段階での工程完了判定報告書も作成すること。 

   ③ リスク管理 

     システム開発期において、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こと。 

   ④ 会議体 
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     システム開発や運用・保守を実施するにあたって、必要となる会議

を開催すること。 

   ⑤ 作業場所・作業時間 

     個人情報を使用する作業は、本市の指定する場所で行い、個人情報

の持ち出しを禁止する。また、本市の指定した場所の電気代などの諸

経費については、別途本市と協議すること。 

     なお、本市の指定した場所での作業時間は、原則として午前 9 時 00

分から午後 5 時 30 分までとし、申請に応じて延長も可能とする。 

 

11 運用保守要件 

各システムが日々安定的に稼働し、常に有用かつ安全なシステムであり続け

るよう適切な状態の維持及び障害発生の未然防止などに努めるとともに、万一

の障害や故障に対しても、可能な限り迅速に正常時の状態に復旧すること。 

また、外部環境や内部環境の変化に対しても、最低限必要な範囲内での対応

を行うことにより、変化に応じた適切な状態を維持保全すること。 

（１）運用保守業務範囲 

  ① バックアップ管理 

    データベース及びシステム設定情報のバックアップ設定の管理を行

うこと。定期バックアップ処理は、１日の業務終了時点のデータをバッ

クアップし、１週間保存すること。随時バックアップを取得する際は、

可能な限り人手を介さない手順を提供すること。 

  ② バッチジョブ管理 

    バッチジョブの作成、ジョブの管理システムへの設定を行うこと。 

  ③ ユーザ管理 

    利用権限管理を行うこと。 

  ④ ヘルプ対応 

    通常運用の際の本市職員からの問い合わせ等ヘルプ対応を行うこと。 

  ⑤ 障害対応 

    障害発生や故障時の復旧対応を行うこと。 

  ⑥ システムプログラム改修 

    固定資産評価基準の改訂、法改正その他基準等の改訂によりシステム

変更の必要が生じた場合、システムプログラム改修対応を行うこと。な
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お、当該改修に係る対応費用については、本業務の範囲内で実施するこ

と。 

    また、本市の要望に基づく改修対応全般に対応すること。 

  ⑦ 基幹システムとの連携 

    基幹システムが変更された際、変更後の基幹システムへの出力項目・

データレイアウトが適合するように、改修対応を行うこと。（本市では、

2022 年１月から変更後の基幹システムの稼働を予定している。）なお、

当該改修に係る対応費用については、本業務の範囲内で実施すること。 

（２）保守対応時間 

  平日午前９時から午後 5 時 

（３）システム運用時間 

  平日午前 7 時から午後 10 時 

  ただし、業務都合により上記時間外でも利用可能となるよう、システム

稼働方法を提示すること。 

（４）障害対応時間 

  保守対応時間に準じること。ただし、業務の復旧・継続を最優先して保

守対応時間外での対応も可能とすること。 

（５）運用保守報告 

  運用保守対応の報告を、随時及び年次（定期）で行うこと。 

（６）操作研修 

本市職員に対して、本業務で導入するシステムの仕様及び運用に関する

研修を実施すること。研修は稼働時だけでなく、人事異動や新規採用等に

より、操作者に変更が発生した場合にも実施すること。研修は書類だけで

なく、実機を用いた研修とし、本業務の事務運用・機能ごとに開催するこ

と。その際、通常の事務運用のみでなく、システム障害が発生した場合の

対応（問い合わせ方法）なども研修に含めること。 

 

12 成果物要件 

  本業務で導入する各システムの開発や運用・保守に関して、以下の内容に

準じた成果物を本市に納入すること。 

  ただし、本市と本業務の受託事業者間で想定する成果物が異なる場合には、

別途協議を行うこととする。 
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（１）稼働に関する成果物については、以下の表のとおり 

表：主要成果物一覧（稼働時納入） 

No. 作成工程 成果物 記載内容 

１ 実施計画 実施計画書 本業務を遂行する上での作

業内容、スケジュール、会議

体、進捗管理方法、体制図、

要件定義書、システム要件の

整理結果など 

２ 外部設計 外部設計書 ハードウェア一覧、ソフトウ

ェア一覧、ライセンス一覧、

システム機能一覧、機能全体

図、ジョブ設計書、インター

フェース設計書、ファイル設

計書、テーブル設計書、バッ

チの外部設計など 

３ 内部設計 内部設計書 プログラム仕様書、各機器設

定内容、端末設定書、バッチ

の内部設計、項目設定値一覧

など 

４ 運用設計 運用設計書 

障害対応計画書 

本市の業務運用に即した業

務システムの処理フロー、運

用体制表、運用計画を含む 

障害発生時の連絡ルート、障

害対応体制 

５ 製造・テス

ト 

プログラム 

テスト計画 

テスト計画報告書 

テストの実施計画（手順、環

境、スケジュールなど）、テ

ストの実施結果（テスト消化

件数、不具合件数、不具合対

応状況） 

６ 運用テスト 運用テスト 

運用マニュアル 

運用テストの実施計画案、 

運用時に利用するマニュア

ル 
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７ 移行計画 移行計画書 移行に関する計画（スケジュ

ール、対象データ、データ凍

結日、リハーサル回数） 

８ 現新比較テ

スト 

現新比較テスト計画

書 

現新比較テスト結果

報告書 

現新比較テストの実施計画

（手順、環境、スケジュール

など）、現新比較テストの実

施結果（テスト消化件数、不

具合件数、不具合対応状況） 

９ 移行 移行結果報告書 移行の結果報告（移行後の検

証結果など） 

10 研修 研修計画 

システム利用マニュ

アル 

研修会の開催予定、頻度、次

期システムの利用に関する

マニュアルなど 

11 進捗報告時 要求管理対応表及び

説明資料課題管理対

応表及び説明資料業

務進捗報告書 

要求、課題への対応について

定期的に進捗報告を実施す

る報告資料 

12 各工程完了

時 

工程完了報告書 各工程における作業結果、品

質に関する報告など 

13 その他 提案書、報告書など 必要に応じて、提案書、報告

書など 

 

（２）運用保守に関する成果物については、以下の表のとおり 

表：成果物一覧（運用保守納入） 

No. 作成工程 成果物 記載内容 

１ 随時保守報

告時 

課題管理対応表及び説

明資料 

要求、課題への対応につい

て定期的に進捗報告を実施

する報告資料 

２ 年次保守報

告時 

運用保守報告書 年次の定期的な作業報告 

３ その他 提案書、報告書など 必要に応じて、提案書、報

告書など 
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13 特記事項 

  本業務の受託事業者は、以下の事項についても認識し対応すること。 

（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、本業務の受託事業者又は第三者がソフトウェアなどとして従前から

著作権を有している場合を除き、本市による検収完了と引き換えに、本

市に移転するものとする。 

（２）個人情報の取扱い 

    「明石市情報セキュリティポリシー」を遵守し、個人情報保護対策及

び情報セキュリティ対策を実施することを基本的な要件とする。特に、

本業務で取り扱う情報資産は、「個人情報」を含むものであることを十分

に考慮した設計、開発及び運用を行うことと同時に、本業務において以

下に示す個人情報保護対策を実施すること。 

   ① 守秘義務契約の締結 

     本市と本業務の受託事業者との間で守秘義務契約の締結を行い、個

人情報等の情報や機器の取扱い、条件について定めることとし、当該

内容に従った取扱いを実施すること。 

   ② 予備環境と本番環境の分離 

     システム開発に係る作業を行う環境と本番環境は適切に分離し、個

人情報を含む本番環境への影響を及ぼすことを防止すること。 

   ③ 開発用機能等の除去 

システム開発の過程において設けた開発用機能や管理者権限のある

特権アカウントは、開発終了後において除去すること。 

   ④ 本番データの取扱い 

本業務の受託事業者が行う各工程（設計、開発及びテスト）におい

ては、本市の個人情報が含まれるデータをテストデータとして使用し

ないことを原則とし、各工程において必要となるテストデータ等は、

本業務の受託事業者が適宜用意すること。 

     ただし、テストの実施やデータ移行等において、個人情報を含むデ

ータを本業務の受託事業者が取り扱う必要が生じた場合は、取扱い者

や取扱いの目的、使用場所、使用機器、使用後条件等について、事前
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に本市と協議のうえで厳密に管理を行うこと。また、当該情報の複製

や漏洩防止などの個人情報保護対策に万全を期すこと。 

（３）ドキュメントの作成方法 

   ① 文書フォーマット形式 

本業務において、本業務の受託事業者から本市に提出される文書（中

間作成物も含む。）については、MS-Office2016 形式又は PDF 形式を

標準とする。 

      ② ドキュメントの体裁 

     本業務において、本業務の受託事業者から本市に提出される文書（中

間生成物も含む。）については、本市と本業務の受託事業者において、

確認された体裁使用と文書番号の付与を行うこと。 

   ③ 電子媒体による納品方法 

     本業務において、本業務の受託事業者から本市に提出される文書（中

間生成物及び都度の打ち合わせ資料等）については、本市が了承した

規定に則り電子メールでの送付も可能とする。ただし、最終成果物に

ついては、CD-R 又は DVD-R 等の電子媒体での納入を行うこと。 

 （４）瑕疵担保責任 

    検収終了後、瑕疵が発見された場合は、本市と協議のうえ、本業務の

受託事業者は無償で是正処理を実施すること。なお、本業務の瑕疵担保

期間は、検収終了後 1 か年とする。 

 （５）本仕様書と提案書の内容差異の取扱い 

    本仕様書と提案書の内容に差異がある場合は、本市が提案書の記載内

容のほうが本仕様書の内容よりも適当であると認めた場合に限り、提案

書の内容を優先し、本市が認めない場合は、仕様書の内容を優先して適

用することとする。 

（6）本仕様書に定めのない事項に関する取扱い 

    本仕様書に定めのない事項が生じた場合、関係法令に定めるところに

よるほか、本事業の受託事業者と本市が信義誠実の原則に基づいて協議

のうえ対応するものとする。 


