
八街市財務会計システム構築事業提案仕様書

１ 基本事項

(1) 事業の概要と目的

現在の財務会計システムは、令和元年１０月から運用しており、予算編成、

執行管理、決算統計及び起債管理などの財務会計に関する業務を管理している

が、当該システムが更新時期を迎えるため、最新環境への対応と業務効率化を

推進するため、財務会計システムを再構築することを目的とする。

また、再構築する財務会計システムは、クラウド環境上にシステムを構築

し、原則、カスタマイズを行わないシステムの導入を前提に業務最適化を図

り、安定性、確実性、拡張性のあるシステムとし、維持管理コストの抑制と安

定的な稼働の実現を目指すものである。

(2) 事業の基本方針

本業務の実施にあたっては、次の事項を基本方針とする。

①クラウドサービスの利用

LGWAN-ASP 方式によるクラウドサービスを通じて提供される製品を利用する。

②機能追加等カスタマイズの抑制

法制度改正等への円滑な対応(インボイス制度等)及び設計、開発コスト・維

持管理コスト等の抑制を図るため、カスタマイズは原則行わない形で導入す

る。

③財務会計業務の効率化

入力したデータは、PDF 形式による帳票出力や CSV 形式や Microsoft Excel デ

ータへの出力等により有効活用するとともに、より効率的な財務会計の業務体

系を構築する。



２ 全体仕様

(1) 事業の名称

八街市財務会計システム構築事業

(2) 事業の範囲

本業務は、以下の２つの情報システムに関連する業務を行うものである。

①新システムの構築

パッケージシステムの調達及びデータセンターを活用したクラウドシステム

へのデータ移行

②新システムの使用及び保守

システム運用期間におけるシステムの使用及び保守体制

(3) 期間

①財務会計システム構築

契約日の翌日から令和５年９月３０日まで

②システムの使用期間（保守含む）

令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日まで

(4) 業務構築及び使用料（保守含む）

契約締結日から令和１０年９月３０日までの経費総額は、合計４６,２８６,

０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）を上限とする。

システムの構築に係る費用は、構築後５年間（６０か月）の使用（保守含

む。）に係る費用に含め、四半期毎払い（令和５年１０月分～令和１０年９月分

までの計２０回）とする。

(5) 構築対象業務システム

① 予算編成

② 執行管理

③ 決算管理

④ 起債管理



３ システム及びシステム導入要件

(1) 新システム前提条件

①他の地方公共団体で導入実績のあるパッケージシステムであること。

②受注者が庁外に設置したサーバ等を利用し、本市がサービスの提供を受ける方

式（以下、「クラウド方式」という。）で運用するものであること。

③新システムは Web 形式のシステムとし、導入後５年以上は安定した利用ができ

ること。

④システムの機能については、様式８「システム機能確認書」のとおりとする。

⑤定期的なレベルアップ（機能修正や新規機能追加）を積極的に実施し、常に最

新のシステムを利用できる状態とすること。また、その経費は本業務の契約金額

に含むものとする。

⑥他システム等との連携については、以下に必要なものを記すが、その他当市に

とって有益と思われるシステム及び機能があれば提供すること。

・指定金融機関等への口座振込み支払データ出力機能

・総務省電子調査票システムへの決算統計データ出力機能

・人事給与システムの人件費データ（本市で指定したレイアウトより）の予算

執行に係るデータ連携（取込）機能

（現行の人事給与システム：(株)日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ西日本社製 「ADWORLD」）

(2) 新システム運用基本条件

①ハードウェア、ソフトウェア等は製品として十分に検証・確認されたものであ

り、安定して動作すること。

②新システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等はシステム全体としてセ

キュリティ対策や災害に対する対策を十分に考慮したシステムであること。

③新システムで管理するデータのバックアップを毎日行い、非常時のシステム環

境回復、データ復元に備えること。

④システム障害、機器障害、ネットワーク障害等に備えハードウェアの冗長化等

の対策を講じること。

⑤オンラインレスポンスは、業務上支障のない性能を保証すること。

⑥システム運用要件として、原則２４時間運用可能であること。

⑦将来の拡張や組織の改編も考慮に入れ、それらに柔軟に対応可能で、かつ、拡

張性に優れたシステムであること。

⑧運用・保守体制を完備し、特にシステムが安定稼動するまでは、迅速に対応で

きる体制を整えること。



(3) サーバ等要件

データセンターは受注者で用意することとし、次の要件を満たすこと。なお、

サーバ等の機器は市の資産とはせず、データセンター内に設置し、ＬＧＷＡＮ回

線により市にサービスを提供すること。

①設置場所等

設置場所は日本国内とする。

②セキュリティ

・データセンター及びデータセンター内のサーバ等設置室の出入りは権限を有す

る者のみに限り、ＩＣカード等による認証を行うこと。

・セキュリティシステムにより、あらかじめ設定された入退資格者の識別を確実

に行うための対策が講じられていること。

・個人のなりすましや誤認を防止し、個人単位での入退資格の識別を確実に行う

ための対策が講じられていること。

・データセンター及びサーバ等設置室の出入口は、常に監視・記録されているこ

と。

・市が利用するラックについては関係者以外のものが操作できないよう、施錠等

の措置が講じられていること。

③災害対策

・震度６以上の地震による倒壊や崩壊を避けるための耐震又は免震性能を有して

いること。

・津波、高潮、集中豪雨等による水害（浸水等）対策がとられていること。

・防水、消火対策がとられていること。

・落雷対策がとられていること。

・現行の建築基準法ならびに消防法で規定されている耐火性能を有していること。

・消防法に規定されている消火設備または消火器等が建物内の適所に設置されて

いること。

④電源設備等

・システムを安定稼働させるため、UPS 装置を設置していること。

・非常用発電機を備えていること。

・システムを安定稼働させるための空調設備を備えていること。

・静電気や埃対策が講じられていること。

(4) 動作環境(クライアント要件)

①Microsoft Edge (または Google chrome）にて稼働する Web 型システムである

こと。

②クライアントパソコン及びプリンタは、庁内 LAN に接続された既存の機器を使



用すること。なお、既存のクライアントパソコンは八街市役所本庁舎ほか各出先

部署に配置されている。

③システムの利用は、パソコン６１５台を想定しているが、将来的に利用者が増

加した場合のことを踏まえて提案すること。なお、端末の入替などが発生した場

合でも、設定作業などを受注者に委託する必要がなく、追加費用を必要としない

ものであることとするが、クライアント数によって料金が異なる場合は、その旨

を明示すること。

④クライアントパソコンの標準構成は以下のとおりである。

なお、現在使用のクライアントパソコンは、令和６年２月に入替となる予定の

ため、入替前及び入替後の構成を示す。

(5) ソフトウェア要件

①データベースは、マルチプロセッサ対応、信頼性の高さ、安定性、出荷実績、

製品の継続サポートを考慮したものを選定すること。

②データベース以外のシステムを構成するソフトウェアについても、将来にわた

って信頼性及び能力が保証されていること。

(6) ネットワーク要件

インターネット回線を用いず、LGWAN 回線を用いたサービス提供をすること。

(7) セキュリティ要件

①受注者は、業務実施メンバーの入退室や取り扱うドキュメント等の管理を徹底

し、情報漏洩防止対策を万全に行うこと。また、緊急時の対処方法についても、

あらかじめ策定しておくこと。

②本事業の実施にあたり、実施メンバーに対しては、個人情報の取り扱いを含む

構 成 入替前 入替後

・メモリ ４GB ８GB

・ストレージ 500GB 256GB

・ＣＰＵ ｲﾝﾃﾙ Core i5 ｲﾝﾃﾙ Core i5

・ＯＳ Windows10 Windows11

・ブラウザ MicrosoftEdge

Google chrome

MicrosoftEdge

Google chrome

・Office ソフト等 Microsoft Excel2016

JUST Office Gov4

Microsoft Excel2021

JUST Office Gov5

・ＰＤＦソフト Adobe Acrobat ReaderDC Adobe Acrobat ReaderDC

・ウイルス対策ソフト TRND MICRO ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ TRND MICRO ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ



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。

③サーバのウイルス対策は受注者側で用意し、機器使用期間中は定義ファイル等

の必要な更新を行うこと。ただし、定義ファイルの更新については、インターネ

ットに接続して自動的に取得するものではなく、定義ファイルを記録した記録媒

体等を利用して行うこと。

(8) データ移行

①移行データ

現行システムのデータを新システムへ移行するにあたり必要となるデータは、

本市から提供する。受注者はデータを基に新システムを構築すること。なおデー

タ移行の範囲は以下範囲を原則とし、十分協議のうえ実施するものとする。

・債権者データ及び付随する口座情報、マイナンバー等

・源泉管理データ（報酬、報償等データ）（R6.1.1～R6.3.31 分）

②役割分担

・受注者が主体となって移行作業を行なうこと。

・本市の役割は、確認作業等必要最低限とすること。

・受注者が本市のデータ移行の台帳等を利用する場合は、本市の許可を受ける

こと。

③作業場所

セキュリティを考慮した上で、原則受注者が用意すること。ただし、関連書

類の閲覧等、本市内部での作業が必要な場合は、本市の指示により実施するこ

と。

(9) 研修要件

①初動時立会い

システムの稼働開始時は、担当 SE が立会い、稼働確認及び操作説明等の職員

サポートを行うこと。

②職員研修の実施

職員向けに以下のシステムの機能及び操作方法の研修を行うものとし、研修の

内容、回数については提案を行い、本市と協議のうえ決定すること。

なお、感染症対策等により、集合研修ができない場合の対応策を講じること。

ア 管理者研修

機能ごとにシステムを管理する職員向けの研修を実施すること。

イ 一般職員向け研修

予算編成及び執行管理等について各係より１名程度が参加する操作研修



を実施すること。

(10) その他

本稼働前の試用期間中に係るクラウドサービスの利用経費は受注者の負担と

する。また、市は、サーバ等機器及び Windows ライセンス等の情報資産は保有し

ないものとする。



４ 保守管理・運用

(1) 保守管理要件

本稼働前の導入業務終了後、稼働開始したシステムを対象とした次の通りの保

守管理業務を行うこと。なお、大規模な法・制度改正等以外の軽微なシステム改

修はバージョンアップ等を含め、通常の保守の範囲で、特段の経費を要すること

なく行うこと。

主な業務内容は、次の表の通り。

(2) 障害対応

障害時には速やかに対応し、迅速に復旧させること。また、復旧後は障害の原

因について職員に説明し、対策を協議すること。

(3) サポート要件

職員からの問合せ・質問等については、誠意をもって対応すること。問い合わ

せの対応については、本市開庁時間内を原則とし、財務会計システム専用のサポ

ートセンターにて対応すること。

(4) 各種マニュアルの整備

マニュアルについては、随時改定し、常に最新の状態を保持することとし、本

市及び受注者の内部で人事異動が発生した場合であっても、短期的に円滑な業務

の引継ぎを伝える内容のものであること。

業務名 内容

システム改修 軽微な修正等のシステム改修

定期点検 ハードウェア及びソフトウェアの定期点検

故障対応 故障時の回復措置及び原因調査・報告

データベースの世代管理 バックアップデータの確保と世代管理

ソフトウェアの世代管理 ソフトウェアのバージョンアップと世代管

理

利用促進・運用支援 ヘルプデスク等



５ 業務スケジュール

令和６年度当初予算編成から、新システムで実施するため、それに向けた構築作

業等を実施すること。

なお、現時点での主な編成スケジュールは以下のとおりである。

・予算編成システム運用開始：令和５年１０月１日

・その他システム運用開始 ：令和６年４月１日

スケジュール案については、本仕様書等を参考に提案すること。

なお、スケジュールの策定にあたっては、次の事項に留意すること。

(1) 関連部門の職員の負担を軽減するために業務の繁忙期を考慮すること。

(2) データ移行期間は、データ精度を確保できるよう、十分なチェックが可能な

期間を確保すること。

(3) 職員への操作研修は、操作に習熟するための期間を十分に確保すること。

(4) 工程及び作業名に市との役割分担を明確にすること。



６ 体制

(1) 構築体制

構築を円滑かつ効果的に遂行するためには、担当グループをはじめとする関係

者による協力体制の確立が必要である。これらの主旨を理解し、市との役割を明

確にした万全の構築体制を確立すること。

(2) 体制検討上の留意事項

①構築及び使用（保守含む。）について、円滑な業務遂行が実現可能な体制をつく

ること。

②プロジェクトに係るメンバー構成については、高い技術力と豊富な経験を有す

る技術者を配置すること。

７ 成果物及び納入物件

新システム再構築事業の全工程の作業で作成される以下の成果物を、各システム

の本稼働前までに納品すること。

(1) システム一式

・パッケージシステム

(2) プロジェクト管理に関する納品物

・プロジェクト体制図

・マスタースケジュール

・全体進捗状況報告書

・システム別詳細スケジュール

・打合せ基本設計に関する納品物

・基本設計書

・議事録

(3) システム構築に関する納品物

・カスタマイズ機能要件書

・カスタマイズ機能仕様書

(4) 環境設定

・サーバ設計書、運用書

(5) 操作研修に関する納品物

・操作研修用テキスト

(6) その他

・課題整理表、Q＆A一覧表



８ 業務の引継ぎ

本事業の契約期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約の終了事由

の如何を問わず、受注者は、市が本事業を継続できるよう誠意をもって協力するこ

と。

本事業の終了後、市の指示に従い、業務引き継ぎに必要なデータをシステムから

出力できること。

９ その他留意事項

(1) 守秘義務

受注者（再受注者、退職者等を含む）は、本業務において知りえた情報（周知

の情報を除く。）を本業務の目的以外に使用し、または第三者に開示若しくは漏

洩してはならない。

(2) その他留意事項

本仕様書に記載のない事項に関し、必要と思われるものは別途協議の上、決定

する。

１０ 秘密保持

本市から知り得た情報（周知の情報を除く。）は、本システムの提案、契約、構築、

運用の目的以外に使用せず、契約終了後についても機密として保持し、第三者に開

示もしくは漏洩しないように必要な措置をとること。


