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Ⅰ．情報提供依頼の概要  

  

１．件名  

  

 くすのき広域連合介護保険システム再構築に係る情報提供依頼  

  

２．背景と目的  

くすのき広域連合（以下「本広域連合」という。）では、平成 15年 4月に介護保険

システム（以下「現行システム」という。）を導入し、平成 20年度（平成 21年 3月

末）で使用期限を迎える段階でシステムの再構築について検討しましたが、システム

入れ替えに伴う作業負荷とリスク等を鑑み、同システムのバージョンアップにて対応

し現在に至っています。 

現行システムは今年度末（平成 27年 2月末）にてその使用期限を迎えることとな

り、次期システムについての再検討を実施しています。 

本情報提供依頼は、システムの再構築に必要となる機能や当該機能を実現させるた

めの方法及びそれらに係るコスト等について、事業者から現実的かつ具体的な情報を

収集し、今後、実施を予定している調達仕様の作成の際に参考情報として活用させて

いただくために実施しているものです。 

 

３．提供して頂きたい資料 

 会社案内資料 

 システム紹介資料（システムのパンフレット等） 

 システム提案資料（７．ご提案いただく項目・内容に従って作成してください） 

 概算見積書（８．ご提案いただく見積書への記載要領に従って作成してください） 

 業務機能対応表（【別添資料１．】に対応可否を追記して提出してください） 

   
４．提出期限 

平成 25年 11月 11日（月）17:30まで 

 

５．提出方法 

持参、郵送、電子メールなど（添付ファイルが大容量にならないように配慮してく

ださい） 



 

2 

 

 

６．提出先 

お問い合わせ窓口（※末尾に記載）と同じ。 

 

７．ご提案いただく項目・内容 

ご提案いただきたい項目と内容を以下に示します。 

項番 項目 内容 

1.会社概要 

  

1.1  貴社の概要 代表者氏名 

・設立年月日 

・資本金 

・前年度売上 

・事業所 

・事業内容 

・従業者数：役員、社員、契約社員、派遣社員、パ

ート・アルバイト 

     （内数 技術者数、自治体担当者数） 

1.2    認証・認定 貴社の取得している認証・認定等 

1.3   導入実績 これまでに実施した自治体関連の導入実績を記述

してください。 

2.提案システムの概要 

  

2.1    基本的な考え方 システム化における基本方針等を記述してくださ

い。 

2.2   全体概念 提案パッケージシステムの全体的なコンセプトと特

徴を記述してください。 

2.3   業務体系 提案システムの業務体系を図で表してください。 

2.4   将来構想 電子政府や電子自治体を見据えた提案システム

の将来構想を記述してください。 

また、「地域情報プラットフォーム」や「マイナンバー

制度」への対応についても記述してください。 

2.5     法改正・制度改正への

対応 

法改正・制度改正時のシステム改修の考え方を記

述してください。 

また、過去の主要な法改正・制度改正時にどう対

応したか（費用の考え方）を記述してください。 

2.6    全体的なコストについて

の考え方 

カスタマイズに関する費用の考え方や、機能追加・

バージョンアップに対する考え方を記述してくださ

い。 

2.7    セキュリティに対する考え

方 

技術的・物理的・人的セキュリティについて考え方

を記述してください。 

2.8    操作性 操作性の特徴について記述してください。 

2.9    データ連携 他業務のシステムとのデータ連携に関する考え方

を記述してください。 

2.1 ＥＵＣ機能 職員の必要とする情報を必要な時に簡単な操作で

抽出し、利用する為の方法を記述してください。 

2.11 アプリケーションのセキュ アプリケーション側でのセキュリティ対策について
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リティ対策 記述してください。 

2.12 開発手法 開発手法について記述してください。 

3.ハードウェア 

  

3.1    機器構成 システム構成図とシステム構成の特徴を記述してく

ださい。 

3.2     機器の特徴 導入機器の特徴を写真や図、仕様等と合わせて説

明してください。 

3.3    障害対策 システム障害に関する対策について記述してくだ

さい。 

3.4    セキュリティ対策 ハードウェア上でのセキュリティ対策について記述

してください。 

4.ソフトウェア 

  

4.1    業務の概要・機能 業務におけるシステム概要、機能、入出力（画面内

容、画面遷移、出力帳票等）を提示してください。 

4.2   業務の流れ等 業務のフロー及び、年間を通じた業務スケジュー

ル等を提示してください。 

5.導入・移行 

  

5.1   スケジュール 全体スケジュールと、業務スケジュールを記述して

ください。 

5.2   データ移行について データ移行に関する考え方や方法、役割等につい

て記述してください。 

5.3   データ移行体制 データ移行時の体制について記述してください。 

5.4   教育・訓練 新システムの操作訓練や操作マニュアル等につい

て記述してください。 

6.運用・保守 

  

6.1    運用に関する考え方 新システムにおけるシステム運用の方法（バッチ処

理、帳票発行、大量帳票印刷等）について記述し

てください。 

6.2    安定稼動に関する考え方 システム導入後に安定した業務が遂行できるため

の対策や、トラブル発生時の対処方法等について

記述してください。 

また、サービスの品質の保証内容（ＳＬＡ）について

記述してください。 

6.3    ソフトウェア保守 ソフトウェア（アプリケーション）の保守に対する考え

方及び体制について記述してください。 

6.4    ハードウェア保守 ハードウェアの保守に対する考え方及び体制につ

いて記述してください。 

6.5    導入後のサポート システム導入後のサポートについて記述してくださ

い。 
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８．ご提案いただく見積書への記載要領について 

以下の点に留意し、見積書を作成してください。 

分 類 費 目 備 考 

1.システム導入費 

（当初費用） 

1-1.ソフトウェア導入費用 

 

 パッケージ費用（月額利用料

の場合 60 ヶ月分で算出して下

さい） 

 基本・詳細設計書作成、カス

タマイズ、追加開発等に係る

費用 

 システムの導入・設定・検

証、試験運用等に係る費用 

 システム連携に係る費用 

1-2.ハードウェア導入費用 
 機器導入費用 

1-3.データ移行費用 
 原則、現行システムの全デー

タを移行します 

※新システムのサポート終了時

に次のシステムへのデータ移

行支援も含みます。 

1-4.ユーザー研修等費用 
 業務システム利用研修等に関

わる費用。操作マニュアルの

作成を含む 

2.システム維持費 

単年度費、5年累計費

の 2種類で提示して

下さい。 

※初年度は稼動月か

ら年度末までの分と

します。 

最終年度は 5ヵ年が

終了する月までとし

ます。 

2-1.ソフトウェア保守料 

 

 ソフトウェアの維持に係る費

用 

※法改正対応、パッケージシス

テムバージョンアップ等に係

る費用等も含む。 

2-2.ハードウェア保守料 
 機器の維持に係る費用 

2-3.サポート費用 
 プロジェクト管理、打合せ協

議等に係る費用、運用サポー

ト（電話・メール対応）、ヘル

プデスク等に係る費用 

3.システム運用委

託費 

3-1.システム運用委託費  システム処理委託 

 帳票印刷委託 

【別添資料 2.】【別添資料 3.】

を参照して費用を算出してくだ

さい。 

 

※上記に含まれない費用が発生する場合は追加していただいて結構ですが、その費

用についての説明を必ず載せてください。  
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９．現行業務機能への対応可否について 

【別添資料１．】に記載している現行業務機能について、新システムで実現可能か否か

を回答してください。 

 

回答する方法は下記としてください。 

 

・「○」 パッケージ標準機能で実現可能、又は 代替機能により実現可能。 

・「△」 カスタマイズにより実現可能。 

・「×」 実現不可。 

 

１０．ご提案いただいた情報等の取り扱いについて 

提案いただきました情報等は、次のとおり取り扱うものとします。 

 本情報提供依頼は、介護保険システムの再構築に関する知識や技術・予算規模等に

ついて、広く情報を得るための手段として実施しているものであり、契約を前提と

したものではありません。また、今後の調達に関しても、利益・不利益は一切発生

いたしません。 

 情報提供いただいた事業者に対し、後日、資料等の内容について照会又は追加資料

の提供をお願いする場合があります。 

 提供いただいた資料等については、貴社に断りなく第三者への配布は行いません。 

 ご提供いただいた資料等につきましては返却いたしません。 

 

１１．本情報提供依頼に関するお問い合わせ等 

 本情報提供依頼に関する質問の受付及び回答は、原則メールにて行います。 

（メール以外でのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。） 

 お問い合わせ先は、末尾に記載している「お問い合わせ窓口」までお願いいたしま

す。 

 

尚、質問・回答に関する書式は定めておりませんが、件名に必ず「介護保険システ

ムＲＦＩに関する質問」を記載していただきますようお願いいたします。 
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Ⅱ．システム概要  

  

１．基本要件 

新システムの基本要件を次に示します。  

 

(1) パッケージソフトウェアの導入  

ソフトウェアは自己開発せずパッケージソフトを導入します。 

原則ノンカスタマイズで導入しますが、パッケージ機能で実現できない場合は、

代替機能、機能改善、運用対処等の対応策を取るものとし、本広域連合独自のカス

タマイズは最小限に抑えるものとします。 

 

(2) 法・制度改正対応 

「社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）」対応に向け、個人番号及び法人

番号の登録、関連付け、管理など、介護保険業務においてのマイナンバーの利用が

発生する場合は対応可能であること。 

但し、当該機能の実装時期についてはマイナンバー制度の施行の状況によるものと

します。 

その他、介護保険業務に関わる関連法令、制度等に改定がある場合、容易且つ迅

速に対応できる仕組みを提供してください。 

 

(3) 運用アウトソーシング 

日次、月次、年次処理や帳票の印刷等についてはシステム導入事業者への委託

（包括委託）を行うことを想定としています。 

 

２．導入スケジュール 

開発期間、テスト期間、データ移行期間、並行稼働期間、本番稼働時期、等は、本

要件を十分に満たし、安全且つ確実に新システムへ移行できる実現可能な期間を提案

してください。 
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３．再構築対象業務  

新システムの対象業務は以下の通りです。  

※要介護認定業務は含みません 

※業務の詳細内容は、【別添資料１．】を参照してください。 

 

 

４．連携対象システム  

以下の情報について連携を行っています。 

 

 

 

  

№ 業務 
現行システム 

（担当 ITベンダー） 

1.  介護保険業務 
介護保険システム 

（日本電気株式会社） 

№ 連携データ 連携先 

1.  住記情報 守口市 

門真市 

四條畷市 

2.  税情報 守口市 

門真市 

四條畷市 

3.  国保情報 守口市 

門真市 

四條畷市 

及び 

国保連 

4.  後期高齢者医療情報 大阪府広域連合 

5.  生活保護情報 守口市 

門真市 

四條畷市 

6.  障害福祉情報 守口市 

門真市 

四條畷市 

7.  給付情報 国保連 

8.  要介護認定情報 要介護認定支援システム 

（富士通株式会社） 

9.  統計情報 大阪府 

厚生労働省 
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Ⅲ．システム機能要件  

 

１．新システムの共通機能  

(1) オンライン検索機能  

様々な条件での検索を可能とします。ほか、事務処理上の必要性に応じた業務固

有の検索も可能とします。業務共通の具体的な検索機能としては、氏名（漢字、カ

ナ）の一部検索、住所検索、生年月日検索、あいまい検索、過去の名称及びこれら

の複合検索を実現してください。 

また、清音処理を実装した柔軟なキー検索を可能とします。 

(2) ＥＵＣ機能  

業務において随時必要となる統計資料報告資料等の非定形帳票について、その

都度プログラムを作成し出力するのではなく、職員自らが簡易な操作で必要なデ

ータをシステムから取得し、編集・加工可能なＥＵＣ機能を実装してください。 

 ＥＵＣ利用時にシステムから取得するデータは、データの特性に応じた利用制

限等のセキュリティ対策を講じてください。 

 運用開始時において必要と考えられるデータベースの抽出パターンを構築して

おいてください。  

(3) バッチ管理  

バッチの実行状態、実行結果、実行履歴等を管理してください。 

バッチジョブ実行に伴う帳票は各課及び企画課情報係での出力を可能にしてくだ

さい。  

(4) ヘルプ・ガイダンス機能  

共通画面又は業務画面から、簡易な操作で直接必要なヘルプ・ガイダンスを表示

するなど、職員のシステム操作を支援する仕組みを提供してください。 

(5) 履歴管理  

情報を更新した場合は更新前の情報を履歴として記録し、更新履歴を確認するこ

とができる機能を設けてください。また、「やり直し」等の機能があれば提案して

ください。  

(6) 証跡管理  

全てのサブシステムにおいて、システム管理者によるシステム操作記録（ログ

イン情報アクセスログ等）個人情報の閲覧記録等の証跡を管理する機能を設けて

ください。  

(7) 外部システム連携機能  

現在、現行システムと連携して運用している本広域連合所有のシステム及び外部

のシステムとは、現在と同様の連携を行ってください。 
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特に文字（外字含む）については 3市で扱う全ての文字が対応できるようにして下

さい。 

 
２．業務機能要件  

現行システムにおいて運用している機能については、原則として新システムでも実現

するとともに、現行システムが抱えている課題について、新システムにおける対応策を

本広域連合と十分検討のうえ、機能（帳票・画面）の追加拡充等を行えるよう提案して

ください。 

業務の詳細内容は、【別添資料１．】を参照してください。 
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Ⅳ．ハードウェア要件  

  新システムのハードウェア要件を次に示します。  

 

１．サーバー要件 

 サーバーの性能要件は、新システムの安定稼動が担保できる機種を選定してく

ださい。 

 システムの安定稼動に必要な装置（バックアップ装置、無停電電源装置、等）

を提案してください。 

 スペックは後述「資料４．ハードウェア調達数量」を参照してください。 

 

２．クライアント PC要件  

 クライアントは通常の Windowsパソコンを利用します。 

 クライアント PCの性能要件は、新システムの安定稼動が担保できる機種を選

定してください。 

 台数は後述「資料４．ハードウェア調達数量」を参照してください。 

３．プリンター要件 

 プリンターの性能要件は、新システムの運用に必要な機能を備える機種を選定

してください。 

 台数は後述「資料４．ハードウェア調達数量」を参照してください。 

 

４．ネットワーク要件 

 ネットワークについては、既設の回線・機器を利用します。 
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Ⅴ．ソフトウェア要件  

  

１．ソフトウェア構成  

新システムで使用が想定される主要ソフトウェア構成を全て提案してください。  

   

２．対象ソフトウェア  

新システムの運用に必要な、データベースソフトウェア、運用管理ソフトウェア、ウ

ィルス対策ソフトウェア、パッケージソフトウェア（ライセンス料含む）、その他必要

なソフトウェアを調達、導入し、各種必要な設定、調整作業及び保守を行ってください。 

確実な保守対応を実現するため、ソフトウェア保守については製造元メーカーと保守

契約を締結し、運用開始から最低 5年間のメーカーサポートが受けられるよう提案して

ください。  
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Ⅵセキュリティ要件  

 

１．個人情報保護 

個人情報の取扱いはくすのき広域連合個人情報保護条例等の個人情報関係法令を

遵守してください。 

 

２．ウィルス対策 

ウィルス対策ソフトウェアを導入してください。また、パターンファイルデータ

の更新方法についても明記してください。 

  

３．権限 

各ユーザーの役割に応じて、必要最小限の操作しかできないように配慮し、操作

ミス情報漏えい等の危険性を低減してください。人事異動等によるユーザーの役割

変更が容易に対応できること。  

尚、サプリカントソフト等の認証ソフトウェアなども提案に盛り込んでくださ

い。 

 

４．情報セキュリティ対策 

新システムの構築及び運用期間において、次のセキュリティ対策を施してくださ

い。  

① 機密情報の暗号化  

② 機密情報へのアクセス制御と情報漏えい防止  

③ 監査とログ記録本業務で利用するシステムの操作履歴等の各種ログを確実に記

録してください。  

尚、クライアントの運用管理ソフトウェアなども提案に盛り込んでください。 
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Ⅶ．データ移行要件  

現行システムで管理しているデータは原則全件を移行対象とします。 

データを正確かつ効率的に新システムへ移行するため、移行実施体制と役割、シ

ステム移行スケジュール、移行環境、移行方法、移行ツール等の詳細について検討

のうえ、移行実施計画を定めた移行計画書等を作成してください。  

 

Ⅷ．職員研修要件  

 新システムに一刻も早く慣れるため、契約後速かにパッケージの標準システムを操作

体験できる環境を構築してください。  

  

  

Ⅸ．運用サポート要件  

新システムにおける問い合わせの受付・対応を実施してください。 

 業務時間中（9:00～17:30）は、各種問い合わせに迅速に対応できるよう体制を

構築してください。 

 本広域連合からの問い合わせ、障害対応依頼などの窓口を一本化し、迅速に対

応できる体制を構築してください。 

 問い合わせ内容に対する技術相談及び問題解支援を問い合わせ先に返答するこ

とに加えて、障害の一次切り分けを行ってください。 

 受け付けた問い合わせは、その内容及び回答を管理し、定期的に本広域連合に

報告してください。 

 

Ⅹ．保守管理要件  

新システムの保守管理要件を次に示します。  

１．障害管理  

発生したシステム上の障害に関し、次のとおり対応を実施してください。  

 発生したシステム上の障害は迅速に本広域連合に連絡してください。  

 原因箇所を特定し、障害解決に資するシステム修正を実施してください。また、

修正方針、方法等に係る根拠について、本広域連合へ説明を行い、承認を得る

こと。 

 システム修正内容に対するテスト実施計画を策定し、テスト系環境において動

作確認を行ってください。 

  本番環境へのリリース及び動作確認を行い、本広域連合へ作業報告を行ってく

ださい。 

  

２．データ調査及び修正対応  

本広域連合からの依頼によるデータ調査、及び パッチデータの適用作業を実施

してください。  



 

14 

 

  

３．課題管理  

システムに生じたバグや問題・課題を管理し、対応方法について本広域連合と協

議・検討してください。  

  

４．リリース管理  

アプリケーションソフトの変更履歴について、本番環境にリリースされた全ての

システムの変更内容を管理してください。  
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Ⅺ．システム運用委託要件  

  

日次、月次、年次、随時の各バッチ処理や外部とのデータ連携などのシステム処理、

帳票印刷等処理について委託を行います。 

次に、委託を行う上での留意事項を記します。 

１．システム処理について 

＜作業員に関する事項＞ 

 専任担当者を１名以上設置してください。 

担当者が休暇等の場合は代わり者をたてること。 

 作業員は新システム（介護保険システム）について理解しており、本広域連合

の職員から操作等について質問された場合、的確に回答ができるようにしてく

ださい。 

 作業員はＩＴに関する一般的な知識を有し、 Windowsや Officeソフト等に関す

る本広域連合職員からの質問についてある程度回答できるようにしてください。 

＜作業内容に関する事項＞ 

 作業場所は原則本広域連合本部とします。 

 作業内容は本広域連合職員の指示に従って実施してください。 

 外部とのデータ連携等は外部との連携仕様やスケジュール等に従って実施して

ください。 

 作業内容の詳細については【別添資料 2.】を参考に新システムでの機能を考慮

して決定します。 

 

２．帳票印刷処理について 

 バッチ帳票の印刷、裁断、封入(封緘)作業を外部に委託します。 

 帳票の種類については【別添資料 3.】を参考に新システムでの出力帳票を考慮

して決定します。 

 

３．その他 

 作業中に障害が発生した場合は速やかに本広域連合職員に報告してください。 

 作業状況を本広域連合職員へ定期的に報告してください。 

（報告内容、頻度等については別途協議のうえ決定します） 
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資料１．拠点数 

№ 部署 所在地 

1. 本部 守口市保健センター内 

2. 守口支所 守口市役所内 

3. 門真支所 門真市役所内 

4. 四條畷支所 四條畷市役所内 

 

資料２．職員数 

№ 部署 正職員 非常勤職員等 

1. 本部 18名 7名 

2. 守口支所 9名 3名 

3. 門真支所 11名 5名 

4. 四條畷支所 6名 1名 

 

資料３．業務件数 

項目 件数 単位 測定基準日 

被保険者数 83,823 人 H25.8.31 

納付書発行件数 40,000 件／年間 H25年度見込 

特別徴収対象者数 71,744 人 H25.9月 

口座振替対象者数 3,155 人 H25.7.31 

督促件数 50,617 件／年間 H24年度 

催告件数 9,909 件／年間 H24年度 

要介護認定者数 16,533 人 H25.8.31 

高額介護/支援サービス費支給件数 32,281 件／年間 H24年度 

福祉用具購入費支給件数 1,486 件／年間 H24年度 

住宅改修費支給件数 1,379 件／年間 H24年度 

受領委任払い件数 12,292 件／年間 H24年度 

償還払支給件数 

福祉用具 

＋ 

住宅改修 

件／年間 H24年度 
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資料４．ハードウェア調達数量 

タイプ 数量 備考 

サーバー 必要台数 参考スペック： 

OS:WindowsServer2008R2 

CPU：ｲﾝﾃﾙ®Xeon®ﾌﾟﾛｾｯｻ 2.3GHz 

以上 

ﾒﾓﾘ：8GB以上 

HDD:500GB以上、RAID-1以上 

その他、ﾓﾆﾀｰ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ等必要

な周辺機器 

無停電電源装置（1,500VA） 必要台数 参考スペック： 

常時商用方式 

1,200W 

バックアップ装置 1台 LTOカートリッジタイプ等 

業務端末（ノート PC） 28台 参考スペック： 

OS:Windows7 

CPU：ｲﾝﾃﾙ®CORE-i5、2.7GHz 

ﾒﾓﾘ：4GB 

HDD:300GB 

その他、マウス等必要な機器 

プリンター(LBP or ドットプリンタ) 12台 システムの全帳票が印刷可能

な機種を提案してください。 

必須要件： 

有線 LAN搭載 

A3対応 

コンビニバーコード印字対応 

高速プリンター 1台 年次処理で発生する大量帳票

の印刷が可能な機種。 

必須要件： 

有線 LAN搭載 

コンビニバーコード印字対応 

 

 

資料５．ソフトウェア調達数量 

タイプ 数量 備考 

業務システム用クライアント PCライセン

ス 

28 ﾗｲｾﾝｽ サーバライセンスであればそ

の旨を明記してください。 

Microsoft Office Standard 2013 28 ﾗｲｾﾝｽ ｲﾝｽﾄｰﾙﾒﾃﾞｨｱ 1 ｾｯﾄ含む 

ウィルスソフト（クライアント用） 28 ﾗｲｾﾝｽ 5年間の更新ﾗｲｾﾝｽ含む 

ウィルスソフト（サーバ用） 必要数 5年間の更新ﾗｲｾﾝｽ含む 

その他、必要なソフトウェアを提案してください。 
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資料６．その他資料 

 

以下の各資料につきましては、別途提供させていただきますので、下記お問合せ窓口宛に

ご連絡ください。 

 

 

【別添資料１．】現行業務機能一覧 

【別添資料２．】介護保険システム作業一覧 

【別添資料３．】出力帳票一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ窓口 

くすのき広域連合 総務課 担当（増田、清水） 

住 所 ：〒570-0033 

守口市大宮通１－１３－７ 守口市市民保健センター３階 

電 話 ：06-6995-1516（総務課） 

メール ：kusunoki@mkc.zaq.ne.jp 

対応時間：平日 9:00～17:30 


