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本書は、新潟市（以下「本市」という。）申請管理システム（以下「本システム」とい

う。）の導入について、必要な仕様を示したものである。 

1. 業務の名称 

 新潟市申請管理システム構築業務 

2. 業務の目的・概要 

自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（令和２年 12 月 25 日総務

省）（以下「DX 推進計画」という。）においては、令和４年度末を目指して、原則全自治体

で、特に国民の利便性向上に資する手続（※）について、マイナポータルからマイナンバ

ーカードを用いてオンライン手続を可能にすることとしており、本市においても住民の利

便性向上及び業務効率化のため、行政手続オンライン化を推進している。 
本市では、自治体の行政手続オンライン化に係る手順書【第 1.0 版】（令和 3 年 7 月 7 日

総務省）（以下「オンライン化手順書」という。）に記載の標準的なシステム構成例を基に、

マイナポータル上の申請データを庁内システムへ反映させるため、ネットワーク機器の調

達、ネットワーク環境の構築、本システムの導入及び関連する庁内基幹システムとの申請

データ連携等を計画している。 
本業務は、前記のシステム構成例のうち、本システムが稼働するために必要なソフトウ

エアやシステム整備等を調達するものである。 
 

※「特に国民の利便性向上に資する手続」のうち子育て関係（15 手続）、介護関係（11 手

続）の 26 手続について、令和 4 年度末を目指して、原則、マイナポータルからマイナン

バーカードを用いてオンライン手続を可能にするもの。 
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2.1 システム構成と調達範囲 

本市が想定するシステム構成の概要と本仕様による調達範囲を次の図に示す。 

 

図 1 本市が想定するシステム構成の概要と本仕様による調達範囲 
 
本業務に関連する事項は、本システムの導入のほか、ネットワーク機器や連携サーバ機

器等の調達、同機器等の環境整備、既存住基システム及び基幹システムとのデータ連携の

実施に大別される。想定する全体システム構成イメージは図１のとおりであるが、本仕様

による調達範囲は本システムの導入（図中の調達範囲枠線内）に係る事項とする。 
 

2.2 スケジュールの概要及び関係システム 

本業務に関連する全体的なスケジュールの概要及び関係システムは、次の表に示すとお

りとする。本調達に続き、必要と思われる事項を別途調達するものとする。ただし、本調

達（次表項番１）以降に発生する調達事項（次表項番２以降）は、本システムが前提とす

る条件に依存するため、本調達における受託者と本市が協議のうえで決定する。 
 

表 1 スケジュールの概要 
項番 工程・調達 予定時期 備考(前提等) 

1 申請管理システムの調達 令和４年４月 本調達の範囲 
2 ネットワーク機器・連携サーバ機器等

の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 項番 1 において決定した受託

者が推奨する機器及び保守を

一般競争入札により調達する。 
（保守は年度単位での契約と

する） 
3 ネットワーク機器・連携サーバ環境構

築業務の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 項番 1 において決定した受託

者と協議のうえ、調達方法（一

般競争入札又は一者随意契約）

を決定する。 

ぴったりサービス

申請データ

ダウンロード機能

ぴったりサービス

連携サーバ

（新設）

申請管理

システム

（新設）

住基システム（既設）

LGWAN
FW

介護保険

システム（既設）

児童手当

システム（既設）

子ども子育て支援

システム（既設）

国提供システム LGWAN系 DMZ（新設） マイナンバー利用事務系

LGWAN政府共通NW

調達範囲

ネットワーク間FW
（既設）

住民記録

システム（既設）

NW：ネットワーク

FW：ファイヤーウォール
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項番 工程・調達 予定時期 備考(前提等) 
4-1 申請管理システムに係る物理サーバ

機器の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 共通基盤と比較し、物理サーバ

を選択した場合に調達を実施

する。（項番 4-1、4-2 のいずれ

か） 
4-2 申請管理システムに係る共通基盤シ

ステム向け機器の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 物理サーバと比較し共通基盤

を選択した場合に調達を実施

する。本システム用の必要なリ

ソースを調達するもの。 
（項番 4-1、4-2 のいずれか） 

5-1 物理サーバ機器の環境整備に係る業

務委託の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 物理サーバを選択した場合に

おいて、サーバ環境整備に必要

な作業について、項番 1 で決定

した受託者と協議のうえ、調達

方法を決定する。（項番 5-1、5-
2 のいずれか） 

5-2 共通基盤機器の整備に係る業務委託

の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 共通基盤を選択した場合にお

いて、共通基盤システム運用事

業者（富士通 Japan 株式会社

新潟支社）と一者随意契約す

る。（項番 5-1、5-2 のいずれか） 
6 引越しワンストップサービス対応に

係る業務委託の調達 
項番 1 終了後から令和４年５月 項番 1 において決定した受託

者と協議のうえ、調達方法（一

般競争入札又は一者随意契約）

を決定する。 
7 共通基盤サーバ環境整備 令和４年６月から９月 項番 5-2 に係るサーバ環境整

備。 
8 共通基盤からのサーバ環境払い出し 令和４年 10 月頃 項番5-2に係るサーバ環境払い

出し。 
9 ネットワーク環境整備、申請管理シス

テム構築、引越しワンストップサービ

ス対応 

令和４年５月から令和５年２月

まで 
項番 1、3、6 に係る実作業期間。 

10 基幹システムとの連携テスト 令和４年 12 月から令和５年２月

まで 
項番 1、3、6 に係る連携テスト

期間。 
11 本稼働 令和５年３月  

 
本システムは、申請データについて次表の基幹システムとのデータ連携を想定し、本シ

ステムでの連携テスト等の実施についても業務委託範囲に含めるものとする。 
なお、申請データの連携方式は表記載のとおりとする。 

表 2 関係する基幹システム 
基幹システム名 システム事業者 申請データの連携方式 

（想定）(※) 

児童手当システム 株式会社電算 方式１、３ 

母子福祉システム 株式会社電算 方式１ 

保健所情報システム 日本コンピューター株式会社 方式１ 

子ども・子育て支援システム 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 方式４ 

介護保険システム 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 方式３、４ 

住民基本台帳ネットワークシステム 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 － 

住民記録システム 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 方式４ 

団体内統合宛名システム 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 － 
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  ※申請データの連携方式の詳細は、「オンライン化手順書」を参照。 
   方式１：申請内容照会画面からの転記 
   方式２：RPA 等簡易ツールの利用 
   方式３：入力画面に取込機能の実装 
   方式４：一括取込機能の実装 
 

2.3 本業務の前提条件 
 2.3.1 前提資料 

本業務は、以下の資料を前提としている。 
・自治体の行政手続オンライン化に係る手順書【第 1.0 版】（令和３年７月７日総

務省） 
・自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標

準仕様書（令和３年９月 30 日総務省） 
・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和

２年 12 月改定） 
・マイナポータル申請管理外部接続インターフェース仕様書 
・ぴったりサービス外部接続インターフェース仕様書 
・ぴったりサービス操作マニュアル＜地方公共団体向け＞ 
・住民記録システム標準仕様書【第２.０版】令和３年（2021 年）８月 31 日 自

治体システム等標準化検討会（住民記録システム等標準化検討会） 
 

 2.3.2 パッケージ製品 

本業務が対象とする申請管理システムは、「自治体の行政手続のオンライン化に

係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）

を基に開発されたパッケージ製品を前提とする。パッケージ製品は、本市で稼働中

の既存の団体内統合宛名システム（富士通 Japan 社製 ＭＩＣＪＥＴ番号連携サ

ーバ V2.1）に対するアドオンとすることも可とする。 
 

 2.3.3 本調達における留意事項について 

本調達において調達する範囲は、図１のとおりである。本市では、本システムの

調達にあたり、今後実施が見込まれている自治体の情報システムの標準化・共通化

を見据えて進める必要があると考えている。その他にも、様々な課題やリスクが想

定されると思われる。本市が現状において想定する主な留意事項は、次のとおりで

ある。本業務を受託しようとする者は、留意事項や想定されるリスクを踏まえたう

えで対応すること。 
①本市が、本システムについて事前に調査検討したところでは、本市で稼働中の

団体内統合宛名システムに対して申請管理システムの機能をアドオンする方

法が有効であると評価し、その前提で必要経費を試算し予算化を図っている。

アドオンとすることが有効であると考える主な背景は以下を参照。 
・関係する基幹システムとの間において、既存のデータ連携を実施しており、
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連携機能が流用可能であること。 
・今回新規に対応が必要な申請データの連携機能について、「標準仕様書」上

に記載されているが、連携インターフェースについてはシステム間の調整事

項とされている。本市の現状では、今回データ連携を実施する基幹５システ

ム中４システムが同一ベンダであり（表２を参照）、データ連携機能がパッ

ケージ標準機能で対応可能と想定されるため、カスタマイズの抑制が期待で

きること。 
②基幹システム側では、本システムとの申請データに係る連携について、①のと

おり、予め想定可能な前提条件をもとに予算化を図っている。申請データの連

携機能については、基幹システム側の追加費用は発生しないよう、前提条件が

異なる場合は基幹システムが示す要件に従って本システム側で対応すること。

なお、データ連携機能は、基本的には各基幹システムのパッケージ標準機能が

基となる想定であるが、基幹システム側の連携仕様は現時点では提示不可で

ある。 
③本市は、「新潟市システム最適化計画」に基づき、新潟市共通基盤システムを

採用している。共通基盤は、庁内で共通的に利用可能なサーバ機器、ラック、

基本ＯＳ等を本市総務部情報システム課が整備しているものであり、必要に

応じて払い出しを行っている。本システムにおけるサーバ機器は、物理的なサ

ーバ機器を新たに導入する場合と共通基盤を使用する場合について必要費用

を比較し、本市にとって有益と評価する方を選択するものとする。 
④表１のとおり、本システムの調達に続き、機器や共通基盤に係る事項について

調達することを見込んでいる。想定されるスケジュールは表１に記載のとお

りであり、共通基盤を活用する場合は、サーバ環境の払い出しが令和４年 10
月頃になる。 

⑤本業務では、「特に国民の利便性向上に資する手続」で示されている 26 手続

（子育て関係（15 手続）、介護関係（11 手続））に加え、引越しワンストップ

サービスの対応も見込むこと。引越しワンストップサービスの対応に係る業

務委託の調達は、表１に記載のとおり、本調達の受託者決定後、本市と協議の

うえ決定する。 
⑥本システムに対する要求事項は「別紙１_業務機能要件」のとおりであるが、

要件を実現するために本システム以外への影響が見込まれる場合は、都度必

要な事項について調達することを検討する。 
 

 2.3.4 本市における申請件数について（参考） 

本業務が対象とする 26 手続について、本市の取り扱い件数は次のとおりである。 
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表 3 26 手続の取り扱い件数 
手続名 取扱件数(令和 2 年度) 

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 3,641 

児童手当等の額の改定の請求及び届出 7,375 

受給事由消滅の届出 1,680 

児童手当等に係る寄附の申出 － 

児童手当に係る寄附変更等の申出 － 

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 － 

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 － 

児童手当等の現況届 51,823 

氏名変更／住所変更等の届出 不明 

未支払の児童手当等の請求 28 

児童扶養手当の現況届の事前送信 5,664 

妊娠の届出 5,305 

支給認定の申請 不明 

保育施設等の利用申込 不明 

保育施設等の現況届 27,588 

要介護・要支援認定の申請 8,594 

要介護・要支援更新認定の申請 9,876 

要介護・要支援状態区分変更認定の申請 6,077 

居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 12,604 

介護保険負担割合証の再交付申請 356 

被保険者証の再交付申請 不明 

高額介護（予防）サービス費の支給申請 18,136 

介護保険負担限度額認定申請 12,318 

居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 3,746 

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 2,834 

住所移転後の要介護・要支援認定申請 165 

 
 2.3.4 その他 

本業務は、デジタル基盤改革支援補助金（自治体オンライン手続推進事業）の活

用を前提としたものであり、現在、補助金審査中の段階である。そのため、本業務

の契約は、補助金交付決定後に執り行う。 
なお、補助金交付が認められなかった際には、本調達は無効とする。 
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3. 本業務の内容 

 本業務の調達範囲は図１のとおり。本業務の受託者は、下記の業務について、本市と協

議及び合意のうえ、実施すること。 
 

3.1  申請管理システム導入 
 

3.1.1 申請管理システム導入の概要 

   本市が想定する本システム導入に係る業務の概要は、下表のとおり。 
    

表 4 申請管理システム導入に係る業務の概要 

業務の概要 

1 プロジェクト管理 

(1) プロジェクト計画書の作成 

(2) プロジェクト管理の実施 

2 要件定義 

(1) 
要件定義書の作成（本システム導入に関する要件の確認、要件定義書の作成、
システム構成図の作成） 

3 設計 

(1) 

基本設計 
本システムに係る基本設計、他システム連携設計、ぴったりサービス申請ダウ
ンロード機能連携設計、権限設計、申請手続毎の業務システムとの調整・設計、
システム運用設計、ネットワーク環境設計、全体テスト計画の作成、他システ
ム連携テスト計画書・本番移行計画書の作成、研修会計画書の作成、その他必
要とされる各種設計を実施。 

(2) 

詳細設計 
本システムに係る詳細設計、権限詳細設計、システム運用詳細設計、ネットワ
ーク環境詳細設計・庁内ネットワーク変更に係る設定変更依頼内容の設計、ぴ
ったりサービス申請ダウンロード機能側の連携環境設計 

4 環境構築 

(1) 
本システム環境構築 
本システムに係る環境構築を行う 

(2) 
ぴったりサービス申請ダウンロード機能側環境設定 
ぴったりサービス申請ダウンロード機能環境設定支援を行う 

(3) 
DMZ 環境・庁内ネットワーク環境構築支援 
DMZ 環境、庁内ネットワークの環境構築に係る環境構築、環境変更に係る変更
内容依頼、疎通確認支援を行う 

5 テスト 

(1) 
単体テスト 
本システムに係る各種単体テストを行う 

(2) 
結合テスト（業務機能テスト） 
本システムに係る各種結合テストを行う 
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業務の概要 

(3) 
総合テスト（連携テスト） 
本システムに係る総合テストを行う、他システム間連携を伴う連携テストを
行う 

(4) 

総合運用テスト（本市側テスト） 
本システム、ぴったりサービス申請ダウンロード機能、連携する業務システム
含めた総合運用テストに係るテスト支援を行う、テスト実施に係る全体調整
支援、運用テスト仕様書案の作成、テスト環境準備、他システム間調整等を行
う業務運用テストにおける支援作業を行う 

6 本稼働準備 

(1) 
準備 
切替全体スケジュール、手順書の作成、本番稼働切替に伴う各業務システムと
の調整を行う 

(2) 
稼働リハーサル 
リハーサルを行う 

(3) 
研修 
 システム操作研修に係る準備作業、システム操作研修を行う 

7 本稼働 

8 稼働後支援（ＱＡ対応） 

9 

運用保守 
※運用保守において各種作業を実施する際には、作業日、作業担当者、作業項目及

び作業スケジュールを記載した「作業実施計画書」を作成し、事前に本市へ説明
するとともに、本市の承認を得ること。また、作業終了後は作業結果を「作業実
施計画書」に記載し、本市の承認を得ること。 

※令和５年度以降の運用保守は、別途年度ごとに契約する。 

10 
ソフトウエア 
本システムに係るパッケージソフトウエア 

 
3.1.2 業務の内容 

 （ア）プロジェクト管理 

 ①プロジェクト計画書の作成 
      受託者は、「プロジェクト計画書」を契約締結後 10 日以内に本市へ提出し、

すみやかに本市の承認を得ること。 
なお、「プロジェクト計画書」の作成にあたっては、次の表「プロジェクト計

画書の構成要素及び付属資料等」を参考とすること。 
      

表 5 プロジェクト計画書の構成要素及び付属資料等 

資料名 構成要素 内容 

プロジェク
ト計画書 

プロジェクト計画書の
定義 

プロジェクトの名称、期間、位置付け及び前提条件等のプロジ
ェクト全体に共通する基本的なルール及び進め方等を記載し
たもの。 

スコープ プロジェクトの目的、目標及びプロジェクトの全体像及び範囲
を記載したもの。 

作業構成及び役割分担 プロジェクトで実施する作業項目を WBS の考え方に基づい
て洗い出し、工程順に各作業を分解し、4 階層程度にして表形
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資料名 構成要素 内容 
式で整理した上で、本市及び受託者の役割を記載したもの。 

マスタスケジュール 作業構成に対応し、作業項目の従属性や関連性がわかるよう
に、プロジェクト全体を対象としたスケジュールを可視化した
もの。 

作業内容と成果物 作業構成に対応した作業内容、成果物の名称、内容及び納入期
限を記載したもの。 

開発方法論 開発方法や開発ツール、機能及び性能の目標等のほか、環境整
備、システム稼働、テスト及び研修等の計画を記載したもの。 

プロジェクト体制 本市及び受託者におけるプロジェクトの実施体制、各担当者の
氏名、所属及び役割等を記載したもの。 

コミュニケーション管
理計画 

会議体の定義、会議の進め方、「議事録」の承認方法、本市及
び受託者間の連絡手段に用いるツール並びに電子ファイルの
命名規則等を記載したもの。 

進捗管理計画 プロジェクトをスケジュールどおりに実施するための指標や
手法、検証方法、進捗状況の報告及び遅延発生時の対応方針を
記載したもの。 

課題・リスク管理計画 発生した課題及びリスクに対する管理方法、確認手順等を記載
したもの。 

品質管理計画 成果物の品質指標（レビュー密度、テスト密度、エラー密度等）
や手法、検証方法及び工程完了判定基準を記載したもの。 

資料授受管理計画 個人情報等の重要度に応じた資料等の授受や保管、複製、返却、
廃棄等に関するルールを記載したもの。 

変更管理計画 「プロジェクト計画書」に記載した合意事項に変更の必要性が
生じた場合の変更ルールを記載したもの。 

付属資料 マスタスケジュール 進捗状況を記載し、会議の報告資料として用いるもの。 

会議レジュメ 会議名、開催回数、開催日、出席者、議題及び各資料の名称等
を記載し、会議の次第としても用いるもの。 

議事録 会議名、開催回数、開催日、出席者、議題、資料名称や会議開
催時の議事内容を記録し、本市及び受託者の業務責任者の承認
に用いるもの。 

課題管理表 課題の発生日、課題内容、課題解決の期限、課題解決に向けた
活動内容等を記録し、課題管理に用いるもの。 

リスク管理表 発生が想定されるリスクやリスク発生時の対処方法を記載し、
リスク管理に用いるもの。 

受領資料管理表 本市が受託者に提供した資料の受領日、資料名称を記載し、資
料管理に用いるもの。 

変更管理表 「プロジェクト計画書」に記載した合意事項に変更の必要性が
生じた事項を記録し、変更管理に用いるもの。 

成果物作成規約 成果物作成上の留意事項、文書様式、文字フォント、項番の付
番ルール及び成果物間のトレーサビリティの確保方法等を記
載し、成果物の統一化に用いるもの。 
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 ②プロジェクト管理の実施 
  ・コミュニケーション管理 

       受託者は、次の表「会議体の種類」に記載する会議を開催し、会議の進行、

資料の作成、印刷及び説明等を行うこと。 
       

表 6 会議体の種類 

会議名 開催頻度 目的 本市出席者 受託者出席者 

キックオフ
会議 

1 回 プロジェクト開始時にプロジェ
クト全体の推進方法について確
認を行う。 

業務責任者 
業務管理者 
業務リーダ 
業務スタッフ 

業務責任者 
業務管理者 
業務リーダ 
業務スタッフ 
営業担当 

プロジェク
ト定例会 

月 1 回 プロジェクト全体の状況報告及
び課題・リスク等に関する意思
決定を行う。 

業務責任者 
業務管理者 
業務リーダ 
業務スタッフ 

業務責任者 
業務管理者 
業務リーダ 
業務スタッフ 
営業担当 

プロジェク
ト担当者会
議 

随時 作業内容、スケジュール、進捗
状況及び課題・リスク等の協議
を行う。 

業務リーダ 
業務スタッフ 

業務リーダ 
業務スタッフ 

 
       会議の開催日時及び開催場所は、開催予定日の原則 7 日前までに本市と受

託者で調整を行った上で決定するものとし、開催場所は原則本市が用意する。

開催方法は指定しないが、リモートによる会議が可能である場合は積極的に

活用すること。リモート会議用の会議ツールは、原則として受託者にて用意

すること。 
会議資料の作成にあたっては、次の表「会議体の資料構成及び議事録」を

参考とし、会議で使用する資料は開催予定日の原則 2 日前までに本市へ提出

するものとし、「議事録」は開催日から原則 5 日後までに本市へ提出するこ

と。 
なお、会議体や会議資料等に変更が生じる場合は、すみやかに本市と受託

者で協議の上、対応を決定する。 
     

表 7 会議体の資料構成及び議事録 

会議名 資料名 構成要素 内容 

キックオフ会
議 

キックオフ会議
資料 

会議レジュメ 会議名、開催日、出席者、議題及び会
議で使用する各資料の名称を記載し、
会議の次第としても用いるもの。 

プロジェクト
計画書 

3.1.2 で作成し、本市が承認したもの。 

キックオフ会議
議事録 

－ キックオフ会議における報告事項、協
議事項、決定事項及び発生した課題及
びリスク等について、経緯を含めて記



 

11 
 

会議名 資料名 構成要素 内容 
載したもの。 

プロジェクト
定例会 

プロジェクト定
例会議資料 

会議レジュメ 会議名、開催回数、開催日、出席者、
議題及び会議で使用する各資料の名
称を記載し、会議の次第としても用い
るもの。 

進捗管理状況 プロジェクトの進捗率や進捗状況を
記載したもの及び「マスタスケジュー
ル」に進捗状況をイナズマ線で記載し
たもの。 

課題管理状況 優先度、課題内容、起票者、発生日、
対応期限、担当者、対応状況及び解決
日等を記載したもの。また、報告時に
は、前回報告以降に発生した課題件数
及び解決した課題件数等も報告する
こと。 

リスク管理状
況（発生時） 

プロジェクトを推進する上で発生し
たリスクの内容及び対応状況等を記
載したもの。 

変更管理状況
（発生時） 

「プロジェクト計画書」に記載した合
意事項に生じた変更の内容及び対応
状況等を記載したもの。 

プロジェクト定
例会議事録 

－ プロジェクト定例会議における報告
事項、協議事項、決定事項及び発生し
た課題・リスク等について、経緯を含
めて記載したもの。 

プロジェクト
担当者会議 

プロジェクト担
当者会議資料 

－ 会議名、開催回数、開催日、出席者、
議題及び会議で使用する各資料の名
称を記載し、会議の次第としても用い
るもの。 

プロジェクト担
当者会議議事録 

－ プロジェクト担当者会議における報
告事項、協議事項、決定事項及び発生
した課題・リスク等について、経緯を
含めて記載したもの。 

 
  ・進捗管理 

       受託者は、本業務が円滑に進められるように責任を持って進捗管理を行う

こと。 
本業務に遅延が発生した場合は、遅延理由、状況、遅延の回復手段、回復

予定時期及び影響範囲等について、すみやかに本市へ報告すること。その後

の対応については、本市と受託者で協議のうえ、決定する。 
  ・課題管理 

受託者は、本業務で解決すべき課題が発生した場合は、優先度、課題内容、

起票者、発生日、解決期限、担当者、対応状況及び解決日等を記載した「課

題管理表」をすみやかに作成し、課題の進捗管理をすること。 
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また、「課題管理表」は、各課題の進捗状況に応じて受託者が更新するもの

とし、「課題管理表」を更新した場合は、本市へ随時報告を行い、情報共有を

図ること。 
解決期限までに課題の解決が見込めない場合は、影響範囲を調査し、対応

策を本市と協議すること。 
  ・リスク管理 

受託者は、本業務の推進に影響を及ぼすリスクを検知した場合は、発生確

率、影響度、リスク内容、予防策、リスク発生時の対策、リスク発生日、リス

ク発生時の対応状況及び解決日等を記載した「リスク管理表」をすみやかに

作成し、リスクの進捗管理をするとともに、対応策を本市と協議すること。 
また、「リスク管理表」は、各リスクの進捗状況に応じて受託者が更新する

ものとし、「リスク管理表」を更新した場合は、本市へ随時報告を行い、情報

共有を図ること。 
 

 ③情報セキュリティ教育の実施 

      受託者は、本業務に携わるもの全てに情報セキュリティに関する教育等を実

施し、教育実施日及び対象者等の実施結果を本市へ報告をすること。 
 

 （イ）要件定義 

     受託者は、本業務に係る要件を整理し要件定義書を作成すること。また、次の

作業を実施すること。 
・本システム導入に関する要件の確認 
・要件定義書の作成 
・システム構成図の作成 
・その他、要件定義に関する補足資料の作成 
なお、本市共通基盤を使用する場合、共通基盤上のサーバ構成、ＣＰＵ及びメ

モリディスク容量は、事前に確認済の内容を基に共通基盤側で用意し払い出され

る。本市共通基盤担当と別途協議及び調整すること。共通基盤については、別紙

「新潟市共通基盤システム概説書」を参照すること。 
 

 （ウ）設計 

     受託者は、要件定義に係る各種資料を基に、システム設計書（基本設計書及び

詳細設計書）を作成すること。設計に係る各種事項は、「表 4 申請管理システム

導入に係る業務の概要」を参照すること。 
受託者は、本システムと連携する業務システム及び業務主管課との調整を主導で

実施すること 
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 （エ）環境構築 

     受託者は、システム設計書を基に、サーバ環境やソフトウエアをはじめとする

各種環境構築を実施すること。本市が想定する各種事項は、「表 4 申請管理シス

テム導入に係る業務の概要」を参照すること。また、テストの実施に必要な準備

作業を実施すること。 
なお、システム環境は本番環境テスト環境を用意すること。 

 
 （オ）テスト 

     受託者は、システム本稼働に向けて、必要な各種テストを実施すること。本市

が想定するテストは、「表 4 申請管理システム導入に係る業務の概要」のとおり

である。 
 

 （カ）システム本稼働 

 ①本稼働準備 

      受託者は、要件定義書や関連資料及び環境構築の結果を基に、本システムを

関連機器上で稼働させるための「本稼働計画書」を作成し、本市の承認を得る

こと。本稼働計画書は、基幹システム所管課へ説明資料としても利用すること

を考慮して作成すること。 
なお、本稼働準備として本稼働を想定したリハーサルを実施すること。 

 ②本稼働 

      受託者は、本稼働手順書に従い、本稼働作業を実施すること。 
 ③マニュアル類の作成 

      ア．システム操作マニュアル 
受託者は、本システム操作に関するマニュアルを作成すること。 

なお、マニュアルには各画面の名称及び説明、各機能の名称及び説明等を

記載し、表やイメージ図等を用いて可読性の高いものとすること。 
イ．システム運用マニュアル 

受託者は、本システムの運用に関するサーバ運用、バッチ運用及びオン

ライン操作に関するマニュアルを作成すること。 
なお、マニュアルにはバッチ処理等の説明等を記載し、表やイメージ図

等を用いて可読性の高いものとすること。 
 ④研修 

      受託者は、本システムを操作する業務担当者及びシステムを所管する所属の

システム担当者を対象に、次の研修を実施すること。開催回数及び時間は、状

況によって増減する可能性がある。 
なお、研修は、インターネットを利用したリモート形式や動画による開催も

合わせて検討し、効率化を図ること。研修用の会議ツールや動画ファイルは提

供すること。（より効率化を図れる方法があれば適宜提示すること） 
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ア．業務担当者向け研修 
システム操作用研修マニュアルに基づき操作研修会を実施すること。 
なお、研修は、回数５回（１回あたり最大４時間程度）を予定している。 

イ．システム担当者向け研修 
システム運用マニュアルに基づき操作研修会を実施すること。研修は、

情報システム課が指定する職員を対象とすること。 
なお、研修は、回数１回（２時間程度）を予定している。 

 
 （キ）稼働後支援（ＱＡ対応） 

    受託者は、本事業に係る本市からの問い合わせへの対応を行うこと。 
 
 （ク）運用保守 

    受託者は、稼働年度におけるシステム運用保守を行うこと。 
 
 （ケ）業務機能要件 

    本市の業務機能要件を、「別紙１_業務機能要件」に示す。受託者は、本システ

ムにおいて、「別紙１_業務機能要件」に記載の各項目を満たすこと。 
    なお、既存住基システムや基幹システムとのデータ連携に係る対応は、各シス

テムとの調整が必要であることに留意すること。 
 
 （コ）ハードウエア要件（参考） 

本システムの受託者は、システムを稼働させるために必要となるハードウエア、

ソフトウエア及び周辺機器等について、本市の求める機能要件を満たすシステム

構成を参考として提出すること。 
本システムの調達後、必要に応じて調達するハードウエアに関して想定する基

本要件は次のとおり。 
 ① サーバ機器については、原則として本市共通基盤の活用を想定する。共通基

盤で準備できない機器がある場合、特定の技術や事業者に依存することのな

い一般的な機器であること。 

 ② 機器は、本市が指定するデータセンターに設置しているシステムラックに搭

載できること。システムラックの条件は、表 8を参照。 

 ③ ハードウエア使用期間においては、当該機器及びそれを構成する部品の調達

が保証される機器であること。 

 
表 8 システムラック基本条件 

メーカー名・型番     外形寸法 
単位：mm 

パネル取付 

有効スペース 

日東工業株式会社 W H D EIA（タテ） 
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メーカー名・型番     外形寸法 
単位：mm 

パネル取付 

有効スペース 

FSS100-722EK 700 2、200 1、017 46U 

 

 （サ）ソフトウエア要件 

 ① 本システムで使用するＯＳやソフトウエアについて、汎用的に広く使用され

ているものを使用すること。 

 ② 本システムのサーバＯＳは、本市共通基盤より払い出すことを想定するが、

次回の機器更新までの期間サポートが保証されているバージョンとすること。 

 ③ ＯＳ以外のサーバ側のソフトウエア及びミドルウエアは、導入するサーバＯ

Ｓに対応できるバージョンとすること。②と同様、機器を使用する期間サポ

ートが保証されていること。 

④ ソフトウエアのバージョンアップ等の適応作業は、本市が別途契約するシス

テム運用業務の受託者が行うものとする。ただし、稼働初年度は、本業務の

受託者が行うものとする。 

 

 （シ）ネットワーク要件 

    受託者は、本システムにおける必要なネットワーク設定及び接続作業を行うこ

と。また、ネットワークの接続にあたっては、事前に本市の承認を得ること。 
なお、庁内のネットワーク側で対応が必要である場合は、作業の概要がわかる

作業実施計画書を作成する等、事前に本市と調整すること。 
 
 （ス）ぴったりサービス連携サーバ機器（参考） 

本システムの受託者は、図１中のぴったりサービス連携サーバについて、前提

とする機器等の名称、型番、販売価格、提供価格及び保守費用を示した「ネット

ワーク機器等一覧表」を作成し、契約締結までに本市へ提出すること。 
 
 （セ）システム利用端末要件 

    本システム稼働時のシステム操作者（本市基幹システム担当職員等）は、情報

システム課が一括して庁内配布している基幹システム用端末を用いる。 
参考として、現行の基幹システム用端末の主な仕様を示す。 

表 9 基幹システム用端末の主な仕様 
OS Windows10 Pro（64bit）（※） 
CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 4205U  1.80GHz 
メモリ 4.00GB 
Microsoft Office Microsoft Excel 2019 
ブラウザ Internet Explorer（IE）、Microsoft Edge(※) 
その他のソフトウエア Adobe Reader DC 

7-zip 
JTrim 
アタッシェケース 
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DocuWorks Viewer Light 
セキュリティ対策ソフト（McAfeeEndpointSecurity） 
生体情報認証システム 
SKYSEA Client View 

接続機器 ＬＡＮ接続プリンタ機器（DocuPrint3200d） 

※現在使用する端末は、延長サポートがあるため、令和 4 年 6 月以降も IE が

使用可能な状態である。しかし、令和６年 12 月以降に端末を入れ替える予

定であるため、Microsoft Edge にも対応したシステムであること。また、端

末の入替によって OS が Windows11 になることに留意すること。 
 

 （ソ）バックアップ・リストア要件 

    システムのバックアップ・リストア要件は以下のとおり。 
   ① 本システム内に保持しているデータについて、リアルタイム、日次、月

次等、種別に応じた適切なデータバックアップを行うこと。 

   ② 障害対応に必要となるバックアップデータは過不足なく取得すること。 

   ③ バックアップデータについては世代管理すること。 

   ④ 日次バックアップは業務時間外に実施すること。 

   ⑤ バックアップ取得作業は自動化することを前提とし、原則システム運用

管理者による操作を必要としないこと。ただし、バックアップメディア

の交換等物理的な作業についてはこの限りではない。 

 ⑥ リストアの手順については十分な検証を行い、取得したバックアップデ

ータを用いて正しく復旧できることを事前に確認すること。 

 
 （タ）運用保守要件 

運用保守要件について、「別紙２ 運用保守要件」にて示す事項を満たすこと。 
※運用保守は、初年度以外は本調達の範囲外とする。 
 

3.1.3 補足事項 

 （ア）機材等 

      受託者は、本業務の推進に必要となる機材等について、本市が準備した機材

等以外が必要となる場合、機材等の準備について事前に本市の承認を得た上で、

費用は受託者が全額負担すること。 
 

 （イ）交通費等 

      受託者は、本業務の推進に必要となる交通費、食事代及び宿泊費等について、

全額負担すること。 
 

 （ウ）提言・助言と協力 

      受託者は、必要に応じて本市への提言・助言を行うこと。 
提言・助言を行うにあたっては、極力専門用語は用いず、可視化した資料等
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を用いて本市が容易に理解できるように工夫すること。 
 

3.1.4 成果物等 

 （ア）成果物 

      受託者は、次の下表「申請管理システム導入 成果物一覧」に示す成果物に

ついて、Microsoft Office 製品、及びスキャンイメージを要するものは PDF 形

式で作成の上、CD-R 等に格納したもの及び紙面に印刷したもの 1 部を 1 セッ

トにして納入すること。 
原則、納入期限時点での最新の状態で納入し、本市の承認が必要な資料につ

いては、本市が承認した資料を成果物として納入すること。 
表 10 申請管理システム導入 成果物一覧 

No. 名称 

1 プロジェクト計画書 

2 情報セキュリティ教育報告書 

3 会議資料及び会議議事録 

4 要件定義書 

5 システム設計書 

6 
全体テスト計画書（テスト計画から移行・切替計画等、全体を調整す

るもの） 

7 テスト計画書及びテスト結果成績書 

8 本稼働手順書 

9 作業実施計画書 

10 課題管理表 

11 リスク管理表 

12 システム操作マニュアル 

13 システム操作研修用マニュアル 

14 業務運用マニュアル 

 
 （イ）納入期限 

      令和５年３月 31 日 
 
 （ウ）納入場所 

      新潟市総務部情報システム課が指定する場所 
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4. 特記事項 

4.1  作業の進め方 

4.1.1 実施体制 

   本業務を行うにあたり、受託者は、業務責任者及び本市と連絡及び調整を行う一元

的な窓口となる主任担当者を配置すること。 
なお、病気等のやむを得ない理由により、業務責任者及び主任担当者等の作業担当

を変更するときは、書面により本市に提出して承認を受けること。また、受託者は、

本業務に関する十分な知識、理解及び類似経験のあるスタッフを常時確保し、主任担

当者が本業務に専念できる環境を作ること。 
 

4.1.2 作業従事者名簿の提出 

   受託者は、契約締結時に、本業務の業務責任者や主任担当者等の作業従事者全員を、

本市が提示する「作業従事者名簿」に必要事項を記入したうえで、本市へ提出し、承

認を受けること。 
なお、作業従事者を追加・変更する場合は、すみやかに変更後の「作業従事者名簿」

を提出すること。 
 

4.1.3 役割分担 

   本業務は、原則として受託者が実施すること。ただし、本市において実施すること

が適当と考えられる場合や、受託者が本市の協力を必要とする場合等、受託者以外の

者に作業を実施させようとする場合には、受託者及び本市で協議のうえ、作業者を決

定することとする。 
 

4.1.4 業務プロセス 

   受託者は、本市へ各作業工程の説明を行い、本市の検討、評価、確認、承認を受け、

次の作業工程を行うこと。特に、各工程の実施前には、本市と受託者で作業内容を協

議し、作業の手戻りが発生しないようにすること。 
なお、作業工程に変更が生じることが判明した場合は、事前に本市と協議を行い、

変更となった場合には、変更した工程表を速やかに提出すること。 
 

4.1.5 作業プロセス 

   受託者は、本市が本システムを使用して行政事務を行う環境において作業する必要

があるときは、作業実施の原則 7 日前までに、各作業項目及び作業担当、各作業項目

の作業時間帯を記載した作業スケジュールを付した作業実施計画書を本市に提出のう

え説明し、本市の承認を得ること。 
なお、作業開始時及び作業終了時は、本市の担当職員に連絡すること。また、作業

実施後は、前述の作業スケジュールに実績時間を記載して付した「作業実施報告書」
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を本市に提出すること。 
 

4.1.6 成果物等の品質担保 

   受託者が本市へ納める成果物及び会議体等で提示する資料は、本市へ提示する前に、

作成者以外の担当者による品質チェックを実施すること。 
なお、品質チェックは、誤字・脱字の修正はもちろんのこと、フォントの種類や文

字の大きさ、資料構成や文章表現のわかりやすさ等を最大限考慮すること。 
 

4.1.7 作業場所 

   本業務に必要となる作業場所等の環境は、受託者の負担で用意すること。ただし、

本市が作業場所を提供した場合はその限りではない。 
また、打ち合わせ及び進捗報告など、本市及び受託者が会議を行う場所については、

事前に日程調整を行ったうえで本市が用意する。 
 

4.1.8 業務用機材 

   本業務の遂行のため、受託者が必要とする機材は、受託者が用意すること。ただし、

本市が本システムを使用して行政事務を行う環境と切り離した、テスト環境等が利用

できる場合は、その限りではない。 
 

4.2  法令等の遵守 

  受託者は、関係法令並びに本市の条例、規則及び要綱等を十分理解すること。 
なお、本市で定める文書管理規定等、本システムに関連する規則類は、本市ホームペー

ジ（https://www.city.niigata.lg.jp/）の例規集及び要綱集に掲載のとおりである。 

4.3  疑義の解釈 

 疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、本市及び受託者で協議

の上、決定する。 

4.4  業務評価の特記仕様 

 本市は、本業務の契約終了後、受託者の業務内容について、次の「表 11 業務評価基

準」により評価し、記録を保存する。 

なお、受託者は評価結果について異議を申し立てることはできないものとする。 

また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。 

https://www.city.niigata.lg.jp/
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表 11 業務評価基準 

評価ランク 評価基準 

A 成果物の品質、納入等で仕様を超える成果があった。 

B 通常の指示により、仕様とおりの成果を得た。 

C 仕様書のほかに、口頭の指示等により仕様とおりの成果を得た。 

D 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベルの成果を得た。 

E 仕様を達成できなかった（契約解除等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

【本仕様書に関する問い合わせ先】 
〒951-8550 
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 
新潟市役所総務部情報システム課 担当：井浦 
電話：025-226-2476 
メール：info_sys@city.niigata.lg.jp 

mailto:info_sys@city.niigata.lg.jp


項番 要件の補足 業務要件 機能要件
1 パッケージ機能全般に
ついて

「標準仕様書」に記載の仕様に基づいたパッケージシステムであるこ
と。

申請管理システムに係る機能が実装されていること。

2 「標準仕様書」5頁の前
提条件の確認

申請管理システムから基幹システムへ申請データを連携できること。 申請管理システムから基幹システムへのデータ連携について、「申請ZIPに格納されたフォルダ構
成やファイルの内容は変更せず、基幹システムへそのまま連携する」こと。
なお、そのまま連携することについて、「申請ZIP（ZIP形式のまま）」および「申請ZIPのZIP解凍後の
フォルダ構成ファイルの形式」いずれの連携も可能であること。

3 「標準仕様書」5頁の前
提条件の確認

「特に国民の利便性向上に資する手続」（26手続：子育て関係15手
続、介護関係11手続）の申請データを連携できること。

「特に国民の利便性向上に資する手続」26手続の申請データについて、ぴったりサービスからデー
タ連携し、申請データを格納できること。

4 「標準仕様書」5頁の前
提条件の確認

「特に国民の利便性向上に資する手続」（26手続：子育て関係15手
続、介護関係11手続）以外の申請データを連携できること。

「特に国民の利便性向上に資する手続」以外の申請データがぴったりサービスから連携された場
合であっても、同様に申請データを格納できること。
※引越しワンストップサービスについても本業務のなかで標準機能として対応すること。

5 「標準仕様書」7頁の前
提条件の確認

連携サーバからのデータ連携ができること。 連携サーバからの「申請データ」を受け取ることができること。
データ連携については、「標準仕様書」に記載の、ファイル連携方式、プロキシ方式のいずれかで
対応すること。

6 「標準仕様書」7頁の前
提条件の確認

既存住基システムからのデータ連携ができること。 既存住基システムからの「番号紐付情報差分データ」を受け取ることができること。

7 「標準仕様書」8頁の前
提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 LGWAN接続系とマイナンバー利用事務系の間に境界FWを設置し、新たなセグメント(DMZ)を作成
すること。

8 「標準仕様書」8頁の前
提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 境界FWは、本市既設の装置を使用することも想定される。その場合、連携サーバや申請管理シス
テム側でも適宜対応ができること。

9 「標準仕様書」8頁の前
提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 DMZ上において、必要な通信制御を設定すること。

10 「標準仕様書」9頁の前
提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 LGWAN-FWの設定を行うこと。
※基本的には本市ネットワーク担当にて設定します。申請管理システム受託者による対応は発生
しない想定です。

11 「標準仕様書」10頁の
前提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 連携サーバの設置及び必要な設定を行うこと。

12 「標準仕様書」10頁の
前提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 連携サーバの設置及び設定と申請管理システムの導入は各々調達することが可能なこと。

13 「標準仕様書」11頁の
前提条件の確認

ネットワーク等の整備を行うこと。 連携サーバの連携は、ファイル連携方式またはプロキシ方式にて行うこと。

14 「標準仕様書」11頁の
前提条件の確認

連携サーバでのセキュリティ対策を講じること。 セキュリティ対策が考慮されていること。
※申請データを連携サーバ上に長時間残留させないための対策、データ暗号化、アクセスログ管
理、通信制御等。

15 本市要求事項 連携サーバと申請管理システムをあわせて運用保守が可能であるこ
と。

令和５年度以降も必要に応じて運用保守契約が可能であること。

要求事項

別紙１ 業務機能要件 ・「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」令和３年９月３０日総務省（以下「標準仕様書」という。）を参照。
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項番 要件の補足 業務要件 機能要件

要求事項

別紙１ 業務機能要件 ・「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」令和３年９月３０日総務省（以下「標準仕様書」という。）を参照。

16 「標準仕様書」14頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 既存住基システムから、シリアル番号と庁内利用目的の宛名番号が紐付された「番号紐付情報」
を連携(受信)しデータベース上に保有できること。

17 「標準仕様書」14頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 「番号紐付情報」は、適時連携(受信)、更新し、データベース上を最新状態に保つこと。
更新の頻度は一定の間隔とする。現状では５分程度の間隔を想定。

18 「標準仕様書」14頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 申請データ上について、申請データに含まれるシリアル番号を「番号紐付情報」と照合し、宛名番
号を付設できること。

19 「標準仕様書」18頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 連携サーバを経由して連携された申請ZIPは、展開し申請管理システム内に格納できること。

20 「標準仕様書」18頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 申請者の特定について、次のいずれかの方法を選択できること。
①宛名番号で特定
②宛名番号に紐付けした後団体内統合宛名番号で特定
①の場合、住基システムとのデータ連携で可能と想定。
②の場合、別途団体内統合宛名とのデータ連携の対応が必要となる。

21 「標準仕様書」19頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 宛名番号との紐付が行えない申請データについて、申請管理システム上で宛名番号を入力できる
こと。

22 「標準仕様書」19頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。 宛名番号との紐付が行えない申請データが存在することが検知できること。

23 「標準仕様書」19頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
業務登録と手続の紐付機能

本市で任意の業務コードを登録し、ぴったりサービスの手続コードとの紐付登録を行えること。

24 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
担当者登録と担当者ごとの権限設定機能

申請管理システムを操作する担当所属を登録し、担当所属ごとに利用できる機能や参照可能な手
続を設定できること。
所属は、実在する課、係、グループを基本とする。また、１つの課、係、グループ内でも、職員に
よって扱う事務が異なる場合があるため、実在しない所属単位でも担当として登録ができること。

25 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
担当者登録と担当者ごとの権限設定機能

申請管理システムの利用者を登録する場合、人事異動等を考慮し、1人の職員において開始日、
終了日等で複数の設定ができること。また予め予約登録ができること。
※予約登録が困難である場合は、職員権限の終了や開始の登録を運用保守内にて実施するこ
と。

26 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
申請データ検索・抽出機能

申請データに対して、申請日、手続き、申請ステータス（未審査、審査中、審査完了、却下）等、次
に記載する条件にでの検索が行えること。
・宛名番号
・業務名
・手続き名
・受付番号
・申請日、申請時間
・申請データダウンロード状態
・申請ステータス

27 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
申請データ検索・抽出機能

検索結果では、申請者の住所が確認できること。
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項番 要件の補足 業務要件 機能要件

要求事項

別紙１ 業務機能要件 ・「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」令和３年９月３０日総務省（以下「標準仕様書」という。）を参照。

28 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
申請データ検索・抽出機能

検索結果は、担当者、ステータス、手続名、申請日等次の内容が確認できること。
（業務名、手続き名、受付番号、宛名番号、申請日、申請時間、申請データダウンロード状態、申
請ステータス、申請データ内容）

29 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
申請データ表示機能

担当者が申請内容の確認や審査等を行うため、住民が申請した申請書イメージや、添付ファイル
等を表示できること。

30 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
申請ステータス変更機能

申請データごとに審査状況のステータスを設定する区分（未審査、審査中、審査完了、却下など）
を設け、審査状況に応じてステータスを変更できること。

31 「標準仕様書」20頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
権限・履歴管理等機能

ぴったりサービスから連携される申請データにはマイナンバーや機微情報が含まれることもあるこ
とから、権限設定や操作履歴等の管理機能を持つこと。

32 「標準仕様書」21頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

基幹システムとの連携に係る連携設定にて、手続ごとに連携する申請データのステータス条件（ス
テータスが「審査完了」のみ連携する。ステータスに関係なく全て連携する等）が設定できること。

33 「標準仕様書」21頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

標準仕様書21頁に記載の図3.3-12の例のとおり、申請管理システムのファイル公開領域を設定
し、基幹システムへ申請データを連携できること。
・ファイル公開領域を設定すること。
・ファイル公開領域に申請ZIPごとにフォルダを作成すること。
・フォルダには、申請ZIPと宛名番号等が記載された宛名番号等ファイルを格納すること。
・ファイル公開領域は基幹システムごとに連携に必要な申請データのみ参照できるよう、業務また
は手続単位で適切なアクセス権の設定を行うこと。

34 「標準仕様書」21頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

接続仕様書を作成し、本市へ提供すること。提供していただいた接続仕様書は、基幹システム側
へ共有する。
※本市仕様書に記載のとおり、原則、基幹システムが示す前提に従って対応すること。

35 「標準仕様書」22頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

本市では、標準仕様書に記載の方式４（一括取込機能）を想定している。
申請管理システムにおいて、審査が完了したデータを基幹システムに一括で連携できること。
（基幹システムとの連携に係る連携設定にて、ステータスが「審査完了」のみ連携する、とした場
合。）

36 「標準仕様書」22頁の
前提条件の確認

申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

前項と類似し、申請管理システムにおいて、ステータスに関係なく全てのデータを基幹システムに
一括で連携できること。
（基幹システムとの連携に係る連携設定にて、ステータスに関係なく全て連携する、とした場合。）

37 本市要求事項 申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

申請管理システムから基幹システムへのデータ連携において、データ連携を行うかどうか、手続き
ごとに設定できること。（基幹システム側で申請データを転記する運用の場合は申請データの連携
は行わない）

38 本市要求事項 申請管理システムを導入すること。 申請者を特定した際、誰の申請であるか、氏名、住所を照会できること。

39 本市要求事項 申請管理システムを導入すること。
基幹システムとの申請データ連携

申請管理システムから基幹システムへのデータ連携において、データ連携済かどうか判別できる
こと。
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項番 要件の補足 業務要件 機能要件

要求事項

別紙１ 業務機能要件 ・「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」令和３年９月３０日総務省（以下「標準仕様書」という。）を参照。

40 本市要求事項 申請管理システムを導入すること。
引越しワンストップサービスによる連携サーバ、基幹システムとの申
請データ連携

引越しワンストップサービスによる、連携サーバからの申請データ連携、基幹システム（住記システ
ム）との申請データ連携ができること。

41 本市要求事項 操作ログが管理できること。 だれが、いつ、誰の情報を参照したか、どのような処理を行ったかがわかるよう、ログを取得しデー
タベース等に保管できること。

42 本市要求事項 操作ログが管理できること。 本市では、ログを定期的にチェックしている。そのため、指定した期間のログをCSV等のデータとし
て外部出力できること。

43 本市要求事項 操作ログが管理できること。 データベース容量圧迫を回避できるよう、一定期間経過した後は、削除対象とする期間等を指定
し、ログの削除が行えること。

44 本市要求事項 シングルサインオンができること。 本市では、基幹システムにおいて、ログイン時は一元的な認証（シングルサインオン）を行ってい
る。
申請管理システムにおいても、シングルサインオンができること。
※シングルサインオンの概要
①共通の認証システムで基幹システムポータルサイトへログインを行う。
②基幹システムポータル上の申請管理システムボタンをクリックする。
③申請管理システムのURLに対してユーザIDと所属コードをPOST送信する。
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項番 要件の補足 運用保守要件
1 運用保守計画書を作成すること。

運用保守計画書には次のような事項を盛り込むこと。
スコープ、役割分担、マスタスケジュール、作業内容、成果物、運用保守体制、コミュニケーション管理計画、進捗管理計画、課題管理計
画、障害対応計画、品質管理計画、資料授受管理計画、変更管理計画

2 定例会を四半期ごとに年4回開催すること。
・運用保守の状況報告（進捗、課題、インシデント、サービスレベル(SLA)）
・議事録を作成し、本市の承認を得ること。

3 必要に応じて、担当者会議を開催すること。

4 保守対象は次のとおりとする。
・申請管理システム（本番環境、テスト環境）
・連携サーバ

5 進捗管理 遅延が発生した場合は、遅延理由、状況、遅延の回復手段、回復予定時期及び影響範囲等について、すみやかに本市へ報告すること。
その後の対応については、本市と協議の上、決定する。

6 課題管理 解決すべき課題が発生した場合は、優先度、課題内容、起票者、発生日、解決期限、担当者、対応状況及び解決日等を記載した「課題管
理表」をすみやかに作成し、課題の進捗管理をすること。
また、「課題管理表」は、各課題の進捗状況に応じて更新するものとし、「課題管理表」を更新した場合は、本市へ随時報告を行い、情報共
有を図ること。
解決期限までに課題の解決が見込めない場合は、影響範囲を調査し、対応策を本市と協議すること。

7 障害発生時の連絡体制 本市窓口開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで、本市からの障害連絡を受けられるように連絡体制を整備すること。
なお、緊急時においては上記時間帯以外でも本市から連絡を受けられるような連絡体制を確保すること。
また、障害発生時は、障害に伴う作業の進捗状況等を定期的に本市へ連絡し、前回報告時からの変化等を共有すること。

8 障害発生時の連絡体制 障害を検知または本市からの障害連絡を受けてから30分以内に、把握できている範囲内での状況報告を本市へ行うこと。その後の対応
については、本市と協議の上、決定すること。

9 障害復旧 本市と協議した対応をすみやかに実施し、障害を復旧させること。

10 障害再発防止 障害復旧後、同様の障害が発生しないように是正措置または予防措置を本市と協議し、実施すること。

11 障害報告書 障害の発生日、内容、影響範囲、復旧の期限、対応状況及び再発防止策を記載した「障害報告書」を作成し、本市へ説明すること。

要求事項

別紙２ 運用保守要件
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項番 要件の補足 運用保守要件

要求事項

別紙２ 運用保守要件

12 障害報告書 本市では、障害発生時、途中経過、完了時等、都度状況を確認し必要に応じてセキュリティ担当者に報告を行う必要がある。そのため、適
宜報告や情報提供に協力すること。

13 品質管理 「運用保守計画書」に記載する品質指標、検証方法に基づき、品質検査を実施すること。

14 変更管理 「運用保守計画書」の記載内容に変更が生じる場合、本市と協議の上「運用保守計画書」を修正し、変更が生じた日から10日以内に本市
の承認を得ること。

15 日常業務（システム稼働監視） 本システムを構成するサーバ機器、業務アプリケーション等、本システム全体が正常に稼働していることを、運用管理ツール等を用いて監
視すること。

16 日常業務（ドキュメント管理） 「運用マニュアル」等、運用保守の実施に必要なドキュメントの記載事項が変更となった際は改訂し、履歴管理、版管理を行うこと。

17 日常業務（リスク管理） 情報セキュリティに関するインシデント関連情報、脆弱性情報及び攻撃予兆情報等を収集し、必要に応じて本市へ情報を提供すること。

18 日常業務（QA対応） 本市の業務担当者からの問合せ対応を行うこと。

19 定期的な業務（リソース管理） システムのデータ格納領域の空き容量を測定し、本市へ報告すること。
空き容量の不足が見込まれる場合、対応方法について、本市と協議の上、決定すること。

20 定期的な業務（バックアップ管理） システムが保有する業務データ、システムデータ（OSやミドルウエア等の設定情報を含む）のバックアップを行うこと。

21 定期的な業務（セキュリティパッチ及び不具合対策
プログラムの適用）

システムを構成する資産について、セキュリティパッチやソフトウェア製造元が提供する不具合対策プログラム（以下「パッチ等」という。）に
関する情報及び本システムへの影響等を本市へ報告すること。
パッチ等を適用する場合、検証環境で事前テストを実施し、本番環境への適用の可否については、本市と協議の上、決定すること。

22 定期的な業務（アップデート資産の適用） システムの根幹となるパッケージ製品の製造元がアップデート資産を提供する場合、その資産に関する情報及び本システムへの影響等を
本市へ報告すること。アップデート資産を適用する場合、テスト環境で事前テストを実施し、本番環境への適用の可否については、本市と
協議の上、決定すること。

23 定期的な業務（サービスレベル管理） サービスレベルの管理項目等の品質測定を行い、本市への測定結果報告と測定結果を基にした新たな提案を行うこと。

24 ログインユーザ管理 本システムを利用する職員のアカウント情報を更新する。
※人事異動時期は、ユーザ情報の更新が大量に発生します。

25 作業実施計画書 運用保守において、日常的な事項以外を実施する際には、作業日、作業担当者、作業項目、作業スケジュールを記載した「作業実施計画
書」を作成し、事前に本市へ説明するとともに、本市の承認を得ること。また、作業終了後は作業結果を「作業実施計画書」に記載し、本市
の承認を得ること。
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項番 要件の補足 運用保守要件

要求事項

別紙２ 運用保守要件

26 成果物 運用保守業務の成果物として作成し納入すること。
・運用保守計画書
・情報セキュリティ教育報告書
・運用保守定例会議資料及び運用保守定例会議事録
・運用保守担当者会議資料及び運用保守担当者会議議事録
・障害報告書
・作業実施計画書
・課題管理表

27 オンライン稼働時間を適宜変更できること。
現時点の想定）
ぴったりサービスとのデータ連携　９：００～１８：００
申請管理システムオンライン　８：００～１９：００
基幹システムとのデータ連携　７：００～２２：００

28 SLA
（オンライン稼働率）

オンライン稼働時間のうち、実際に利用可能な時間の割合。
99.9%以上

29 SLA
（データ連携処理率）

申請データの連携処理を実施した件数のうち、問題なく連携処理が実施された件数の割合。ただし、連携の相手側システムや庁内ネット
ワークに起因する連携処理の失敗については対象外とする。
99.9%以上

30 SLA
（障害回復時間）

オンライン稼働時間のうち、障害によるオンライン停止の検知後から、オンライン開始（縮退運転含む）までの時間が2時間以内。
100%

31 SLA
（障害通知時間）

オンライン稼働時間のうち、障害検知後、30分以内。
100%

3


