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１ 業務の概要 

（１） 目的 

南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務（以下「本業務」という。）は、南相馬

市立病院（以下「市」という。）で稼動している会計システム（以下「システム」という。）

の更新を行い、公営企業会計事務の合理化、事務改善及び作業の効率化、省力化を図るも

のである。 

 

（２）本システム要件定義書の位置づけ 

   本システム要件定義書は、本業務により導入するシステムの機能要件等を示すものであ

り、原則として要件は全て対応可能であることが条件となるが、提案者が要件に対する代

替案を示し市がこれを承諾した場合は、要件を満たすものとして評価する。 

 

（３）システム構築の方針 

 （ア）令和２年３月末までに全てのシステム設定を終了し、同年４月から稼動できるよう、

システム構築及び環境設定を行うものとする。 

 （イ）システムは汎用パッケージを活用し、パッケージに不足する仕様及び市が要求する帳

票類の要件はカスタマイズにより対応すること。 

 （ウ）地方公営企業法及び南相馬市病院事業の財務に関する特例を定める規則等、関係法令

等に基づいたシステムであること。 

 （エ）事業の統廃合や新規事業の立上げに対応できる拡張性、柔軟性を有すること。 

 （オ）データのバックアップ機能や情報セキュリティに優れたシステムであること。 

 

（４）システム構築の概要 

   本業務において構築するシステム及び導入機器類、ネットワークの概要については次の

とおりとする。 

 （ア）ソフトウェア 

   本業務において構築するシステムについては、次に示す病院事業会計とし、２種類の個

別財務処理が可能であるものとする。 
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事 業 区 分 事 業 内 訳 摘   要 

南相馬市病院事業会計 
南相馬市立総合病院 個別・合算帳票の出力が可

能であること。 総合病院附属小高診療所 

  

（イ）機器類及びネットワーク 

   導入機器類及びネットワークについての概要は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現在、市が構築している庁内ネットワークに新規サーバーを接続し、既存ＰＣとのネ

ットワークを構築する。※既存サーバーにシステムをセットアップ可能な事業者につい

ては、その理由を付しサーバー機が不要となる提案をすることができる。 

② 端末ＰＣは基本的に導入不要とし、既存ＰＣ１０台にソフトウェアをセットアップし、

システム運用が可能となる提案をすること。※既存ＰＣへのシステムセットアップが不

可の場合、ＰＣの機器類導入費用を含めた提案をすることができる。ただし、評価につ

いては、当該ＰＣの導入費用を含めた総額で行うものとする。 

③ 当該システムのセットアップにより必要となるネットワーク機器類については、必要

に応じ導入費用に算入し提案すること。 

④ システムについては、電話回線等を使用したリモート操作によりメンテナンスが可能

な機能を有すること。なお、電話回線等の設定及び必要な機器類については導入費用に

算入し提案すること。 

⑤ 既存ＰＣの仕様等については後述する。 

 

既存ＰＣ

既存サーバー 

新規サーバー新規導入
ソフトウェアをセッ

トアップする

既存庁内ネットワーク

既存ＰＣ

既存ＰＣ

10台
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（５）業務内容 

  業務内容は以下とし、その詳細については、２項以下を参照すること。 

 （ア）要求システムの開発 

    システムの機能は以下の業務の処理機能を有するものとする。 

  ① 予算編成 

  ② 予算執行管理 

  ③ 決算管理 

  ④ 固定資産管理 

  ⑤ 企業債管理 

  ⑥ 貯蔵品管理 

 （イ）システムに必要な機器類の一括納入及びセットアップ 

 （ウ）現行システムから新システムへのデータ移行 

    ※ただし、新システムに移行する基本情報（データ）については、市が提供する。 

 （エ）システムの運用、サポート 

 （オ）機器類及びシステムの保守 

 （カ）その他関連する業務 

 

２．システムの要件 

（１）機能要件 

 （ア）病院事業の財務処理の中で想定される業務を網羅する機能がパッケージに標準機能と

して搭載されており、市独自の要件に対し最小限のカスタマイズ等で対応できること。 

（イ）システムの機能については、「別紙システム機能要件」を参照し、要求機能を満たす

システムであること。なお、パッケージにより対応不可能な要件については代替案を提

示することとする。 

（ウ）パッケージとして搭載してある機能については、本システム要件定義書により示して

いない機能についても本契約内において利用できること。 

（２）帳票要件 

   帳票様式については市が表示内容を提示し、受託業者の提案様式を採用することとする。

ただし、提案様式に校正がある場合は別途協議する。 

帳票の種類については、「別紙システム機能要件」を参照すること。 
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（３）情報データ要件 

 （ア）データ要件 

    現行システムデータの概要は以下のとおりとする。また、移行するデータは、市が提

供するものとする。 

No. データの種類 データ数量 備  考 

１ 取引先 １，８００件 データ移行対象 

２ 固定資産台帳 １，２００件 データ移行対象 

３ 企業債台帳 ５０件 データ移行対象外 

 ※勘定科目等は現行システムデータの移行対象外とし、新規設定を行う予定である。 

 

（４）ソフトウェア要件 

   本業務で導入するシステムソフトウェアは特に指定しないが、システム稼動に必要なも

のを提案すること。 

 

（５）ハードウェア要件 

   本業務で導入するシステムに必要なハードウェア要件は以下とする。 

 （ア）本業務で導入する機器（サーバー）の仕様については指定しないが、システム稼動に

必要な機器を提案すること。 

（イ）既存ＰＣ（１０台）の概要等 

No. メーカー 型 式 等 数量 摘 要 

１ マウスコンピュータ ― １０台 既存PC 

 

 （ウ）ネットワーク要件 

    既存の庁内ネットワークに新規サーバーを接続できる環境設定を行うものとする。 

ただし、ネットワークの設定内容については、別途協議を行うものとする。 
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３．信頼性等要件 

（１）信頼性要件 

   下記の内容に留意し、信頼性を確保すること。 

 （ア）データ保護 

機器類に障害が発生した場合や、停電等のリスク回避が可能なデータ保護、バックア

ップ対策が万全であること。 

 （イ）システムの安定稼動 

安定稼動の仕組みを明確にし、障害等に伴うシステムの停止があった場合は、速やか

に対応し修復できる体制を整えること。 

 

（２）拡張性要件 

   新規の公営企業事業の設置、事業の見直し等によるシステムの機能追加、改造等に対応

できる拡張性を有すること。 

 

（３）互換性要件 

 （ア）現在の最新ＯＳに対応できるシステムであること。 

 （イ）なお、技術的な問題がある場合は、対応の可否について事前に協議しその指示に従う

こと。 

 

（４）その他の要件 

 （ア）既存ＰＣの機器類更新により、本システムの再セットアップ等が必要となった場合、

対応できるシステムであること。 

 （イ）既存ＰＣに設定してある各種行政情報系ソフトウェアと当該システム間で障害が発生

した場合、問題を特定し解消できる体制をとることが可能であること。 

 

４．情報セキュリティ要件 

（１）当該システムにより管理するデータは、データの利用権限を有する職員及び利用を許可

された者のみが利用可能であること。 

 

（２）本システムについて、十分な秘密保持が可能なシステムであること。 
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５．作業の体制及び方法 

（１）作業体制 

 （ア）体制 

    受託業者は、本作業を履行できる体制を整えるとともに、作業に先立ち以下の事項に

ついて報告すること。なお、やむを得ず体制を変更するときは、事前に報告し担当職員

の了承を得ること。 

   ① 受託業者の体制 

   ② 受託業者の責任者 

   ③ 連絡体制（受託業者側の対応窓口） 

 （イ）主要担当者 

    主要担当者は、本システムの開発に際し優れた知見や技術を有すること。 

 （ウ）特記事項 

    現行システムに保存されているデータなど、本業務により入手したデータの取扱いに

は十分に注意を払い、庁舎外に持ち出すことは原則禁止する。やむを得ず庁舎外に持ち

出す場合は事前に協議し、その指示に従うこと。 

 

（２）導入スケジュール 

 （ア）導入スケジュール 

    受託業者は、作業に先立ち導入スケジュールを書面で提出し、市の了承を得ること。 

 （イ）進捗状況の報告 

   ① 受託業者は発注者の指示により必要に応じ進捗状況について報告しなければならな

い。 

   ② 庁舎内で作業する場合は市の指示に従うものとし、作業終了後は報告書を提出する

ものとする。 

 

（３）導入 

 （ア）設定等作業 

   ① 令和２年３月まで、市の指定する場所に機器類を設置、設定し、同年４月からのシ

ステム本稼動を行う環境を整えること。 
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   ② 注意事項 

    ⅰ）作業にあたっては本システム要件定義書及び関係法規を遵守の上、行うこと。 

    ⅱ）搬入機器、建物及び既設装置等に損傷を与えないよう、細心の注意を払うこと。 

      なお、損傷を与えた場合は速やかに担当職員に報告するとともに、受託業者はそ

の補償を行うこと。 

    ⅲ）作業は原則として市の勤務時間内とする。なお、やむを得ず勤務時間外に作業を

行う場合は、事前に協議しその指示に従うこと。 

    ⅳ）既存の機器類を使用するため、当該システムの構築に当たっては既存ＰＣに導入

されているソフトウェアとの間に障害が生じることなく稼働するように双方協議

の上、進めること。 

 

 （イ）動作確認 

    システムのセットアップ作業終了後、市担当者立会いのもとシステムの検収を兼ねた

稼動テストを実施し、その結果を報告すること。 

 

（４）利用者教育 

 （ア）本システムの円滑な運用を図るべく受託業者はシステム本稼動に先立ち、必要な教育

を実施すること。 

 （イ）教育にあたっては、その内容について事前に発注者の確認を得るとともに、本稼動後

においても必要に応じて、市と協議の上、同様の教育を実施し、適切なサポートを行う

こと。 

 

（５）瑕疵担保責任 

 （ア）本業務により納入したシステムに瑕疵が認められた場合、市と協議の上、受託業者の

責任及び負担において、速やかに改修その他必要な処置を講じるとともに、その結果に

ついて市担当者の確認を得ること。 

 （イ）受託業者の責に帰するべき事由により、市に損害が生じた場合は、損害賠償責任を負

うものとする。 
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６．個人情報の保護・秘密の保持 

  この業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別紙「個人情報取扱特記事項」を

遵守しなければならない。 

 

７．環境への配慮 

  南相馬市環境マネジメントシステム活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集

に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。 

 

８．協議 

  本システム要件定義書に疑義のある事項又は定めのない事項については、市及び受託業者

で協議するものとする。 

 

９．納品 

（１）納期 

令和２年４月からシステム本稼動が可能となるよう納品すること。 

 

（２）成果物 

   納期限までに以下の成果物を納品すること。 

 （ア）公営企業会計システム              １式 

（イ）導入システムの操作マニュアル          ５部 

（ウ）打合せ議事録                  １部 

（エ）システム運用に係るサポート体制を示す資料    １部 
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個人情報取扱特記事項 
 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（個人情報の秘密保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。 

２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中

及び退職した後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

ことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 

（再委託の制限） 

第３ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を第三者に委託してはならない。 

（個人情報の複写及び複製の禁止） 

第４ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受けた個人情報を複

写及び複製をしてはならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を 

契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の返還） 

第６ 乙は、業務を行うために甲から提供を受けた個人情報が記載された資料等をこの業務の

終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 

（事故発生時における報告） 

第７ 乙は、この委託仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（委託解除の措置及び損害賠償） 

第８ 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、委託の解除及び損害

賠償の請求をすることができる。 

 

注１ 「甲」は実施機関を「乙」は受託者を指す。 


