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第１章 一般事項 

 

１ 適用 
 本仕様書は、印西市（以下「発注者」という。）が実施する印西市家庭児童相談シ

ステム運用支援業務委託（以下「本業務」という。）に必要な事項を定めるものとし、

受注者は、当該仕様に基づき業務を行うものとする。なお、仕様の詳細については、

発注者と受注者が協議のうえ決定する。 
 

２ 目的 
 平成 30 年 3 月に導入した現行の家庭児童相談システムの保守期限が令和 5 年 10

月に終了する為、新システムの導入、リース及び保守を含む運用支援業務委託を新た

に締結する必要がある。 

 家庭児童相談業務にあたっては、子育て家庭の相談とともに児童虐待の通告受理と

その支援を行っており、児童とその家族の情報を継続的に把握し、必要な支援が途切

れないよう進行管理することが重要である。また、転出入や離婚・再婚等の住民基本

台帳（以下「住基」という。）異動情報を迅速・正確に把握し、関係機関とスムーズ

な情報共有が求められている。特に、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合

支援拠点を、子ども家庭センターとして一体的に運営する予定であることから、家庭

児童相談システムに母子保健相談機能を含むシステムを導入することで、業務の効率

化を図り、切れ目のない継続的な支援を目指すものである。 

併せて住基情報システムとの連携により、家庭情報の入力作業時間を大幅に縮減す

るとともに、対象家庭の住基異動があった際に、通知するシステムを運用することで、

児童虐待の早期対応を目的とする。 
 

３ 業務履行期間 
 業務履行期間等は次のとおりとし、システム稼働開始日前に２週間程度の仮運用及

び研修期間を設けること。 
（１）運用・保守期間 

 令和 5 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日まで 
（２）システム構築期間 

 契約締結日の翌日から令和 5 年 9 月 30 日まで 
（３）システム稼働開始日 

 令和 5 年 10 月 1 日 
 

４ 準拠する法令等 
 本業務実施にあたっては、本仕様書に定めるほか、次の関係法令等に準拠して実施

するものとする。 
（１）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 
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（２）児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号） 

（３）母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号） 
（４）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 
（５）印西市個人情報保護条例（平成 12 年条例第 25 号） 

 

５ 主任技術者 

 受注者は、本業務を遂行するために必要な業務経験を有し、家庭児童相談システム

導入に精通した者を従事させること。 

 

６ 書類の提出 
 受注者は、本業務着手にあたり、速やかに次の書面を提出し、発注者の承認を受け

るものとする。 
（１）着手届 
（２）事業実施計画書・事業実施体制図 
（３）業務スケジュール 
（４）その他発注者の指示する書類 
 

７ 貸与資料 

 受注者は、本業務において発注者から貸与された情報資産等の資料をセキュリティ

に配慮された空間で管理し、資料の破損・滅失等がないよう留意しなければならない。

また、貸与資料の使用は、本業務に必要な場合のみとし、本業務完了後は速やかに返

却しなければならない。 

 

８ 秘密保持及び個人情報保護 

 本業務を履行するうえで知り得た情報及び個人情報の取扱いにあたっては、法令等

を遵守することとし、履行期間中、業務完了後にかかわらず、第三者に漏えいしては

ならない。 

 

９ 手続き及び損害賠償 

 本業務に必要な諸手続きは、受注者の責任において行い、その写しを発注者に提出

しなければならない。また、本業務の履行において受注者が発注者又は第三者に損害

を与えた場合は、直ちにその状況等を発注者に報告し、指示を求め、賠償が必要なと

きは受注者が負担するものとする。 

 

１０ 検収及び業務完了届の提出 

 受注者は、構築が完了した時点で発注者の検収を受けるものとし、成果品について

本仕様書の要件を満たさない場合は速やかに修正を行うものとする。また、発注者が

業務期間中に委託料支払いのために一定期間の業務完了届の提出を求めたときは、当
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該期間に関する業務完了届を提出しなければならない。 

 

１１ 委託料の支払い 

 発注者は毎年度の業務履行に関して完了届が提出されたときは、検査のうえ速やか

に委託料を支払うものとする。なお、消費税及び地方消費税の改定がなされた場合、

契約期間中においても改定後の税率を適用し支払いを行う。 

 

１２ 瑕疵 

 本業務の履行中及び履行完了後において、受注者の過失又は疎漏に起因した不良箇

所が発見された場合には、発注者と受注者が協議のうえ、必要と認められる修正、補

正及びその他必要な作業を受注者の負担で行うものとする。 

 

１３ 成果品の帰属等 

 本業務の成果品の著作権及び所有権は、システムの構築において使用する市販ソフ

トウェアの著作権（受注者保有のソフトウェアの著作権を含む。）を除き、全て発注

者に帰属するものとし、発注者の許可なく第三者に公表、貸与等をしてはならない。 

（本業務の成果品） 

（１）家庭児童相談システム（運用環境：ソフトウェアライセンス） 一式 

※仮想基盤サーバに構築。 

（２）管理者向けマニュアル         一式 

（３）担当者向け操作マニュアル        一式 

（４）作業報告書（議事録を含む）        一式 

（５）その他本業務で発生した成果品        一式 

 

 

第２章 基本要件 

 

１ 概要 

 本業務は、他の地方自治体において安定した稼働実績を有するパッケージシステム

を導入し、長期期間（5 年間）リース及び保守を含めた委託契約にて運用支援を行う

もの。 

２ システムの基本要件 

 システムの利用形態は次の事項を全て満たすものとする。 

（１）令和４年４月１日時点で安定した稼働実績を有するパッケージシステムであ 

ること。 

（２）現在、発注者で稼働している基幹系（マイナンバー系）ネットワークを使用し、

システムを構築すること。併せて住基システムとの住基情報の連携を可能とする

こと。連携及び連携情報の反映については自動で行うが、手動で任意のタイミン
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グでの更新も可能とすること。また、発注者で稼働している健康管理システムの

健診情報等との連携を拡張可能な仕様であること。 

※詳細は、「５ 他システムとの情報連携」を参照。 

（３）厚生労働省へ提出する統計資料、千葉県指定の送致書、要保護児童等の援助、

要保護児童等のケース移管、情報提供書の書式を作成・出力できること。また、

国の要保護児童等に関する情報共有システムとの連携機能を備えること。 

（４）ICT利用環境の変化に応じて、一般的なブラウザに無償で対応可能であるこ 

と。また、発注者の業務環境において正常に動作すること。 

（５）ユーザーの操作ログを保管すること。 

（６）その他機能要件については、「別紙 機能要件」の記載内容を満たすこと。 

 

３ 相談機能に関すること 

 家庭児童相談システムは、家庭児童相談、児童虐待相談及び母子保健相談に関する

相談内容についても入力・管理できる機能を有すること（機能要件は下記のとおり）。 

また、ひとり親相談、DV 相談の拡張が可能な仕様であること。新たに加わるシス

テムについて、別途作業委託契約が必要となるか等については発注者と協議の上決定

する。 

業務種別 業務内容 主な対象年齢 備考 

虐待相談 児童虐待相談 0～18 歳 

必須 
家庭児童相談 

養護相談、保健相談、障害相

談、非行相談、育成相談等 
0～18 歳 

母子保健相談 
乳幼児・妊産婦情報管理、相

談情報管理 

妊産婦 

0～18 歳 

ひとり親相談 
資金の貸付相談、経済的な相

談、生活上の相談等 
18 歳以上 

拡張可能な仕様 

DV 相談 配偶者からの DV 相談 18 歳以上 

（１）各相談業務において、対象となる子ども及びその関係者（保護者、親族、関係

者等）からの相談内容を入力・管理する機能を有すること。 

（２）複数の業務において同一の対象者の相談を入力・管理することができ、同一の

対象者として共有・管理ができること。 

（３）福祉サービスや生活保護等の資格情報の有無が容易に確認できること。 

（４）住基に登録されている世帯番号で紐づく世帯とは別に、居住実態に即した世帯

管理ができること。 

（５）母子保健相談、ひとり親相談及び DV 相談については、業務内容が対応できれ

ば業務種別の名称は問わないものとする。 

 

４ 台帳管理機能 

 対象となる子どもについて、関係情報を台帳として登録すること。 
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（１）氏名・カナ・性別・続柄・生年月日・電話番号・メールアドレス・住所・世帯

区分・福祉サービスの利用状況・生活状況等が管理できること。 

（２）生年月日を入力すると自動的に現在の年齢・月齢表示ができること。 

（３）氏名（カナ）と生年月日及び性別が同じ人物が登録されている際は自動的にチ

ェックし注意を促すこと。 

（４）家族情報画面から、児童や保護者などの世帯員へ画面遷移ができること。 

 

５ 他システムとの情報連携 

 連携するシステムと主な情報種別と主なデータ項目については下記のとおりとす

る。下表に示す情報システムからエクスポートした CSV データを、家庭児童相談シ

ステムへ取り込むことにより情報連携を行えること。 

システム名 主な情報種別 主なデータ項目 備考 

住基システム 

【（株）ディー・エ

ス・ケイ】 

住基情報 

住所・氏名・生年月日・

性別・続柄・宛名番号・

移動日・移動事由 

必須 

健康管理システム

【（株）ディー・エ

ス・ケイ】 

予防接種情報 
予防接種種別、接種日、

接種医療機関等 

拡張可能な仕

様であること 

乳幼児健診情報 
健診の種別、健診日、健

診結果等 

拡張可能な仕

様であること 

（１）連携方法 

   指定したサーバへ保存してある、業務システムからエクスポートされたデー

タを、家庭児童相談システム側から定期的に取得し、バッチ処理により日次

でデータを取り込むことで連携を実現すること。なお、連携に関し必要な事

項は後日発注者と受注者とで協議を行うこととする。 

（２）住民票発行制限情報の連携 

   住基システムから連携されるデータに住民発行制限フラグがある場合、世帯情

報等に反映されること。 

（３）異動管理 

   ケース登録している子どもに関する連携情報に異動（転出入等による住基情報）

が生じた際は、ポータル画面で通知されること。通知対象とする情報は本市と

協議により決定すること。 

（４）ユーザー・権限設定 

   連携情報について、ユーザーごとに閲覧制限を設けることができること。 

（５）健康管理システムとの連携 

導入当初は不要。令和７年に（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設に移

転した際に、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体的

に子ども家庭センターとして運営することを想定しているため、令和７年度に

連携できる拡張が可能な仕様であること。 
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６ データ移行 

 発注者が現行稼働している家庭児童相談システム（ベンダー：（株）北日本コンピ

ューターサービス）から出力された各種情報及び個別管理している各種情報の移行作

業を受注者側において実施すること。移行するデータとおおよその件数は下表のとお

りとする。なお、データフォーム・データ形式は発注者が示すものとする。 

業務種別 件数 主な対象年齢 

虐待・家庭児童相談 約 2,000 件 
氏名、住所、生年月日、経過記録、家族構成

情報、各種支援等情報など 

 

７ ユーザー登録及び環境設定 

 受注者は、発注者の作業場所においてシステム環境の設定を行うこと。設定内容は

次のとおりとし、これらの情報はシステム設定書としてとりまとめて納品するものと

する。 

（１）ユーザー一覧及びユーザーグループ設定（管理者ユーザー・一般ユーザー・所

属グループ等）。 

（２）導入するシステムは最大２０名が同時に接続し利用できること。ユーザー数・

使用端末も同数とする。 

（３）人事異動等によるユーザーID の登録及び削除については発注者で対応可能な

こと。 

 

８ 動作検証 

 各種データの登録及び設定後は、システムが正常に動作するかを検証すること。 

 

 

第 3 章 システム利用環境 

１ サーバ 

家庭児童相談システムは、発注者が管理する仮想基盤サーバに構築すること。構築

可能な OS 及び割当可能な最大値は下表のとおりであるが、構築前に改めて協議する

こととし、デプロイ作業は発注者が行う。 

（１）仮想基盤サーバの諸元 

項目 割当最大値等 

OS Windows Server 2019 Datacenter 

CPU（コア） 6 

メモリ 32GB 

ストレージ 500GB 

ネットワーク 基幹系（マイナンバー系）ネットワーク 

（２）アプリで利用するミドルウェア等 
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家庭児童相談システムに必要なデータベース等のミドルウェアは本調達の範囲と

する。ただし、ウィンドウズサーバクライアントアクセスライセンスは発注者が保有

するライセンスを利用可能である。 

（３）仮想基盤サーバのバックアップ環境 

仮想基盤サーバのバックアップツールによって日時のフルバックアップを取得可

能である。データベースについては、バックアップ前にサーバの任意フォルダにダン

プファイルを保存すること。なお、詳細は契約後に改めて協議する。 

 

２ クライアント環境及びネットワーク 

（１）発注者の業務環境（クライアント） 

項目 環境 

台数 導入時 17台、最大 20台 

OS windows10（LTSC2019） 

CPU corei5 

メモリ 8GB 

ストレージ SSD256GB 

オフィス製品 Office2016 standard 

ネットワーク 基幹系（マイナンバー系）ネットワーク 有線接続 

（２）利用拠点及び端末数 

 ①子育て支援課 

端末数：８台 利用者数：８人(最大で端末数：１０台、利用者数：１０人を想定) 

 ②中央保健センター 

端末数：８台 利用者数：１４人 

 ③印旛保健センター 

端末数：１台 利用者数：７人 

 

 

第４章 運用支援 

 

１ ヘルプデスク 

 導入するシステムの操作方法等の問い合わせ窓口を設置し、電話又はメールでの対

応を行うこと。電話での問い合わせは平日の 9:00 から 17:00 まで対応すること。 

 

２ 障害対応 

 障害時の対応窓口を用意し、データ復旧が必要な場合等重大な事案の際はオンサイ

トで作業すること。 

 

３ 法令・制度改正への対応 
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 法改正対応と帳票レイアウト変更等軽微な対応については追加費用を要しないこ

と。ただし、大規模改正等はこの限りではない。 

 

４ データ引継 

 業務期間終了後に受注者が変更になる場合は、データ移行等に係る発注者作業のサ

ポートを行うこと。なお、引継データ作成費用は本調達に含めるものとする。 

 

５ 操作研修 

 本システム構築後に、運用管理者向けと職員向けに導入した家庭児童相談システム

の操作説明会を、運用管理者及び職員の業務都合に配慮しながらシステム稼働開始前

に最低３回以上実施すること。また、職員の人事異動を鑑み、毎年度当初に職員の業

務都合に配慮しながら操作説明会を実施すること。 

 

 

第５章 その他 

 

１ 費用の参考見積 

本業務の企画提案書の提出に当たり、本仕様書第２章「３相談機能に関すること」

のうちひとり親相談及び DV 相談、また第２章「５他システムとの情報連携」のうち

健康管理システムとの情報連携について、提案時点での拡張費用（構築費用及び保守

費用の総額）を実施要領「８ 企画提案書の提出（３）提出方法」の提出書類④見積

書に参考見積額として本プロポーザルの費用とは別の見積書として作成し、提出する

こと。ただし、拡張費用の参考見積額は、当該プロポーザルの評価の対象とはならな

い。 

 


