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１．基本事項 

（１）事業の概要と目的 

本村は、人事給与システムを導入し運用を行っているが、人事給与システムで対応できない業務

については、紙ベースによる手続き・手計算もしくはデータベース等を職員が作成し運用を行って

きた。しかし、紙ベースは職員に多大な事務負担が生じ、データベース等はソフト作成に精通する

職員が不在の場合に運用できない課題があった。 

 このことから、本村では今年度中にすべての課題を解決する多機能かつ効率的なシステムを導入

し、ペーパーレス・印刷代の削減、職員の業務負担軽減に繋げる。 

 

２．基本方針 

（１）内部情報システムとの連携により事務効率化を実現するシステムを選定する。 

（２）法制度改正等に速やかに対応できるシステムを選定し、保守費用や職員負担の軽減 

を目指す。 

（３）導入するシステムは、1年以上稼働実績のあるパッケージシステムを導入し、カスタマイズ 

は原則おこなわないものとする。 

（４）職員からの操作方法やトラブル時の問い合わせに迅速な対応をする業者を選定する。 

 

３．全体仕様 

（１）業務名称 

南阿蘇村庶務事務システム導入業務 

（２）業務の範囲及び期間 

①業務の範囲 

事務の効率化を図るため、提案システムは別紙「機能要件整理表」の要件を満たすものとす 

る。 

②履行期間 

・システム構築期間 

システム構築期間は、契約締結時から令和 4年 3月末までとする。受注事業者は、この期 

間においてデータ移行等を行い、システムの本稼働を可能とすること。また、人事給与シ 

ステムと庶務システムがデータ連携できるよう構築すること。 

なお、安全かつ確実にシステム移行ができる工程表を作成し、総務課・政策企画課に提 

    示すること。動作・発行テストや操作研修などについても十分な時間的配慮を行うこと。 

・システム運用開始  

本村は出勤簿が年管理であるため出勤簿管理、機能要件整理表内「休暇・休業等」にある

項目及び電子決裁のシステム運用については令和 4年 1月 1日から稼働可能な状態とする

こと。その他の機能については令和 4年 3月末までに稼働できる状態にすること。 

・システム運用開始後の機器保守・SEサポートに係る部分は別契約とする。 

期間：令和 4年 1月１日～令和 7年 8月 31日 

（３）履行場所 

   南阿蘇村本庁（出先機関：ちょうよう保育園、はくすい保育園、くぎの保育園） 

 

（４）システム要件 



  ・サーバ  

クラウド型：本村が提供する LGWAN環境で稼働すること。 

  オンプレミス型：本村が提供する LGWAN環境で稼働し、電算室内にある情報系ラックに 3U以 

下でサーバを設置すること。 

 

 なお、上記いずれの場合も見積書を提出する前に、電源容量の確保やネットワーク構成など

政策企画課を通じて確認を行うこと。 

 

（５）データ連携について 

  本村は内部情報系（人事給与・財務会計システム）を㈱九州日立システムズと契約しているた

め今回導入するシステムと十分連携が取れていること。 

なお、人事給与との連携については、㈱九州日立システムズのレイアウトを抽出し、庶務事

務システム側でデータの加工処理すること。また、庶務事務システム側のデータの提供につい

ては、㈱九州日立システムズのレイアウトに合うよう加工すること。 

 見積書作成のためにレイアウトに関する情報に関しては、下記の㈱九州日立システムズ担当

者に確認すること。 

 

㈱九州日立システムズ 中九州支店 副支店長 佐藤 隆一 

TEL 096-324-6335 メールアドレス ryuichi.sato.zf@hitachi-systems.com 

 

（６）カスタマイズ 

   本村は基本方針にあるとおり標準パッケージでの運用としているが、追加カスタマイズが見

込まれる場合は当初導入費用に含めること。なお、導入後に軽微な追加カスタマイズが発生す

る場合は毎月の定例会時に総務課（管理者）担当者と協議し、柔軟に取り組むこと。 

 

（７）セキュリティ要件 

①職員認証 

１）システム稼働時には、ユーザ ID とパスワードによる職員（部署）認証を可能と 

すること。ただし、保育園勤務の職員は個人が特定できる形式であれば上記は問わな 

い。 

２）職員による不正アクセスを防止するため、総務課（管理者）担当者のみ管理者権限を 

与えること。 

②アクセスログ取得・管理 

１）個人情報の内部漏洩を防ぐ仕組みとして、アクセスログ及び操作ログを１年 

以上保存及び取得等が可能なこと。 

 

４.作業体制 

  作業にあたっては以下のことを遵守すること。 

（１） 作業者の体制一覧を提示すること。 

（２） 政策企画課担当職員と連絡調整する担当者を一人置くこと。 

（３） 作業は南阿蘇開庁時間内に行うこと。なお、土日祝日や時間外に作業が発生する場合は事

http://gws0102.maso-in.local/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1633598181615


前に予定時間を政策企画課担当職員に伝えること 

  

５．システム構築 

システム構築にあたっては、以下に要求事項を示す。なお、各項目の実施については、総務課

（管理者）担当者と事前協議すること 

 

（１）データ移行 

職員が Microsoft Accessや Excelで作成しているデータベースがあるため下記データを

提供する。データ提供後は、庶務事務システム移行を実施すること。 

 なお、データ量など確認が必要となる場合は、見積書作成前に問い合わせること。 

・職員情報 

・人事異動情報 

・所属情報 

・支給明細情報 

・家族情報 

・職員口座情報、金融機関情報 

・年末調整関連情報 

 

（２）電子決裁ルート 

決裁ルートについては、協議の上、ルート設定すること。 

なお、導入後は、担当者においてルート変更可能になるよう設定すること。 

 

（３）テスト 

①  動作テスト 

 職員立ち合いのもと、令和 3年 12月中に出退勤管理・管理者の動作テスト、令和 4年 3月

末までにその他の動作テストを実施する。また、発行できる帳票においても同様にテストを実

施すること。 

 

②  負荷テスト等 

すべての職員が同時にシステム利用した際でもダウンすることなく動作することを満たし

ている 

こと。 

 

６．ライセンス及び動作環境（サーバ等ハードウェア） 

（１）職員数 ※令和 3年 9月末 現在 

   職員： 180 人 

（２） サーバ等の機器を導入する際は、政策企画課職員に連絡し、本村サーバ室に設置（既存ラッ 

クへ収納）すること。 

（３） 以下に示す既存クライアントが利用できるシステムを導入すること。 

 

① クライアント数 



対象となるクライアント 180 人 

② クライアント PC  

既存のクライアント PCは以下のとおりである。 

HP ProDesk 400 G2 DM/CT スタンダードモデル 

③ ネットワークについては、既存の LANケーブルを使用すること 

④ Windows OS等 

既存クライアント PC の OS 及び ブラウザのバージョンは以下のとおりである。 

ただし、令和 4年 6月に下記ブラウザはサポートが終了することが判明しているため Microsoft 

Edgeでも利用可能な状態にすること。なお、その対策費用が必要な場合は見積書内の金額に含

めること 

Windows OS ブラウザ 台数 

Windows10 Professonal 64 ビット版 IE11 240 台 

 

⑤プリンタ：RICHO SP6410 

 

７．運用保守 

（１）システム運用 

受注事業者は、システム運用期間において発生したシステムの更新及びバージョンアップ 

  を無償で行い、正常な稼働を保証すること。 

①稼働時間 

基本稼働時間は、平日及び土日祝日を含んで 24時間とする。 

②運用管理 

 以下に示す項目は総務課（管理者）担当者と調整の上で、説明及び報告等を実施すること。 

１） 毎月の定期報告を行うこと。 

２） システムの点検を最低年１回行うこと。 

３） システム利用方法やトラブル時に必ず連絡（電話・メール）が取れるヘルプセンター 

等（受付：平日 8時 30 分から 17 時 30 分）を設置すること。なお、質問や解決方

法については、連絡を受けてから 1日以内で回答を提示すること。 

４）本稼働後の 1年間（令和 4年 1月 1日～令和 4年 12月 31日）は各種イベントにおい

て本村を訪問し、操作説明等を行うこと。なお、定期報告時に実施してもよい。 

③品質・性能管理 

性能及び品質が満たされない事象が発生したことについて総務課（管理者）担当者から

連絡があった場合は、原因究明後、担当者に報告し、協力的かつ速やかに問題の解決を

行うこと。 

④バックアップ体制（障害時対応等）について 

１）データのバックアップは毎日行うこと。 

２）障害発生時は、原因を特定し迅速に復旧作業をおこなうこと。 

（２）システム保守 

ソフトウェア保守 

法制度の新設又は抜本的な法制度改正に伴い、通常のバージョンアップでは対応ができな 

い大幅な変更が必要である場合は、別途協議するものとする。 



 

８.操作研修及びマニュアル整備 

契約期間中は以下の研修を実施するとともに操作マニュアルを提供すること 

（データ可）。 

１） 初年度における導入研修（オンライン操作説明可） 

・令和 3年 12月下旬（1日 終日）：課長級、保育園管理者、総務課（管理者）担当

者向け出退勤管理及び電子決裁方法の操作案内 

・令和 4 年 3 月（2 日間 午前 2 時間、午後 2 時間の計 4 回）：一般職員向けシステ

ム研修 

・年度開始時期の一般職員向け SE常駐。ただし、導入初年度に限る 

             （令和 4年 4月 1日、4月 4日～6日 合計 4日間） 

２） 人事異動時の研修 

人事異動で新たな総務課（管理者）担当職員になった者への操作研修 

３） 新規採用職員向け研修（１回／年）ただし、年度初日（平日）に実施 

    ※上記は SE が操作テスト及び定例会時で来庁する際に実施しても構わない 

９．成果物 

（１）システム一式 

・パッケージシステム 

・必要とされるハードウェア、ミドルウェア など 

（２）プロジェクト管理による納品物 

・パッケージシステム及びハードウエアの明細、テスト結果、データ移行結果、研修及びマ

ニュアル、導入作業体制図及びヘルプセンターSE体制図・作業工程表等 

・全体進捗管理会議、システム打ち合わせ等の議事録および課題整理表 

 

１０.守秘義務 

受注事業者は，本業務において知り得た情報（周知の情報を除く。）を本業務の目的以 

外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。 

 

１１.契約満了後に関する事項 

本契約（運用に係る契約を含む）の契約期間の満了、契約の全部又は一部の解除、その他 

契約の終了事由のいかんに関わらず、本業務が終了する場合は、受注事業者は業務引継ぎに 

必要なデータ移行等について、責任をもって対応すること。 

 

１２.その他 

（１）納入品の瑕疵及び正常な使用状態で発生した不具合について、検収後１年間、無 

償で修理、修復または交換すること。 

（２）本仕様書に記載していない事項についても、特に有効と思われる仕様があれば、そ 

の都度追加提案をし、両者協議のうえ実施することとする。 

（３）本業務に係る社員に対しては、個人情報の取り扱いを含むセキュリティ教育を実施 

し、情報セキュリティ保持に関する意識の徹底を図ること。 


