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神奈川県川崎競馬組合財務会計システム等導入・運用及び保守業務委託 仕様書 

 

 本仕様書は、神奈川県川崎競馬組合（以下「当組合」という。）が導入する財務会

計システム及び公会計システム（以下「財務会計システム等」という。）に求める機

能等の要求事項を取りまとめたものである。受注者は、本仕様書に基づき、財務会計

システム等の導入・運用及び保守等のサービスを当組合に提供することとする。 

 

１、基本事項 

（１）業務名称 

   神奈川県川崎競馬組合財務会計システム等導入・運用及び保守業務委託 

 

（２）業務目的 

   当組合では、現行の財務会計に係る事務とシステムの見直しによる業務の適

正化及び効率化を図り、また、令和４年３月 31日で関連サービスが終了する公

会計システム（J-LIS地方公会計標準ソフトウェア）を更新するために、パッケ

ージ（既製品）かつクラウド型の財務会計システム等の導入を予定している。 

 

（３）契約期間 

   契約開始日から令和９年３月 31日 

    うち導入期間  ：（令和３年度）契約開始日から令和４年３月 31日 

             （令和４年度）令和４年４月１日から同年 12月 31日 

    うち運用保守期間：令和４年４月１日から令和９年３月 31日までの５年間 

 

（４）業務内容 

  ア 財務会計システム等の導入業務 

  （ア）令和３年度導入業務 

  ・パラメータ設定に必要な情報を当組合から収集 

  ・各種パラメータのパッケージシステムへの設定 

  ・各種データの移行（令和４年度予算編成データ、職員データ、金融機関・債

権者データ等） 

  ・システムサーバの設定・構築 

  ・稼働テストの実施 

  ・その他、財務会計システム等の導入に必要な作業 

 （イ）令和４年度導入業務 

  ・各種データの移行（令和３年度決算データ）及び稼働テストの実施 

 イ 財務会計システム等の運用・保守業務 

   ・システムの運用・保守管理（機能強化・セキュリティ強化パッチの提供、不

具合修正の情報提供、障害対応等） 

【募集要項 別添１】 
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   ・ヘルプデスク等の問合せ対応 

  ・クラウド環境の保守管理（クラウドサーバー、データセンターの稼働状況 

や障害状況の監視、定期メンテナンス等） 

  ・稼働１年目、２年目における職員へのシステム操作研修（予算・執行・決算 

・公会計等） 

  ・その他、財務会計システム等の運用・保守に必要な作業 

 

（５）提出書類及び成果物 

ア 契約締結後、速やかに提出するもの 

  メールでのデータ送信及び書面１部を提出すること 

①業務着手届 

②業務主任者届 ※変更時は、変更届を速やかに提出すること。 

③導入業務体制表（役割分担、責任者、連絡先等） 

④システム導入に係る工程表（令和３年度及び令和４年度実施分） 

⑤仮稼働及び稼働テストの計画書（テスト項目、日程等を示したもの） 

 

  イ 令和３年度導入業務の終了までに提出するもの 

以下②から⑥については書面１部、ＣＤ-Ｒ２枚で提出すること 

①財務会計システム等一式 

②システム導入の完了報告書（令和３年度実施分） 

・システム機能仕様書 

・システム設計書（基本設定、帳票設定、パラメータ設定等） 

・システム構成図（ネットワーク構成含む） 

・運用保守体制表（役割分担、責任者、連絡先等） 

・仮稼働及び稼働テスト実施報告書 

・その他システム導入に関して必要と思われる資料 

③各システムの操作マニュアル（管理者用、利用者用） 

④各システムの運用マニュアル（パラメータ設定方法、障害発生時対応等） 

⑤操作研修の資料 

⑥その他、必要と思われる資料 

 

  ウ 令和４年度導入業務の終了までに提出するもの 

    メールでのデータ送信及び書面１部を提出すること 

①システム導入の完了報告書（令和４年度実施分） 

・仮稼働及び稼働テスト実施報告書 

②その他、必要と思われる資料 
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  エ 運用保守期間に提出するもの 

    メールでのデータ送信及び書面１部を提出すること 

①例月稼働状況報告書（稼働状況、障害及び対応状況、関連法制の制度改正

への対応やセキュリティ等に係る各種パッチ適用状況等の管理報告） 

※月末締め翌月 10日までに提出すること 

②業務完了届 

③その他、必要と思われる資料 

 

２、導入業務の条件 

（１）事業者の条件 

  ア 導入実績 

（ア）神奈川県競争入札参加資格者名簿に営業種目として「情報処理業務委託」

に登録がある事業者であること。 

(イ)過去５年度（平成 28 年～令和２年度）に、クラウド型の財務会計システ

ムの地方公共団体への導入実績があること。 

(ウ)神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

(エ)委託業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

(オ)地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当する者でないこと。 

(カ)過去２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

(キ)過去６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。 

(ク)債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押

又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。 

(ケ)事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

  イ 法令遵守 

    各システムは、運用上必要な現行法令等に対応していること。また、導入後

の法令改正等に速やかに対応できること。 

 

（２）実施条件 

  ア システムの導入については、業務に精通したシステムエンジニアと契約担

当者（営業担当者）が対応し、当組合職員と十分な協議を行うこと。 

  イ 当組合からの問合せ等に対しては、適切な回答を行うこと。また、要望等に 

   は誠実に対応すること 

 

（３）契約不適合責任の存続期間 

   契約不適合による担保責任の期間は、導入業務の完了検査後 16か月以内とす

る。ただし、完了検査時において、受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重
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過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重

過失に起因する場合にはこの限りではない。 

   前述の期間内に成果物と仕様書に不一致が発見された場合には、当組合職員

と協議の上、事業者は無償で是正措置を行うこと。 

 

（４）機密保持 

   当組合から知り得た情報は、本システムの提案、導入、運用、保守等の目的以

外には使用せず、契約期間中及び契約終了後も第三者に開示もしくは漏洩しな

いように必要な措置を講じること。 

 

３、導入要件 

（１）前提条件 

 ア システムの形態等 

   システムの形態は、クラウド型での運用とする。 

 イ システムを使用する職員数 

   財務会計システム：最大 45名 

   公会計システム ：最大２名 

 ウ 当組合のネットワーク環境（非ＬＧＷＡＮ環境） 

   当組合には、事務所が２拠点あり、拠点間はＶＰＮを構築し、同一のグローバ

ル固定ＩＰを取得している。 

   システムとの接続は、次のとおり、グローバル固定ＩＰを利用した接続又は

財務会計システム等の専用ＶＰＮルーターを設置してＩＰ－ＶＰＮを受注者が

構築する接続のどちらにも対応している。 

 

【当組合のＶＰＮ構成図及びシステムとの接続方法】 
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 エ 職員利用パソコンの仕様 

   システム利用予定の職員が現在使用しているパソコンは以下のとおりである。

ただし、パソコンのスペックは、システムの稼働以降に変更されることがある

ことに留意すること。 

・ＯＳ ：Windows 10 Pro 64ビット 

・ＣＰＵ：Intel(R)Core(TM)i5-7200U(2.5GHz-2.71GHz) 

・ＨＤＤ：500GB(7,200rpm) 

・ＲＡＭ：8.00GB 

 

 オ １会計年度あたりの伝票処理件数 

   約 5,000件程度 

 

（２）システム要件 

 ア 地方公共団体における財務会計に対応する一般的な機能を有していること 

 イ 地方公共団体間で業務に差異が想定される内容についても、パラメータによ

る制御等により、ノンカスタマイズで運用できること 

 ウ 関連法制の制度改正に即時対応すること 

 エ 機能強化・バージョンアップ等が予定され、陳腐化対策が図られていること 

 オ 各帳票の印刷は、プリンターのメーカーや機種に依存せずできること 

 カ 財務会計システムと公会計システムは、有償カスタマイズ無しでデータ連携

が行えること。 

 キ ブラウザは、委託契約期間内に利用可能なもの（Google Chrome や Microsoft 

Edge等）に対応又は対応を検討していること。 

 

（３）機能要件 

   「様式３ 機能要件回答票」内の「必須項目」に「〇」又は「★」が記載され

た機能については、必ず実装すること 

 

（４）システム稼働時間 

   最低限必要な稼働時間は、「７時 00分～23時 00分」とし、この範囲を超えて

稼働させることも可能とすること。 

 

（５）バックアップ 

 ア 自動で日々のシステム及びデータのバックアップを行うこと。 

 イ データのバックアップについては世代管理を行うこと。 
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（６）職員パソコンでのシステムの利用手順について 

   職員パソコンからシステムへの利用手順については、システムに関する専門

知識がない者でも理解できる平易な表現で操作マニュアルを作成すること 

 

（７）操作研修について 

   職員向けに稼働１年目（対象職員全員）及び２年目（新規異動者 10 名程度）

に操作研修を行うものとし、研修時に使用する資料（電子媒体、紙面等）を準備

すること。 

研修項目 対象者人数 

①予算編成 最大 45名 

②執行管理 最大 45名 

③決算及び公会計 ２名 

 

４、データ移行要件 

（１）移行の考え方 

   受注者は、移行スケジュール及び手法を早期に明確にすること。 

 

（２）移行対象のデータ 

   移行対象のデータは以下を想定しており、受注者との調整のもと、確定する。 

対象データ 現在のデータ管理状況 移行の必要性 

①予算編成 
システム未導入のため、Microsoft Excelで

作成した一覧表で管理 

令和４年度編成 

データを移行 

②執行管理 会計システムで管理 不要 

③決算 
システム未導入のため、Microsoft Excelで

作成した一覧表で管理 

令和３年度の決算

を移行 

④公会計 地方公会計標準ソフトウェアでデータ管理 不要 

 

（３）移行支援 

  データ移行に係る当組合へのヒアリング及び財務会計システム等への移行支

援を行うこと。また、移行結果について報告を行うこと。 

 

（４）移行データの取扱い 

   移行データについては、情報漏洩が無いように、適切に管理すること 

 

５、運用・保守要件 

  運用・保守の範囲としては、本提案によって導入した全てのシステム等を対象

とし、セキュリティに関する事項も含むこと。 
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（１）基本要件 

   円滑なシステムの稼働を確保するために必要な機能修正や変更等の保守管理

作業を行うこと。 

   特に関連法制の制度改正への対応や重大なセキュリティリスクへの対応等に

は迅速に対応をすること。 

 

（２）運用の体制 

  ア 受注者は、システム運用期間内において本仕様書の要件を満たす品質・性

能等を継続的に提供するために、システムの更新等を行い、正常な稼働を保

証すること。 

  イ システムは、原則として 24時間 365日稼働することができること。ただし

稼働時間は、組合の開庁日の７時 00分から 23時 00分とする。 

  ウ システム更新等の作業は、システム運用に支障の無いように実施すること。 

  エ 軽微なシステムの更新については運用保守料の範囲内で対応すること。 

なお、前述の範囲を超える大幅な変更が必要である場合には、別途発注者

と受注者で協議することとする。 

  オ システム更新等が発生し、マニュアルの記載内容に変更が生じた場合には

随時、更新版のマニュアルを提供すること。 

 

（３）ヘルプデスク等の保守の体制 

 ア 保守業務の受付時間は、当組合の開庁日（土曜日、日曜日及び祝祭日は除

く）の９時 00分から 17時 30分を基本とし、画面操作や運用手順等に係る問

合せに対応すること。 

  イ 災害時や重大な障害発生時用の緊急連絡先を設定すること。 

  ウ 保守業務に関しては、非常駐を原則とし、保守作業時間帯において保守員

は連絡及び必要に応じて現場対応を行うこと。 

  エ 保守業務は、オンサイト保守、リモート保守のいずれの方法による保守も

可能とすること。 

  オ 死活監視及び障害監視を実施し、障害発生の状況を発注者に速やかに伝達

すること。 

  カ 障害発生時には、復旧に係る所要時間の見込み等について当日中に報告す

るとともに、１両日中を目安に復旧させること。 

 

（４）運用保守作業責任者に求める要件 

  ア 本委託業務上の依頼や障害発生時の対応についての調整及びとりまとめを

行い、発注者に報告等を行うこと。 
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  イ 例月稼働状況報告書（稼働状況、障害及び対応状況、関連法制の制度改正へ

の対応やセキュリティ等に係る各種パッチ適用状況等の管理報告）を月末締

め翌月 10日までに発注者に提出すること。 

  ウ 運用・保守の担当者が変更となった場合には、随時、運用保守体制表を更新

し、発注者に提出すること。 

  エ 受注者の担当者が変更となる場合には、運用保守サービスの品質が低下し

ないように、十分な引継ぎを行うこと。 

 

６、情報セキュリティ要件 

（１）情報セキュリティ対策 

 ア 権限管理 

   受注者は、権限管理において、利用者のみが本システムを利用可能とし、権限

は、所属単位及び利用者単位で設定できるものする。さらに、対象業務ごとに、

登録、照会、処理の操作権限を設定することができるものとする。 

   なお、定期人事異動などに柔軟に対応できるようにすること。（権限の変更を

速やかに反映できること、一時期に大量の変更があっても対応できること） 

 イ 認証機能 

   ＩＤ及びパスワードで管理する。ＩＤの登録、管理、削除は、発注者の操作に

より設定できるものとする。 

 ウ 暗号化した通信方式 

   受注者は、認証情報、個人情報、ダウンロードファイル及びクライアント識別

情報など、サーバ・クライアント間で通信する情報については、暗号化した通信

方式（HTTPSなど）を利用すること。 

 エ ソフトウェアの脆弱性対策  

   受注者は、ＯＳ等の脆弱性に対する攻撃を防止するため、本システムのＯＳ

等に対しセキュリティパッチが提供された場合、受注者がシステムの稼働に影

響しないことを確認した上で発注者と協議し、適用するパッチを特定すること。 

特定したパッチについては、発注者と受注者の協議のもと適用時期を設定し

適用作業を実施すること。  

 オ ウイルス対策  

   ウイルスを含むマルウェアの感染を防止するため、受注者は、サーバ等に必

要な対策を講じること。 

カ 不要なプログラムの停止等 

   受注者は、サーバ上で、本システムの稼働に不要なプログラムを稼働させな

いこと。また、ネットワークポートについても必要なポート以外は接続をさせ

ないこと。 
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 キ データベースの操作  

   受注者は、データベースの操作は、原則として本システムのみで実施できる

こととし、直接の修正や削除は実施できないようにすること。  

 ク 情報漏えいの防止  

   受注者は、ＣＤ-Ｒ、ＵＳＢメモリ等の可搬媒体を、原則として本委託業務で

は使用しないこと。ただし、やむを得ず利用する場合は可搬媒体に保存する情

報は暗号化するなどの対策を講じた上で利用すること。 

 

（２）データセンターの安定稼働及びセキュリティ 

   データセンターの運用にあたっては、収容するシステムを安定稼働できる環

境を確保できるものとし、費用、運用及び管理、セキュリティ対策等の観点から

最も適切な内容であること。 

また、地震、水害、火災、停電等の災害対策が行われていること。 

 

７、組合情報の消去要件 

（１）組合情報の消去について 

 本委託業務に係る組合情報を保存した記録媒体については、次項の抹消措置計画

に従って、委託契約期間満了後、３カ月以内に総務省の「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」で挙げられているような暗号化消去

等の手法を用いてデータの消去を実施し、処理完了報告書を提出すること。 

 

（２）抹消措置計画について 

 本委託業務に係る組合情報を保存した記録媒体についての抹消措置計画について

は、発注者と受注者との協議のもと決定し、受注者が作成すること。 

 

８、その他 

  本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた際には、速やかに当組合と

協議することとする。 

 

 

 

以上 


