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第１章 総則 
 （適用範囲） 

第１条 本仕様書は、宇和島市病院事業（以下、「病院事業」という。）及び宇和島市介護老人保健

施設事業（以下、「介護老人保健施設事業」という。）において導入する公営企業会計システムの

更新業務に適用する。 

(1) 病院事業 

(2) 介護老人保健施設事業 

 （事業概要） 

第２条 前条の各事業概要は次のとおりとする。 

(1) 打合せ協議、システム設計 

(2) システムの構築 

(3) ハードウェア（サーバ及び周辺機器）の調達 

(4) ハードウェア及びソフトウェアのインストール 

(5) 現行システムの環境設定及びデータの移行 

(6) 動作確認及び検証作業 

(7) 操作研修等システム導入に付帯する業務 

(8) システムの提供  

(9) ソフトウェア及びアプリケーション保守 

(10)ハードウェア保守 

(11)システム障害対応 

(12)業務支援及びシステム運用に付帯する業務 

 （システムの範囲及び数量） 

第３条 公営企業会計システムの範囲及び数量は次のとおりとする。 

(1) 財務会計システム 一式 

(2) 固定資産管理システム 一式 

(3) 企業債管理システム 一式 

 （システムの本稼働及び導入時期） 

第４条 公営企業会計システムの本稼働は令和２年１０月１日予算編成開始とする。ただし、執行に

ついては、令和３年４月 1日とする。 

２ 受注者は公営企業会計システム本稼働の一ヶ月前にはシステムを導入し、試験稼働に供さなけれ

ばならない。 

 （公営企業会計システム更新業務の契約及び支払） 

第５条 公営企業会計システムについては、システム稼働期間中（令和２年１０月１日から令和７年

９月３０日まで）のシステム賃貸借及び保守業務委託契約とし、契約期間内の定額月払いとする。 

 （成果品） 

第６条 成果品は次のとおりとする。 

(1) ハードウェア・ソフトウェア一式 

(2) ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク構成図 紙及び電子ファイル 

(3) システム設計書・機能仕様書 紙及び電子ファイル 

(4) 動作検証結果報告書 紙及び電子ファイル 

(5) データ移行結果報告書 紙及び電子ファイル 

(6) 打合せ議事録及び協議事項確認書 紙及び電子ファイル 

(7) 研修用テキスト及び各種マニュアル 紙 

(8) ソフトウェアライセンス証・保証書等 紙 

(9) その他必要書類 

２ 成果品の納入場所は宇和島市病院局総務管理課とする。但し、機器の設置場所は別に定める。 

３ 納入する電子ファイルの形式は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ形式又はＡｄｏｂｅ ＰＤＦ

形式とする。その他成果品の編集方法等は協議により決定する。 
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 （検査） 

第７条 発注者は、受注者と共同してシステムの導入後速やかに検査を行うものとする。 

２ 検査の結果システムに不具合があるときは、受注者は速やかに修補しなければならない。 

 （瑕疵担保責任） 

第８条 システムの不具合が本稼働後に発見された場合には、受注者は無償で是正措置を行うこと。

なお、瑕疵担保期間はシステムの稼働日から２年間とする。 

 （秘密保持） 

第９条 受注者は、業務上知り得た情報を業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩して

はならない。 

 （転用の禁止） 

第１０条 受注者は、業務の実施により得た情報について、発注者の承諾なく他の目的に転用又は流

用してはならない。 

２ 前項の規定は契約期間が終了した後も同様とする。 

 （第三者への委託） 

第１１条 受注者は業務の全部または一部を第三者に委託する場合、事前に書面をもって発注者の承

認を得なければならない。 

 （損害賠償） 

第１２条 業務に伴い事故等が発生した場合、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過

及び内容等について直ちに発注者へ報告しなければならない。 

２ 前項において生じた損害は、受注者の責任において解決するものとする。 

 （臨機の措置） 

第１３条 システムの稼働時期に納入ができなかった場合、発注者と受注者の協議においてシステム

納入の見込みがあるときは、受注者が自らの負担により現行システムを利用して提供するものとし、

納入の見込みがないときは発注を取り止める。 

２ 前項の発注を取り止めた場合において、受注者はその損害の賠償を発注者に対して請求できない。 

 （疑義の解釈） 

第１４条 業務の実施について、本仕様書及び関係法令等に明示されていない事項又は、疑義が生じ

た場合は、発注者と受注者との協議により解決するものとする。 

 

第２章 システムの基本要件 
第１節 ソフトウェアに関する事項 

 （基本要件） 

第１５条 公営企業会計システムは基幹業務として使用するため、安定稼動を重視したシステムとし

なければならない。 

２ 公営企業会計システムは、自社開発であり、かつ運用に係るサポートを自社単独で実施できるも

のとする。 

３ システム機能については、原則としてパッケージの標準機能を優先するが、「公営企業会計シス

テム機能要件確認書」（以下、「機能要件確認書」という。）に掲げる項目をすべて満たすものと

し、満たさない場合はカスタマイズにて対応すること。なお、機能要件確認書に掲げられていない

機能で標準機能として有する機能は削除しないものとする。 

４ システム機能に関する要件については本仕様書及びシステム機能要件に記載のとおりであるが、

表現上確認できない事項であっても、現行システムで実現している機能又は運用は、更新する公営

企業会計システムに継承すること。また、その費用は提案に含むものとする。 

５ 発注者が要求する仕様で、システムのカスタマイズによっても対応できない内容については、業

務の運用手法等による解決策を具体的に提案すること。 

６ 法制度上求められる機能については、機能要件確認書に明記されていない場合でも、システムを

導入する上で当然備えるべきものとして、機能要件に含まれるものとする。 
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７ 受注者がソフトウェア又はアプリケーションの著作権を有し、かつ受注者がカスタマイズ又はバ

ージョンアップできるシステムであること。但し、商用ミドルウェア上に構築されたものである場

合、そのミドルウェアは例外とする。 

 （システム機能） 

第１６条 公営企業会計システムに要求する機能は次のとおりとする。 

(1) 当初／補正予算編成業務 

(2) 当初／補正予算書作成業務 

(3) 繰越予算業務 

(4) 予算流充用／執行管理業務 

(5) 起票／勘定管理業務 

(6) 月次統制業務 

(7) 例月監査資料作成業務 

(8) 決算／納税計算業務 

(9) 決算統計業務 

(10)補填財源／経営分析業務 

(11)固定資産管理業務 

(12)固定資産シミュレーション業務 

(13)企業債管理業務 

(14)企業債シミュレーション業務 

 （同時操作可能数及びシステムライセンス数） 

第１７条 公営企業会計システムは、複数の職員（50人）及び複数の施設（3病院、2介護老人保健

施設）による同時操作が可能なシステムとする。 

２ システムライセンス数は以下のとおりとする。 

  市立宇和島病院 ３３ライセンス 

  市立津島病院 ４ライセンス 

  市立吉田病院 ４ライセンス 

  ふれあい荘 ２ライセンス 

  オレンジ荘 ２ライセンス 

 （制度変更等の対応） 

第１８条 地方公営企業会計制度や地方公営企業法改正、ｅ－ＴＡＸ義務化など公営企業の変遷や社

会情勢に対応できること。 

 （セキュリティ機能） 

第１９条 個人情報保護、サーバや端末の使用制限やアクセス管理、データ漏洩対策、不正アクセス

対策、ウィルス対策等の市セキュリティポリシーを確保できること。 

 （ＥＵＣ機能） 

第２０条 システムを使用する職員が、基本的な情報の加工や流用を想定し、ＥＵＣ（Ｅｎｄ Ｕｓｅ

ｒ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）機能を備え、別途プログラム処理を実行することなく条件を設定してデー

タ抽出及びＰＤＦ出力ができること。 

２ ＥＵＣ機能で出力されるデータは、ＣＳＶ形式又は表計算ソフト(Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅ

ｌ)で利用可能な形式とする。 

 （利用者権限） 

第２１条 宇和島病院と吉田病院、津島病院、オレンジ荘、ふれあい荘で分散して業務を行うため、

業務単位且つプログラム単位で利用者権限が設定でき、情報保護・管理対策が講じられること。 

２ システム内で行った入力処理についてアクセスログの採取ができること。アクセスログについて

は、「職員コード」「入力画面」「処理モード（登録、訂正、削除）」「利用日付」「処理時間」

が管理できること。 

 （バックアップ機能） 

第２２条 １日１回の自動バックアップ機能を備え、１週間のデータを保持するものとする。速やか

にデータの復元が行えるシステムであること。 
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第２節 ハードウェアに関する事項 

 （機器の数量及び設置場所） 

第２３条 機器の数量及び設置場所は以下のとおりとする。 

     アプリケーションサーバ：１台  設置場所：市立宇和島病院情報管理室 

データベースサーバ：１台  設置場所：市立宇和島病院情報管理室 

無停電電源装置：２台  設置場所：市立宇和島病院情報管理室 

 （機器の仕様） 

第２４条 機器の仕様は、発注者が特に指定するものを除き受注者の提案によるものとするが、通信

環境も含め業務に支障なく使用でき、かつ５年間以上の使用に耐えうるものとしなければならない。 

 （最新機器の導入） 

第２５条 受注者は、機器の導入時点において最新のものを導入するものとする。ただし、発注者か

ら特に指示がある場合はこの限りでない。 

 （サーバの運用方針） 

第２６条 サーバは自庁型で運用する。 

２ サーバはラックマウント型とし、サーバ室内の既設サーバラックに取り付けるものとする。なお、

既設のサーバラックの下見が必要な場合は申し出を行うこと。 

３ サーバラック内にラックマウント型の無停電電源装置（以下、「ＵＰＳ」をという。）設置し、

ＵＰＳを介してサーバへの電源供給を行い瞬低等に備えること。 

４ サーバラック内の既設機器も接続するため、ＵＰＳの選定にあたっては電源容量を考慮すること。 

５ 発注者が現時点において想定するサーバの構成及び規模は次のとおりである。 

(1) サーバ構成 

アプリケーションサーバ及びデータベースサーバ各１台 

(2) アプリケーションサーバ 

ＯＳ   Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６ Ｓｔａｎｄａｒｄ以上 

ＣＰＵ  Ｘｅｏｎ Ｓｉｌｖｅｒ４２１０（２.２ＧＨｚ／１０コア／１３.８ＭＢ） 

ＲＡＭ  １６ＧＢ（１６ＧＢ ２９３３ ＲＤＩＭＭ×1) 

ＨＤＤ  ６００ＧＢ×２（２.５ｉｎｃｈ ＳＡＳ １２Ｇｂｐｓ １５ｋｒｐｍ） 

電源   ４５０Ｗ 

その他  ＲＡＩＤ１、ＤＶＤ装置 

 (3) データベースサーバ 

ＯＳ   Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６ Ｓｔａｎｄａｒｄ以上 

ＣＰＵ  Ｘｅｏｎ Ｓｉｌｖｅｒ４２１０（２.２ＧＨｚ／１０コア／１３.８ＭＢ） 

ＲＡＭ  １６ＧＢ（１６ＧＢ ２９３３ ＲＤＩＭＭ×1) 

ＨＤＤ  ６００ＧＢ×２（２.５ｉｎｃｈ ＳＡＳ １２Ｇｂｐｓ １５ｋｒｐｍ） 

電源   ４５０Ｗ 

その他  ＲＡＩＤ１、ＤＶＤ装置 

 （クライアント端末及びプリンタ） 

第２７条 発注者の既存端末及びプリンタを利用することを想定しているが、クライアント端末及び

プリンタの仕様は次のとおりである。 

(1) 既存クライアント端末 

ＯＳ   Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 

ＣＰＵ  Ｃｏｒｅ ｉ３～Ｃｏｒｅ ｉ５ 

ＲＡＭ  ４ＧＢ～８ＧＢ 

ＨＤＤ  ３００ＧＢ～５００ＧＢ 

その他  １９インチ液晶ディスプレイ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｐｒｏｆｅｓ

ｓｉｏｎａｌ ２０１９ 

(2) プリンタ 

    複合機 コニカミノルタ製ほか 
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（周辺機器） 

第２８条 発注者が現時点において想定する周辺機器の仕様は次のとおりである。 

(1)  無停電電源装置 

高機能無停電電源装置  ２台（各サーバに１台） 

(2) その他機器 

・サーバ管理用端末 １台 

・ラック搭載部品 ラックレールキット ２個 

    

（ソフトウェア） 

第２９条 発注者が現時点において想定するソフトウェアの仕様は次のとおりである。また、提案シ

ステムの稼働に必要な数量を提案すること。 

(1) オラクル等商用のデータベースソフト 

(2) ＷＥＢアプリケーションソフト 

(3) その他提案システムに必要なソフトウェア 

 

 

第３章 システムの更新に関する要件 
第１節 更新業務全般に関する事項 

 （業務計画書） 

第３０条 受注者はシステムの更新業務の実施に当たり、必要な各工程における基本事項をまとめた

業務計画書を作成し、発注者に提出するものとする。 

 （計画準備調査） 

第３１条 受注者は契約後速やかに発注者と打合せを行い、細部について調整するものとする。それ

に基づき決定した導入スケジュールを提出するものとする。なお受注者は、システムの導入に支障

が無いよう、発注者の情報通信ネットワーク・端末構成、情報セキュリティ対策などについて状況

把握・調査を行うこととする。 

 （定期打合せ及び課題管理・改善提案） 

第３２条 システムの更新業務の履行において、受注者は定期的に発注者と打合せを行い、発注者が

抱える課題について協議を行うと共に、その課題に対する業務改善提案を行うこと。また、発注者

の業務運用とシステム運用の整合性を図りながら提案・協議を行うこと。また、打合せ経緯につい

ては議事録を残すこと。 

（公営企業会計システムの条件） 

第３３条 公営企業会計システム機能要件確認書の機能要件を全て満たしていること。 

２ 現行の公営企業会計システム同等以上の機能を有していること。 

２ 現行の公営企業会計システムは、病院事業会計システムと介護老人保健施設事業会計システムの

２システム２データベースが稼働しており、その２会計２システム２データベースを１システム１

データベースにて統合的に管理するものとする。 

３ 病院事業には３病院あることから、３つのセグメント管理を行い、セグメント単位で予算管理や

勘定管理、財務諸表作成、決算が行える仕組みを提供すること。 

４ 介護老人保健施設事業には２施設あることから、２つのセグメント管理を行い、セグメント単位

で予算管理や勘定管理、財務諸表作成、決算が行える仕組みを提供すること。 

５ 予算管理は、３階層で管理することとし、1階層目：事業-2階層目：施設-3階層目：課係とする。

また、課係の中においても予算所属と起案所属の権限設定を行い、他課係の予算の執行ができるよ

うにすること。 

６ 給与費について給与システムから抽出されたデータを取り込んで支出処理を行っているため、そ

の連携機能も実現すること。 
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 （更新業務の条件） 

第３４条 公営企業会計システムの更新については、２事業の統合的管理に伴う新規構築となるため、

次の業務を行うものとする。なお、現行の２事業をベースとして構築する場合もあるため、現行事

業の運用と照らし合わせながら構築すること。 

(1) 打ち合わせ 

(2) 債権者データや固定資産データ、企業債データの統合支援 

(3) 本稼働前のテスト運用や予算編成支援 

(4) セグメントや分散型予算管理の導入支援 

(5) 既存ネットワークへの参加 

(6) 既存クライアント端末へのインストール 

(7) セグメント会計の導入検討 

 （教育研修） 

第３５条 システムの利用者を対象とした教育・研修を実施すること。その実施については、操作を

理解しやすいマニュアルを利用して行うこと。 

 

第２節 データ等の移行に関する事項 

 （データ移行要件） 

第３６条 受注者は、現行システムで保有し、システムの更新に必要とされる下記のデータについて

移行を行うものとする。移行不可と判断されたデータや本システム更新業務に新たに必要となるデ

ータは、発注者と協議のうえデータの直接入力等別の方法により対応すること。なお、個人情報デ

ータの持ち出しは禁止とする。 

２ 公営企業会計システム更新業務の移行対象データは次のとおりとし、市町合併以降（平成１７年

８月）のデータを保持しているが、今回の更新に伴い病院事業及び介護老人保健施設事業を統合的

に管理するために必要となるマスタデータは新規作成すること。 

 なお、病院事業会計及び介護老人保健施設事業の２事業を対象とする。 

(1) 債権者データ ３,０００件（口座情報含む） 

※病院事業及び介護老人保健施設事業で重複している債権者は統合すること。 

(2) 決算値 過去５年間 

(3) 予算値（予算積算基礎を含む） 前年度 

(4) 有形・無形固定資産データ 病院３，０００資産、介護６００資産 

(5)固定資産構造データ 

(6)固定資産財源データ 

(7)土地台帳データ 

(8)企業債データ ９０本（病院７０本、介護２０本） 

(9)その他必要なデータ 

 

３ 現行システム（病院事業会計システム及び介護老人保健施設事業会計システム）は、市町合併以

降（平成１７年８月）のデータを保持しているが、平成２６年度の新制度改正以降のデータすべて

を閲覧できる仕組みを提供すること。データすべてとは、伝票データ、元帳データ、支払・収納状

況、予算差引データ、勘定データ、固定資産データ、予算積算データなど予算・執行・月例監査・

決算の業務で利活用するものを指すこととする。 

 （データ移行経費） 

第３７条 現行システムからのデータ移行に係るＣＳＶデータ出力経費または現行システムベンダー

との打ち合わせ経費等については、その費用を提案に含むものとする。なお、現行システムベンダ

ーは次のとおりである。 

株式会社ぎょうせい 

連絡先：株式会社ぎょうせい四国支社ソリューション営業課 

電話 ：０８９－９３２－３１６２ 

 （データ検証） 
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第３８条 受注者は、現行システムからデータを移行した結果について報告書を発注者に提出するこ

と。 

２ 受注者は、現行システムと並行稼動を行い、稼働後１ヶ月間は現行システムと同じ結果もしくは

発注者が求める結果を得られることを確認するものとする。 

 

第３節 設備・ネットワークに関する事項 

 （ネットワーク構成） 

第３９条 公営企業会計システムは、宇和島病院及び津島病院、吉田病院並びにふれあい荘、オレン

ジ荘にネットワークを介してシステムを稼働させるものとする。 

２ ネットワークは既設を使用する想定であるが、提案するシステムの稼働に機器または工事が必要

なときは、その費用を提案に含むものとする。 

 （サーバ用電源） 

第４０条 サーバ用電源は、発注者が提供するものとする。ただし、事前確認を行い容量が不足して

いる場合は電源工事を行い、その費用を提案に含めるものとする。 

 （ウイルス対策ソフト） 

第４１条 サーバのウイルス対策ソフトについては、発注者が使用するウィルス対策ソフト（トレン

ドマイクロ ウィルスバスターＣｏｒｐ．）のライセンスを使用することができる。ただし、ＯＳ

がｗｉｎｄｏｗｓ以外の場合は受注者がシステムに適合するウィルス対策ソフトを別途用意するこ

と。 

 

第４節 業務履行体制 

 （体制と役割分担） 

第４２条 受注者は、システムの更新業務の履行にあたって体制と役割分担を明確にし、万全な体制

をもって臨むものとする。 

２ 発注者の体制は次のとおりとする。 

(1) プロジェクト責任者 １名 

(2) プロジェクトリーダー １名 

(3) システム導入担当者 2名（うち 1名は情報担当者） 

３ 受注者の体制は次のとおりとする。 

(1) プロジェクト責任者 １名 

(2) プロジェクトリーダー １名 

(3) システム設計・導入技術者 2名以上 

４ 受注者は、業務の着手に先立って体制と役割分担を書面にて発注者に提出し、承認を得ることと

する。 

５ 受注者のプロジェクトリーダーはシステム稼働後の保守を担当するものとする。 

 

第４章 システム運用管理に関する要件 
 （システム運用管理の基本方針） 

第４３条 システム運用管理は、システムの更新業務で調達するハードウェア関連、ＯＳ関連、ソフ

トウェア関連、業務パッケージ関連等の障害に対する対応、システム稼働後のアフターフォロー及

びサポート対応並びにバージョンアップ等変更対応を実施し、システムが正常に稼働するために必

要な保守・運用支援等を行うものとする。 

 （保守体制の構築） 

第４４条 受注者は、システムに障害が発生した場合に迅速に復旧できる保守等の体制を構築し、発

注者に届け出るものとする。 

 （システム障害対応） 

第４５条 システムに障害が発生した場合には、受注者は直ちに対応しなければならない。緊急時に

は３時間以内に訪問し復旧にあたること。 
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２ 受注者は保守作業によりシステムが復旧したときは、その作業内容や障害原因等を文書にて発注

者へ報告するものとする。 

 （ソフトウェア及びアプリケーション保守） 

第４６条 ソフトウェア及びアプリケーション保守の条件は次のとおりとする。 

(1) ソフトウェア及びアプリケーションの障害対応 

(2) 緊急時の技術者派遣とシステム復旧 

(3) システムに関する情報提供 

(4) 年１回のサーバデータのフルバックアップ 

(5) 定期訪問 

(6) システム操作に係る電話・メール等の問合せ対応 

(7) 利用職員に対するシステム操作指導 

(8) クライアントインストール作業等その他システムの軽微な不具合対応 

(9) システムの最新版の提供、バージョンアップ提供及びバージョンアップ作業 

 （制度改正等の対応） 

第４７条 契約期間中の制度改正等により、受注者が提供するパッケージシステムにバージョンアッ

プやカスタマイズ等が必要になったときは、受注者は速やかに対応しなければならない。この場合

においてシステム改修費用は保守費用に含まれるものとする。 

 （要望によるカスタマイズ） 

第４８条 発注者の要望によるカスタマイズは有償で対応すること。 

 （ハードウェア保守） 

第４９条 ハードウェア保守の対象機器および保守の条件は次のとおりとする。 

(1) サーバ及び無停電電源装置 

８時３０分～１９時 ５年間オンサイト保守 

２ ハードウェアの保守は原則としてメーカー保守パックを利用するが、受注者は保守サービスの手

配及びハードウェアに起因するシステム不具合を解消するものとする。 

３ 無停電電源装置は、バッテリー交換（１回）を含むものとする。 

 （システム運用および業務支援） 

第５０条 システム運用支援及び業務支援に関する条件は次のとおりとする。 

(1) システム及び関連業務の運用にかかる相談 

(2) 公営企業の実務、経理、事例等についての問合せ対応や相談 

(3) 公営企業関係法改正やその適用に関する問合せ対応 

 

 

以上 
 


