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１. 概要 

(１) 件名 

気仙沼市 次期生活保護システムに関する情報提供依頼 

 

(２) 背景 

本市では，現在運用している内部情報システム及び住民情報システムが，平

成２８年度から順次リース期間の満了を迎えることから，各業務システム，及び

その稼働環境となる機器等の更新を順次実施している。 

本市においては，今回の更改を機に情報システムのあり方，システム構成や

実装方式，保守・運用業務に至るまで抜本的な見直しを図ることを目指している。 

また，今後の情報システムに係る調達に関しては，適正な分離調達を進める

ことで競争の活性化によるコスト削減，技術水準の向上，システムの透明性の向

上を促進していく。 

本市では，今回の業務システム調達を契機ととらえ，調達対象業務のみならず，

その関連業務も含め最適化を目指している。 

 

(３) 目的 

本市の生活保護業務の更なる効率化を実現するための業務システム（以下，「次

期生活保護システム」と呼ぶ）を構築し，平成３０年度中に安全かつ確実に稼働

させることを目的とする。 

 

２. 業務範囲にかかる要件 

本情報提供依頼にかかる業務範囲の要件は下記のとおりである。 

なお，別紙に関しては本市の情報セキュリティ保護の観点から，本ＲＦＩへの参加

を表明した事業者へのみ個別に配布を行う。 

 

(１) 業務範囲 

本情報提供依頼の対象は，下記の業務にかかる情報システムとする。 

 

ア． 生活保護業務 

 

(２) 現行業務の概況 

次期生活保護システムの対象業務における業務説明書と業務課題，本市が考え

る改善案については，「別紙１－１．現行業務の概要」を参照すること。 
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また，現在使用している業務システムの製品情報（提供業者，製品名称，バー

ジョン，カスタマイズ状況）については，「別紙１－４．現業務システムの概要」

を参考とすること。 

 

３. 情報提供依頼事項 

(１) 情報提供にかかる前提要件 

情報提供にあたっては，下記の要件を前提とする。 

 

ア． 情報システム稼働・利用環境 

構築する次期生活保護システムの稼働環境，及び利用環境には，本市が有

する情報システム統合基盤を用いる。情報システム統合基盤に関する仕様や

制約などについては，「別紙２．情報システム統合基盤仕様概要」に示すと

おりである。 

 

イ． 地域情報化プラットフォームへの対応 

本情報提供依頼により提案する生活保護システムは，一般財団法人全国地

域情報化推進協会（ＡＰＰＬＩＣ）が策定する地域情報化プラットフォーム

に準拠した製品であること。 

なお，地域情報化プラットフォームの業務ユニットに定義されていない業

務システムについてはこの限りでは無い。 

 

ウ． 情報システム運用期間 

次期生活保護システムの運用期間は，平成３１年１月から平成３５年１２

月までの５年間とする。なお，本稼働開始前に本市職員による操作習熟を目

的とした試用期間を確保すること。 

 

５年間の運用期間満了後は，保険業務の運用や稼働環境やＯＳ・ミドルウ

ェアのサポート状況に問題が無い場合に限り，本市及び構築事業者にて協議

のうえ，１年単位の延長利用を検討する。 

 

エ． 情報システム運用期間 

現行の生活保護システムから抽出された業務データの，次期生活保護シス
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テムへの移行（データ取込）については，総務省が策定している「中間標準

レイアウト仕様」を用いることを予定している。「中間標準レイアウト仕様」

は作業実施時において最新のものを採用し，作業の詳細な要件は，別紙３－

４－１．次期住民情報システム（保険）のデータ移行（他システムからの取

込）に関する要件 を参照すること。 

 

なお，現行の生活保護システムに係る作業依頼等については，本市から対

象となる受託事業者に対し，個別に発注や依頼を行うこととする。現時点で

移行作業や，移行データのレイアウトに関し，制約や依頼事項などがあれば

提案書に記載すること。 

 

(２) 情報提供にかかる機能要件 

情報提供にあたっては，下記の機能要件を満たすことを希望とする。 

 

ア． 機能要件（別紙３－１を参照） 

イ． 非機能要件（別紙３－２を参照） 

ウ． システム間連携要件（別紙３－３を参照） 

エ． データ移行要件（別紙３－４－１及び別紙３－４－２を参照） 

 

(３) 情報提供依頼要件 

次の各項に記載する事項について情報提供を依頼する。 

 

ア． 現行業務の課題と対応案に対する提案 

本市の現在の業務課題やその改善案に対して，別紙３－５ 現行業務の課

題への提案に記載するほか，提案できる事項があれば詳細に記載すること。 

 

イ． 次期生活保護システムの構成・利用環境 

提案事業者の導入実績を踏まえ提案する業務システムの稼働環境構成，必

要なサーバリソースを示すこと。提案に際しては，別紙２．情報システム統

合基盤仕様概要の記載内容を踏まえ，各仮想サーバの役割や関係性を明記し

たサーバ構成図，各サーバの必要リソース表（ＣＰＵコア数，メモリ，ＨＤ

Ｄ）を含めること。また，サーバ以外にストレージの利用を希望する場合は，

必要とする容量を示すこと。 
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また，業務システムの利用環境（クライアント端末）に対し，ソフトウェ

アやプラグインなどの導入が必要となる場合，周辺機器の導入を提案する場

合は，詳細な仕様を示すこと。 

 

ウ． 他システムの連携仕様 

次期生活保護システムと本市の既設の業務システム，及び国や県が有する

各業務システム等とのデータ連携について，連携機能（通信方式や頻度，デ

ータフォーマット等）について提案すること。なお，データ連携に関しては，

次期生活保護システムや本市の既設の業務システムにてサービス停止や障

害発生後の復旧時の対応内容についても考慮すること。 

 

エ． システム導入までの WBSとスケジュール 

次期生活保護システムの導入に係る作業を現段階で可能な限り階層化し

たWBS（Work Breakdown Structure）を示すこと。なお，このWBSには，シス

テム構築，現行データ取込業務および本市の職員が行う作業，職員研修や移

行など本稼働までに必要となる工程を含めること。また，このWBSと整合の

とれたスケジュールを示すこと。 

 

オ． 構築・導入体制 

上記エ．で示されたWBSおよびスケジュール表に基づく次期生活保護シス

テムの構築・導入業務を実現する体制を提案すること。提案は，本市／事業

者の各担当者（固有名詞記載は不要）のチーム構成・役割・各担当者に求め

られる要件（必要な資格・業務スキル等）を具体的に示し，システム構築・

導入体制全体の構成と各チーム・各担当者の位置づけが目視確認できる図表

として表現すること。 

 

カ． 運用支援・保守の要素 

次期生活保護システムの運用支援・保守にあたり，本市が示す要件を満た

すために必要な要素（機能・業務・作業・処理）について，構成・連携フロ

ー・要求仕様，担当者が明確に判るように提案すること。 

なお，本市が示す要件を満たせない場合については，その理由と代替案に

ついて具体的に提案を行うこと。 

 

キ． 運用支援・保守体制 
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本市が示す次期生活保護システムの運用・保守要件を満たし，円滑かつ安

全な運用を実現するために必要な運用支援・保守体制について提案を行うこ

と。提案は，本市／事業者の各担当者（固有名詞記載は不要）のチーム構成・

役割・各担当者に求められる要件（必要な資格・業務スキル等）を具体的に

示し，運用支援・保守体制全体の構成と各チーム・各担当者の位置づけが目

視確認できる図表として表現すること。 

 

ク． 障害・インシデント発生時の対応 

運用中に障害やインシデントが発生した場合の対応内容と，発生から障害

インシデント収束までの主要な対応フローについて，上記キ．で示した運用

支援・保守体制に基づき，具体的に示すこと。 

 

ケ． 付帯的業務への対応 

次期生活保護システム運用中に発生する付帯的な業務への対応に関する

考え方と対応フローについて，上記キ．で示した運用支援・保守体制に基づ

き，具体的に示すこと。 

 

コ． 運用支援・保守に関する制約事項・前提条件 

次期生活保護システムの運用支援・保守業務に関し，予め本市との確認・

協議・合意が必要な制約事項・前提条件があれば，取り得る選択肢と選択時

の影響・影響範囲・判断の期日等と合わせて，具体的に示すこと。 

 

サ． 新制度・組織改編等への対応 

運用開始後の大規模な法改正や，本市の条例改正，組織改編や運用変更（マ

スタ情報の変更等を含む）等に対する次期生活保護システムのバージョンアッ

プ，設定変更作業についての考え方を示すこと。 

 

シ． 使用期間満了後の継続利用 

使用期間を延長して利用する場合を想定し，提案する次期生活保護システ

ムの６年目以降の運用について，提供元のサポート終了期限や現時点で明ら

かになっている延長利用時の条件・制約などがある場合は，その内容を具体

的に示すこと。 

一方，使用期間の満了後に，本市が他社の新システムに更改する場合の具

体的な対応や追加費用の有無などを提案すること。 
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ス． 追加提案 

本書に記載の依頼内容に含まれない関連業務に関する追加提案，一部要件

を変更することを前提とした提案は，受け入れるが提案書，及び各見積書の

記載は明示的に分離すること。 

 

セ． 気仙沼市への要望事項 

その他，次期生活保護システム構築・導入業務，運用支援・保守業務に関

し，本市への要望事項があれば，具体的に示すこと。 

 

(４) 製品のデモンストレーション依頼 

提案するパッケージシステムについて，本市職員が視認性や操作性を確認する

ことを目的に実際に操作が可能な環境を用いたデモンストレーションを依頼する。

ここでは，各業務にて主に使用する機能について提案事業者が説明し，本市職員に

よる操作体験と質疑の実施を想定している。 

なお，開催については，３月上旬から中旬での実施を想定しているが，詳細な

日程については各事業者と個別に協議の上で決定する。 

 

４. 情報提供方法等 

(１) 提供資料とその形式 

本情報提供依頼に対する提案に際し，以下の資料を提出すること。 

 

ア． 会社概要 

（様式２）会社概要を用いて作成すること。 

 

提案製品の特色や提供機能を把握できるカタログを提供すること。 

 

イ． 機能要件等の適合度 

本市から下記により提示した機能要件等に対して，適合度を記載して提供

すること。 

① 別紙３－１ 次期生活保護システムの構築に関する要件 

② 別紙３－２ 次期生活保護システムの非機能（保守・運用支 

援）の要件 

③ 別紙３－３－３ 次期生活保護システムのシステム間連携に 

関する要件 

④ 別紙３－４－１ 次期生活保護システムのデータ移行（他シ 
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ステムからの取込）に関する要件 

⑤ 別紙３－４－１ 次期生活保護システムからのデータ移行（他 

システムへの抽出）に関する要件 

 

ウ． 課題への提案 

本市から下記により提示した業務課題に対して，対応可否を記載して提供

すること。 

① 別紙３－５ 現行業務の課題への提案 

 

エ． 概算見積書 

（様式３）概算見積書を用いて作成すること。なお，概算見積書には提案

内容を実現するための全ての費用を含むこと。 

 

オ． 概算見積明細書 

概算見積明細書の書式は任意とするが，概算見積書に記載の内訳と整合の

とれた内容とすること。 

 

カ． 提案書 

提案書は，下記の目次構成とすること。 

 

1. 提案事業者の基本情報 

1.1. 会社概要 

1.2. 提案製品の動向 

1.3. 導入実績 

2. 次期生活保護システムの構築・導入 

2.1. 提案に関する基本方針 

2.2. 現業務の課題と対応案に対する提案 

2.3. 次期生活保護システムの構成・利用環境 

2.4. 次期生活保護システムの他システムの連携仕様 

2.5. 次期生活保護システム導入に係るWBSとスケジュール 

2.6. 次期生活保護システムの構築・導入体制 

3. 運用支援・保守 

3.1. 運用支援・保守の方針 

3.2. 次期生活保護システム運用支援・保守の要素 

3.3. 次期生活保護システムの運用支援・保守体制 
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3.4. 障害・インシデント発生時の対応 

3.5. 付帯的業務への対応 

3.6. 新制度・組織改編等への対応 

3.7. 使用期間満了後の業務対応 

4. 追加提案（その他の提案事項） 

5. 気仙沼市への要望事項 

 

また，提案書は，原則Ａ４サイズ(縦横自由。必要に応じてＡ３判折り込

み可)とし，紙媒体で２部，電子媒体(ＣＤ－ＲＯＭ等)で１部提供すること。

なお，電子媒体に格納するデータについては，オフィスドキュメント形式も

しくはＰＤＦ形式とする。 

 

キ． 提案製品のカタログ等 

提案製品の特色や提供機能を把握できるカタログを提供すること。 

 

(２) 提出期限 

平成３０年２月２８日（水）１７時までとする。 

 

(３) 提出先 

担当者宛てに郵送または持参すること。なお，郵送の場合は，上記（２）提出

期限までに，9.連絡先の担当者宛て必着とする。 

 

５. 参加表明 

本情報提供依頼への参加は，以下の方法で受け付ける。 

 

(１) 参加資格 

 次期生活保護システムの調達は，平成３０年度に実施する予定であるため，平

成３０年度の競争入札参加資格を有する事業者（登録予定も含む）のみが，本提

案依頼に参加できるものとする。 

 

(２) 参加表明方法 

参加表明は，9.連絡先 に記載のメールアドレス宛のメール送付でのみ受け付け

る。件名を「気仙沼市 次期生活保護システム提案依頼 参加表明」とし，必要事項

を記載済みの（様式１）参加表明書を添付して送付すること。 

なお，参加表明書の添付は，社印または代表社印等を押印のうえ，その写しの

ＰＤＦデータをメール添付するものとし，原本は本項（４）の説明会時に持参する
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ものとする。 

 

(３) 参加表明受付期間 

平成３０年２月１日（木）１７時までとする。 

 

(４) 情報提供依頼説明会 

参加表明者は，平成３０年２月６日（火）に実施する説明会へ参加頂くものと

する。開始時間，及び場所などの詳細については，参加表明者に対し別途連絡を行

う。なお，本提案依頼に関する別紙資料は，参加表明をした事業者に対し説明会に

て配布を行う。 

 

６. 質問受付 

本提案依頼に関する質問は，以下の方法で受け付ける。 

 

(１) 質問方法 

質問は，9.連絡先 に記載のメールアドレスでのみ受け付ける。質問事項を（様

式４）質問表に記載し送付すること。なお，送付の際の件名は「気仙沼市 次期生

活保護システム提案依頼 質問」とする。 

なお，ＲＦＩ期間中の質問は，各事業者２回までとする。 

また，郵送や直接来訪しての質問は不可とする。 

 

(２) 質問受付期間 

平成３０年２月１６日（金）１７時までとする。 

 

(３) 質問回答 

質問に対する回答は，本提案依頼への参加を表明したすべての者へ随時行うが，

最終回答を平成３０年２月２０日（火）までに行う。 

 

７. 今後の調達予定 

本提案依頼の次段階となる調達は，下記の内容で実施を予定している。 

 

(１) 調達方式 

次期生活保護システムは，指名競争入札またプロポーザル方式による調達を予

定しているが，法改正や提供情報の内容次第では，特命随意契約による調達も視野

に入れている。 
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(２) スケジュール 

本情報提供依頼の対象となる次期生活保護システムの調達スケジュールは，以

下を想定している。 

No 予定期間 実施内容 

1. 平成３０年４月上旬 調達に係る公告 

2. 平成３０年４月中旬から下旬 調達に係る発注事業者決定 

（指名競争入札の場合） 

3. 平成３０年５月～平成３０年１２月 システム構築・導入作業（仮

稼働含む） 

4. 平成３１年１月 システム稼働開始 

※本情報提供依頼の結果により，このスケジュールを変更する場合がある。 

 

８. 注意事項 

（１） 本情報提供依頼は，情報システムに関する技術や価格等の各種情報を得るための

手段としており，今後の調達における契約に対する意図や意味を持つものではな

い。 

（２） 本情報提供依頼に対して，どのような提案を受けても，それをもって将来の調達

を約束するものではない。 

（３） 情報の提供を受けた事業者等に対し，後日，情報化推進室から提出された資料等

の内容等について照会又は追加の資料提供を依頼する場合がある。 

（４） 本情報提供依頼において提供を受けた提案，資料等は返却しない。 

（５） 提供を受けた提案，資料等については，提供者に断りなく他者に提供しない。 

（６） 提供を受けた提案，資料等については，今後実施を予定する調達の際の調達仕様

書に反映する場合がある。 

（７） 本情報提供依頼において知り得た内部情報（別紙にて提供した内容）は秘密とし，

本情報提供依頼における秘密保持誓約に従い直接関係のない部署，及び第三者へ

漏洩してはならない。 

（８） 本情報提供依頼において，本市より受領した各種資料は情報提供依頼の辞退，終

了後に返却，または安全かつ確実な方法で処分すること。 

 

９. 連絡先 

気仙沼市 震災復興・企画部 震災復興・企画課 

情報化推進室 情報システム係 佐野・小山 

〒９８８－００８５ 気仙沼市三日町一丁目１番１１号 

直通電話：０２２６－２３－３９８０ 
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メールアドレス：  

 

以上 


