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1  背景と目的 

本システムを調達するに至った背景と、調達の目的について以下に示す。 

(1) 検針システム構築の背景 

現在、名古屋市上下水道局（以下、「発注者」という。）では、水道の使用開

始や使用中止などの受付業務のほか、検針や調定、料金収納等の営業所業務の

基幹システムとして営業事務総合管理システム（以下、「ＥＩＴＳ」という。）」

を運用している。 

本件は、営業所の更なる再編が進む中において業務のあり方を見直し、モバ

イル端末を活用した検針を行うため、ＥＩＴＳから検針業務に係るアプリケー

ションを切り離し、新たにＥＩＴＳと検針システムが連携したシステムを構築

するものである。 

(2) 検針システム構築の目的 

ア 個人情報の持ち出しにかかるリスクの低減 

移動通信サービスの利用によりモバイル端末上に個人情報が保持されて

いる時間を短くするとともに、従来メモ用紙等で記録していた検針時の現

地調査結果等をモバイル端末へ直接入力することで、個人情報持ち出しに

かかるリスクを低減する。 

イ お客さまサービスの充実 

移動通信サービスの利用により検針結果や現地調査結果を現場から送信

することで、営業所に入電した問合せに対して迅速な対応を可能とする。 

モバイルプリンタ導入により、「水道ご使用量のお知らせ兼上下水道料金

領収書（以下、「検針票」という）」への音声コード印字や他の帳票印刷へ

の対応を可能とすることでお客さまの利便性向上を図る。 

ウ 検針業務の効率化 

移動通信サービスの利用により検針データの授受を行うことで、検針員

が営業所に立ち寄る頻度を減らすとともに、業務の進捗状況や検針結果を

速やかに営業所で確認できるようにする。 

画像撮影機能を利用して水道メータや漏水状況等を撮影することで、検

針後の対応時に正確な判断ができるようにする。 

検針時の現地調査結果をモバイル端末に入力することで報告書式作成業

務の簡素化を図る。 
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また、今後導入が想定されるスマートメータへの対応など新たなニーズ

に対応できるよう柔軟な発想で実装を図っていく。 

2  業務・機能要件 

(1) システム化範囲 

本システムは、検針員の移動通信サービスを利用したモバイル端末による検

針や営業所職員が検針状況、検針結果を管理するシステムとして上下水道局の

各課公所に設置するものである。 

現行の料金システムであるＥＩＴＳと物理的にネットワークを分離し、ネッ

トワーク間のデータの授受はＵＳＢケーブルの接続により行う。 

本システムを実現するためのシステム機能の全体構成図を以下に示す。 

(2) 機能要件 

本システムに要求する機能は以下のとおりである。 

・システム基本事項 

ア 移動通信サービスを利用したモバイル端末検針として実績のあるパッケー

ジシステムであること。 

イ 公益社団法人日本水道協会発行の「営業業務マニュアル」に準拠した専用

システムであること。 
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ウ 現行の料金システムであるＥＩＴＳを稼働した状態で新たな連携システム

として本システムを構築することを考慮し、詳細なフィット＆ギャップ分析

を行い、必要に応じて最適なカスタマイズを実施できること。 

エ 情報セキュリティについて、「別紙１ 情報セキュリティ」を遵守したシス

テムとすること。 

・本システムから新たに追加する要件 

ア 検針員が検針時に水量異常等を把握した場合、モバイル端末のカメラ機能

を利用し検針時に水道メータの指示値を撮影できる機能を設けること。また、

検針時のデータと紐付けを行い、一定期間サーバに保持できること。 

 イ ＥＩＴＳから取得する地図情報（装置番号・Ｘ座標・Ｙ座標）をもとにＧ

ＩＳ機能にて地図情報を表示できること。また、モバイル端末で装置の設置

場所情報が登録してある場合、装置特定により該当箇所の地図を表示できる

こと。 

 ウ 検針時に出力される検針票に視覚障がい者への対応として利用されている

「音声コード」の Uni-Voice の印字ができること。 

(3) 業務要件 

各業務と要求するシステム機能の特徴については、以下に示すほか、詳細

は別資料：「別紙２ 業務フロー」、「別紙３ 機能一覧」、「別紙４ データベ

ース一覧（ＥＩＴＳ）」を参照すること。 

なお、「別紙３ 機能一覧」、「別紙４ データベース一覧（ＥＩＴＳ）」、「画

面要件」、「帳票要件」は「別紙２ 業務フロー」を前提とした現時点の想定

であり、パッケージシステム等にて業務をより効率的に実現できる提案があ

る場合には、それらの要件を見直すことも可能とする。ただし、要件の見直

しは、見直しの内容について発注者と調整し、発注者の承認を得た上で実施

すること。 

ア 検針前データ受信 

・ＥＩＴＳで作成されたテキストファイルの検針前データを本システム側フ

ォルダに格納後、本システムに取込を行うこと。 

・検針前データをもとにデータベース化を行い、各検針員に検針束ごとに振
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り分けが行えること。 

・検針員が検針前データを受信していない未受信データを一覧として確認で

きること。 

・営業所の担当者が各検針員の検針前データの受信状況を確認できること。 

・検針員の欠勤に対応するため、担当ではない検針束でも検針前データの受

信が行えること。 

イ 検針結果送信 

・モバイル端末による水道メータの検針ができること。 

・発注者の指定する計算方法により使用水量やメータ口径、用途等から上下

水道料金を算出し、サーマルプリンターから検針票を出力できること。 

・水量異常の際にアプリケーションからカメラを起動し、水道メータを撮影

できること。 

・検針員が移動通信サービスを利用し、本システムに検針結果データとカメ

ラの画像データを送信できること。 

・装置番号と撮影画像を紐付けることができること。（ファイル名に装置番号

と撮影日時を付加） 

・アプリケーションで撮影した画像を確認できること。 

・カメラの解像度をアプリケーションで設定でき、ユーザーによる変更はで

きないこと。 

・営業所から各検針員の検針結果や送信状況を確認できること。 

・検針員が正常に検針結果データを送信した場合、モバイル端末から検針結

果データ及び画像データを消去すること。 

・水道メータの指示値と一緒に検針時の状況を検針結果データとして本シス

テムに送信できること。 

ウ チェックリスト作成 

・モバイル端末から受信した検針結果データをもとに検針員ごとに装置の水

量異常や検針時の状況等が確認できる一覧を作成できること。 

エ 検針データ修正 

・ＥＩＴＳから取り込んだ検針前データ及びモバイル端末から受信した検針

結果データを修正できること。 

オ 検針結果データ転送 

・ＥＩＴＳで日次調定処理が実行されるまでに当日検針を行った検針結果デ
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ータを検針サーバのフォルダに格納すること。 

・未検針・保留を含め、検針を行った検針束の全てを格納すること。 

カ 担当者別検針結果件数表 

・１ヶ月の間に各検針員が検針を行った件数を集計できること。 

キ マスタ・制御管理機能（システム管理） 

・装置位置情報マスタ、点検基礎マスタ、束管理マスタ、担当者マスタ、通

信欄マスタ、委託事業者マスタ等必要なマスタを持つこと。 

・使用可能文字は SJIS/MS932 であること。 

・検針担当者氏名や担当者コード、委託事業者名などのデータベースをメン

テナンスできること。 

・モバイル端末に検針時の注意情報を表示するデータベースをメンテナンス

できること。 

(4) モバイル端末要件 

 以下の機能や画面構成については最低限必要と考えられるものについて記

載している。下記に提示した以外でも利便性が高い機能や、他の方法で同等

以上の結果が得られるものがあれば必ずしも下記のとおりでなくともよい。 

ア 検針データ送受信機能 

   (ｱ) サーバ上にある「検針前データ」を一覧で表示して、一括または選択

したものについてモバイル端末側にダウンロードする。 

 (ｲ) 検針済みデータをモバイル端末からサーバにアップロードする。 

イ 束一覧表示および選択機能、検針対象一覧表示および選択機能 

 (ｱ) 検針可能な束の一覧（束番号、総件数、済み件数、未検針件数、保留

件数）を表示し、束を選択すると束内の検針対象がリストで表示され

ること。 

 (ｲ) 束内の検針対象一覧（束・順路）から任意の対象を選択すると検針画

面に遷移する。通常は束の先頭の検針対象を選択し検針画面遷移する。 

 (ｳ) 検針対象一覧表示機能では、未検針・保留・未印刷など検針状態によ

る絞込み機能や、キー項目（点検順路番号等）による簡易検索機能を

有すること。 

ウ 検針機能（検針対象情報表示） 
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  検針対象を選択すると検針画面に遷移する。 

  基本画面は検針対象の基本情報（住所・住宅名・部屋番号・お客さま名・

順路番号等）及び情報連絡事項・一時特記が表示されること。 

  詳細画面には、詳細情報（特記・メータ位置・注意事項、用途・口径・

下水区分・全戸数・実戸数・減免数等）が表示されること。 

エ 検針機能（検針入力） 

  入力画面には装置番号・メータ番号・前回検針値・検針値入力欄が見や

すく配置されており、入力部分は高コントラストにするなど誤入力を起こ

しにくいようにすること。 

  差引水量入力後に直近６期の水量履歴が表示されること。 

  差引水量や前回検針の認定状態が一定の条件に該当する場合などに警告

を発して検針員に対して注意喚起すること。 

 認定区分（水量認定等）の入力を行えること。 

 検針対象１件あたり３枚程度の画像撮影機能を有すること。 

オ 検針機能（調査内容等入力） 

(ｱ) 現地調査時の内容を項目選択により入力できること。 

  ①水量異常系の調査 

② 用途・業態・下水区分の調査 

(ｲ) 上記①で入力した結果を注記コードに変換すること。また、コード変

換できないものについては手動でコード入力できること。 

(ｳ) 自由記述の入力ができること。 

カ 検針機能（検針票印刷等） 

  印刷ボタンを押すと今回使用量・請求料金が表示され確認後に検針票が

印刷されること。 

  未刷ボタンを押すと検針状態が検針済かつ未印刷としてデータが保存さ

れること。 

 保留ボタンを押すと検針状態が保留として検針前データが保存されること。 

キ 検針機能（未印刷出力） 

 検針状態が検針済・未印刷となっているものについて印刷を行う。 

(5) 画面要件 

・別資料：「別紙２ 業務フロー」、「別紙３ 機能一覧」に記載の画面機能が
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全て盛り込まれていること。 

・必須項目と任意入力項目を背景色等で容易に識別できること。 

(6) 帳票要件 

・別資料：「別紙２ 業務フロー」、「別紙３ 機能一覧」に記載の帳票類が全

て盛り込まれていること。 

・帳票類の印字項目およびレイアウト等については、発注者の求めに従い調

整すること。 

(7) システム連携 

ア データ形式 

 ＥＩＴＳと本システムの連携データは、テキストファイルとする。 

イ データ連携方法 

ＥＩＴＳと本システムのそれぞれのＵＳＢポートを発注者が用意するＮＴＴ

テクノクロス社製製品「データブリッジ」で接続し、データ連携を行うこと。 

ウ データレイアウト 

「別紙４ データベース一覧（ＥＩＴＳ）」は、ＥＩＴＳにて検針業務で利用

しているデータベースを参考として示す。すでに利用していないカラムが含ま

れるが、ＥＩＴＳの改修を最小限に抑えるため、原則連携データは、提示した

データレイアウトの通りとする。提示したデータレイアウト以外でデータの授

受を行う必要性があれば発注者と協議のうえ、定めることとする。 

3 基本方針に関する要件 

(1) 稼働時間 

本システムの稼働時間は、月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年

の１月３日までを除く。）の午前８時から午後６時までとすること。 

(2) 利用者 

本システム利用場所及び利用人数 

№ 利用場所 
利用者数 

職員 外部委託事業者 検針員 

1 営業課 数名 0 0 

2 料金課 数名 0 0 

3 千種営業所 40 6 60 
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4 北営業所 20 3 30 

5 中村営業所 20 3 30 

6 瑞穂営業所 20 3 20 

7 中川営業所 20 3 30 

8 港営業所 20 3 30 

9 緑営業所 20 3 20 

10 西サービスステーション 20 3 20 

11 天白サービスステーション 20 3 20 

(3) システム権限グループ 

本システムにおけるユーザーはその所属により下記のとおりに分類し、本シ

ステムにおける実行権限の区分、またはメニューの表示・非表示といった制御

ができること。 

また今後、所属の追加が発生する場合に、柔軟に対応できるよう設計を行う

こと。 

ア システム管理者グループ…システム管理者 

イ 職員グループ…営業部職員 

ウ 委託事業者グループ…委託事業者担当者 

エ 検針員グループ…検針員 

(4) 対象情報とデータ量 

本システムの利用者は、以下のとおりを想定する。 

システム権限グループ 人数 

システム管理者Ｇ 数名 

職員Ｇ（本庁） 数名 

職員Ｇ（営業所） 200 

委託事業者Ｇ 30 

検針員Ｇ 260 

現行のＥＩＴＳでの業務量を以下に示す。（2018 年度実績） 

業務 件数 

検針 6,230,470 件 

検針データ修正 32,475 件 

 (5) レスポンス 

本システム全般の画面レスポンス（画面操作に対する反応の時間）は、平均
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１秒以内を目標として、検索結果画面については、最大３秒以内を目標値とす

る。 

4 運用要件 

(1) 基本要件 

ア 賃貸借物件が常に完全な機能を保つように、ハードウェア及びソフトウ

ェア等の保守を行うこと。ハードウェアに係る部品料等（消耗品扱いとな

るものを除く。）を含む保守とし、その費用は受注者の負担とする。 

  また、本システムを構成するハードウェア及びソフトウェア等に不具合

が生じた場合、当該不具合に対する調査費用は、原則として賃借料に含ま

れるものとする。 

イ 運用の詳細は、構築時に運用設計を行うこと。運用設計においては、運

用管理ソフトウェアの活用等により極力自動化し、運用保守業務の省力化

を図ること。 

(2) 基盤保守 

ア サーバ機器及び端末等の障害が発生した場合、緊急かつ速やかに修復す

るため、受注者は技術者を派遣して必要な修理を行うこと。その際、障害

発生原因の診断・対応及び速やかな報告を行い、必要に応じて機器の修理

又は代替を行うこと。（障害が軽易又は単純なもので技術者を派遣する必要

がないと判断された場合には電話等による対応も可とする。） 

また、修理又は代替の状況により、端末等のソフトウェアのインストー

ルや環境再設定が必要となる場合は、発注者の承諾を得た後確実に動作し

得る状態とすること。 

イ 障害によりハードディスクを交換した場合、交換撤去する記憶装置に存

在するデータの参照ができないように以下のいずれかの方法により処分す

るものとする。 

・交換撤去したハードディスクを発注者においてデータ消去完了後、受注

者に返還する 

・所有権を発注者に移転し、受注者において取り外しのうえ発注者に引き

渡す 

・発注者の立ち合いの元、受注者においてデータの参照ができないように

物理的に破壊する 

ウ サーバの OS 及びミドルウェア等に対して、不具合の修正を行う場合、 

その情報を遅滞なく発注者に連絡し、適用作業を行うこと。 
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エ サーバの CPU ・メモリ・ディスク等の負荷情報を半期ごとに報告するこ

と。 

オ その他、受注者は、本仕様書に明示されていない事項でも賃貸借期間中

端末機器等を支障なく使用するために必要となる作業については、発注者

と協議の上、発注者の指示に従い受注者の負担で実施するものとする。 

(3) アプリケーション保守 

ア プログラムに不具合が発生した場合、調査及びプログラム修正・動作確

認等を発注者の指示に従い、随時対応を行うこと。 

イ ミドルウェア等の製品のバージョンアップを行う場合、これに伴う本シ

ステムへの影響度調査および修正作業については、パッケージソフトのカ

スタマイズ箇所を除き、無償で行うこと。 

5  保守要件 

(1) 保守体制 

ア ハードウェア及びソフトウェアに関する窓口を一本化した体制を整える

こと。 

イ 発注者からの問い合わせは電話及びメールで行い、受注者は迅速に対応

するものとする。なお、システム障害を含む緊急を要する問い合わせに対

しては、3時間以内に障害が発生している現地にて対応すること。 

(2) 管理 

ア 実施内容（事故等発生時対応計画含む。）、保守体制及び連絡先等を記載

した保守計画書を作成し、賃貸借期間開始までに発注者の承認を得ること。 

イ 障害発生の対応状況及び改善対策などの履歴管理を行い、進捗状況を把

握できるようにすること。発生した障害は、発生原因の究明を行い、再発

防止策を検討・実施し、必要に応じて障害対応マニュアルや運用マニュア

ルを更新すること。 

ウ 四半期ごとに保守報告書を作成し、発注者に管理状況の報告を行うこと。 

6  基盤要件 

本システムは、品質、安定性、納期、職員の業務負担軽減等の観点からパッ

ケージシステムを最大限活用し、構築を行うこと。 

(1) ハードウェア・ソフトウェア構成 

本仕様書に記載の要件を満たすハードウェア構成とすること。また、本シス
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テムに必要となるソフトウェアについては、受注者が構成を検討すること。 

ただし、特定事業者による独自技術への依存を回避するため、国際規格・日

本工業規格などのオープンな標準に基づく技術を採用した適切なハードウェ

ア・ソフトウェア（OS、データベースなど）を選択すること。 

本システムに必要となるハードウェアの一覧を下表に示す。 

なお、グリーン購入法の対象となる機器については、グリーン購入法適合品

とすること。 

分類 機器名 数量 設置場所 備考 

サーバ

サーバ群 

＜本番サーバ群及び

保守サーバ群＞ 

一式 局指定のデー

タセンター（名

古屋市中区内）

データセンタ

ーの概要は別

紙「別紙５ 

設置要件」に

示す。 

ネットワーク接続装

置 

一式   

端末 

システム管理用端末 1 台 営業課  

パソコン端末 20 台 営業課、料金

課、各営業所 

モバイル端末 300 台 営業課、料金

課、各営業所 

プリン

ター 

サーマルプリンター 300 台 営業課、料金

課、各営業所 

レーザープリンター 12 台 営業課、料金

課、各営業所 

サーバ及び端末の仕様については、「5(3) サーバ及び端末要件」を参照する

こと。 

(2) ネットワーク構成 

本システムは、発注者の準備する 4G/LTE 方式の閉域ネットワークを使用する

ものとし、新たに設置しない。 

(3) サーバ及び端末要件 

本システムで利用するサーバ及び端末の要件を以下に示す。提示水準以上の

仕様要件を満たすこと。 



12 

サーバ群 

項目 仕様 

OS 賃貸借期間中に OS のサポートが切れな

いバージョンであること 

HDD RAID 5 以上の冗長構成を有すること 

バックアップ 外部媒体へのバックアップが可能であ

ること 

自動スケジュールでのバックアップが

可能であること 

耐用性 5 年以上の稼働に耐用すること 

セキュリティ機能 ウイルス対策ソフトを導入すること 

その他 MDM によりモバイル端末のシステム設

定などを統合的に管理すること 

サーバの種類（Web、DB 等）及び台数は

問わない 

本システムが問題なく稼働すること 

パソコン端末 

項目 仕様 

クライアント ノート型もしくはタブレット型 

OS 賃貸借期間中に OS のサポートが切れな

いバージョンであること 

CPU・メモリ・ストレージ 本システムが問題なく稼働すること 

有線 LAN 100BASE-TX/10BASE-T 準拠 

USB ポート USB2.0 Type-A×2 口 以上 

ソフトウェア 業務に必要なオフィスソフトをインス

トールすること 

セキュリティ機能 ウイルス対策ソフトを導入すること 

モバイル端末 

項目 仕様 

OS AndroidTM8.1 以上 

CPU・メモリ 本システムが問題なく稼働すること 
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液晶 静電容量方式（手袋での操作に対応可能

であること） 

通信機能 無線 WAN 4G/LTE 対応 

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n 準拠 

Bluetooth サーマルプリンターと通信可能である

こと 

カメラ リアカメラ：800 万画素 以上 

位置測位 GPS 

防塵・防滴/防水 IP65/68 準拠 

耐衝撃 MIL-STD-810G 準拠 

重量 250g 以下 

セキュリティ機能 ウイルス対策ソフトを導入すること 

付属品 スマートフォンバッテリーパック、保護

フィルム、AC アダプタ、スマートフォ

ンカバー、ネックストラップ、バッテリ

ーチャージャー 

サーマルプリンター 

項目 仕様 

プリンタ種別 ダイレクトラインサーマル 

印刷方式 ダイレクトラインサーマル記録方式 

用紙幅 114±0.2mm 

解像度 300dpi 以上 

Bluetooth モバイル端末と通信可能であること 

文字仕様 SJIS/MS932 対応 

重量 500g 以下（バッテリー、ロール紙除く）

付属品 バッテリー、充填機、AC アダプタ、プ

リンターケース 

その他 MT サービス振込票を印刷できる機能が

あること（今後の改修で納入通知書の出

力機能を追加できるようにするため） 

レーザープリンター 

項目 仕様 

対応 OS パソコン端末の OS に対応していること
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インターフェース [USB] 

USB2.0 

[有線 LAN] 

100BASE-TX/10BASE-T  

印刷速度 連続印刷速度が A4 横モードで 35 枚/分

以上 

用紙サイズ すべての用紙トレイ及び用紙カセット

ではがき～A3 に対応していること 

給紙トレイ 手差しトレイから用紙供給が可能であ

ること 

A4 用紙 250 枚以上給紙可能なトレイを

有すること 

耐久性 5 年以上の耐久性であること 

その他 両面印刷できること 

(4) Microsoft 社製ソフトウェアライセンスの調達方法 

ア OS について、プレインストール版を用いる場合、再イメージングが可能 

なライセンスとすること。もしくは Microsoft Select Plus for Government 

Partners プログラムを利用して調達すること。 

また Outlook 及び Office については、必ず Microsoft Select Plus for  

Government Partners プログラムを利用して調達すること。 

イ Microsoft Select Plus for Government Partners プログラムを利用して

調達する場合、主要登録関連機関 PCN を参照して、上下水道局契約用の PCN

を取得すること。すでに当局と取引があり当局用の PCN を取得している場合

には、その PCN を利用すること。また主要登録関連機関 PCN、契約番号及び

PCN 取得時登録フォームに記載するメールアドレスは契約後に発注者に確認

すること。 

なお、受注者によるライセンス調達後、発注者にて製品のダウンロード権

限（期限付き）を与えるので、それによりボリュームライセンスインストー

ルメディアを作成すること。 

7  システムの信頼性 

(1) 可用性 

ハードウェア／ソフトウェア障害によるシステム運用停止は、１年あたり１



15 

日以内とする。運用時間中に障害が発生した場合には、翌営業日のシステム稼

働前までにシステムが復旧できるようにすること。 

また、システム機能変更を行う場合には、下記の方法により機能変更データ

の配信ができること。 

ア MDM(Mobile Device Management)の機能で各モバイル端末に移動通信サー

ビスを利用し配信 

イ パソコンとモバイル端末をクレードルによりＵＳＢで接続し配信 

(2) 装置単体の冗長性 

サーバ群はハードウェア障害発生時でもデータ等を消失しないような冗長構

成をとること。サーバは無停止型サーバとするかもしくは以下のように各装置

を構成するコンポーネントを冗長化すること。 

ア メモリ：メモリミラー構成 

イ 内臓ＨＤＤ：ＲＡＩＤ構成、ホットプラグ対応 

ウ ＬＡＮ：ネットワーク冗長化対応 

エ 共有ディスク（ストレージ装置）：ＲＡＩＤ構成、ホットスペアディスク

対応、ディスクアクセスパス冗長化 

オ その他：冗長電源 

(3) バックアップ 

災害、システム障害（ハードウェア、ソフトウェア、人為ミス含む）の発生

時には、バックアップされた最新情報をもとにしてシステム復旧時に、障害発

生以前と同等の作業環境を再現できる仕組みを講じること。 

バックアップに必要な、ハードウェア、ソフトウェアの構成は、次の事項を

考慮して選定すること。 

・バックアップ取得のスケジュール管理ができること。 

・システム領域を復旧するためのバックアップを作成できること。 

・データベース及び登録された関連データについては、少なくとも毎日１回

バックアップを取得するものとし、そのうち週１回以上フルバックアップを取

得できること。 

・日常的なバックアップの取得は、システムの運用に影響することなく、自

動的に実施できるものとし、所要時間との関係により、フルバックアップ、差

分バックアップの組み合わせ、また必要な場合には、オンラインバックアップ

が可能なものとすること。 

・バックアップは１週間分保存することができること。 

・バックアップの記憶媒体はハードディスクとする。 
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(4) 拡張性 

本システムでは、現行のデータ量を試算し規定しているが、この将来拡張と

指定したデータ量を超えた場合には、システム修正などにて対応が可能とする

ようにシステム全体の拡張性を確保すること。 

(5) バージョンアップへの対応 

OS やアプリケーションソフトのバージョンアップに対応できるように、本シ

ステムを構築すること。 

運用開始後にバージョンアップにより本システムの動作に影響を与える懸念

がある場合には、試験環境を用いて事前に技術検証を行い、必要なシステム修

正を含めて対応すること。 

8  環境の構築 

(1) 本システムの構築 

受注者は、要件に基づき、提供する本システムの環境構築をすること。 

また、環境の設定等を環境定義書（システム）として取りまとめて発注者

に提出し、承認を得ること。 

(2) 検証環境の構築 

アプリケーションの動作検証を行うに足る環境として、本番環境とは別に

検証環境を用意すること。 

(3) パッケージ機能のインストール及び初期設定 

受注者は、パッケージ機能のインストール及び初期設定を行うこと。 

また、初期設定の内容を環境定義書（パッケージ機能）として取りまとめ

て発注者に提出し、承認を得ること。 

(4) アプリケーションの稼働に必要なサーバ及び端末等の手配・導入・設置 

受注者は、要件に基づき、必要な機器及びソフトウェアの手配と導入を行

い、発注者が利用可能な状態にすること。作業、材料等に要する費用につい

ては、全て受注者の負担とする。 

また、サーバ及び端末等の初期設定の内容を環境定義書（サーバ、端末）

として取りまとめて発注者に提出し、承認を得ること。 

9  スケジュール要件 
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本システムは、令和 3年 8月 1日から本稼働すること。スケジュール要件に

沿って想定する構築スケジュールは下記のとおり。 

契約後１ヶ月以内にパッケージソフトのデモを行い、発注者の要件との差異

を明確にし「カスタマイズ一覧表」を作成すること。 

受注者は、構築スケジュールを精査、詳細な作業項目に分解し、発注者との

役割分担を合わせて「プロジェクト計画書」として提示すること。（13 プロジ

ェクト要件を参照） 

10 テスト要件 

(1) パッケージ機能のカスタマイズ及び追加開発内容の動作確認 

パッケージ機能をカスタマイズ又は追加開発した場合は、事前に受注者が持

つ環境において、パッケージ機能（カスタマイズや追加開発した機能を含む。

以下同様とする。）全体が正常動作することを確認したうえで、本番環境へのイ

ンストールを行うこと。 

(2) 本番環境での動作確認の実施 

受注者は環境構築を行った後に、構築したサーバ、端末等及びパッケージ機

能全体が要件どおりに動作することを確認すること。 

  なお、動作確認として実施する内容（テスト項目）、使用する環境及び実施ス

ケジュール等は、テスト実施計画書及びテスト仕様書を作成し、発注者と内容

を協議し、承認を得たうえで実施すること。 

また、テストの実施結果はテスト結果報告書として取りまとめて発注に報告

すること。 

(3) 受入テストの支援 

構築スケジュール例

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

令和２年 令和３年

システム稼働

製造・設定

設計
デ

モ

受入テスト環境構築

単体・結合

・総合テスト
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発注者が本システムの機能確認のための受入テストを行うにあたり、受注者

はテスト項目の提案と説明をすること。また、受入テストの場に立ち会い、機

能や操作上の疑問点等の質問に対応すること。テストで明らかになった不具合

等は、原因を特定し修正を行うこと。 

11  プロジェクト要件 

(1) プロジェクト実施計画 

ア プロジェクト計画書 

本プロジェクトを遂行するにあたり、下記の内容を記載した「プロジェ

クト計画書」を作成し発注者職員の承認を得ること。 

・システムの目的、目標 

・開発範囲と開発範囲外（WBS を用いて） 

・プロジェクト実施スケジュール 

・プロジェクト実施体制及び役割・権限 

・保守体制 

・プロジェクト成果物（中間・最終） 

・進捗管理基準 

・コミュニケーション管理基準（報告連絡、会議体等） 

・リスク管理基準 

・品質管理基準 

・変更管理基準 

・守秘義務管理基準 

・その他重要と考える事項とその管理基準 

イ プロジェクト体制 

・プロジェクト全体の総括責任者を配置し、指揮系統を明確にすること。 

・プロジェクトの遅延防止と遅延した場合の対策を諮るための管理体制と方

法を明確にすること。 

・ネットワーク責任者及び他の情報システム管理者と必要に応じ協議を行う

こと。また、協議の結果、必要に応じて試験を行うこと。 

ウ セキュリティ管理 

・プロジェクト全体のセキュリティ管理責任者を配置し、指揮系統を明確に

すること。 

・構築時に使用した識別認証符号は構築終了後、速やかに抹消すること。 

・電子情報の保護対策上問題となるソフトウェアは使用しないこと。 

・別紙「情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。 
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(2) 進捗管理 

ア 進捗会議等 

・構築過程において、進捗報告、問題点の整理、調整および決定のため、発

注者と毎月１回以上の進捗会議を開催すること。また、業務の打合せは、

必要に応じて適宜開催すること。 

・進捗会議または打合せを開催した場合、その内容を議事録として記録し速

やかに発注者に提出し承認を得ること。 

・進捗報告には、「プロジェクト計画書」で定めた全体計画の項目（WBS）単

位に、計画と実際の作業進捗の差を明らかにする。遅延が生じている場合

には、その原因を分析し、有効な対策と回復見込みについて報告すること。 

イ 作業報告 

発注者施設への立ち入りが伴う作業については、事前に入室許可等申請

書を提出して承認を受けること。また実際の作業においては、担当職員の

指示に従うこと。 

12  成果物 

(1) 成果物の提出 

以下のものを成果物として納品すること。マニュアル類と設計資料について

は、電子ファイルを媒体にて提出すること。 

・カスタマイズ一覧表 

・プロジェクト計画書 

・検針システム一式 

・賃貸借物件一覧 

・操作マニュアル（ユーザー向け） 

・運用マニュアル（管理者向け） 

・障害対応マニュアル（管理者向け） 

・各種設計資料（システム構成図、ハードウェア一覧、ソフトウェア一覧、

データベース仕様書、システム詳細設計書、環境定義書等）なお、パッケ

ージソフトのカスタマイズ箇所を明確にすること。 

・テスト計画書、テスト仕様書、テスト実施結果報告書（ネットワーク及び

他の情報システムとのテストを含む。） 

・保守体制図 

・議事録 

・その他発注者の指示する関連資料 
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(2) 検収 

発注者職員は本仕様書その他決定事項等に基づいて検収を行う。 


