
猪名川町戸籍総合システム構築及び運用業務仕様書 

 

1. 目的 

猪名川町の戸籍業務においては業務の効率性・運用管理コストの削減を目的とした安定性の

高いシステムを導入するものとする。 

 

2. 業務概要 

新システムについては、基幹系システムとのデータ連携、既存システムからのデータ移行、

猪名川町の運用に合わせたカスタマイズ、ソフトウェアおよび導入に係る一切の作業を含め、

戸籍総合システム一式（以下「本システム」という。）として導入する。 

本業務の概要は、次のとおりとする。 

（１）現行システムから新システムへ移行するにあたっての業務分析、調査業務 

（２）仕様打合せ、基本設計 

（３）システム構築、パラメータ設定、データ移行 

（４）基幹系システムとのデータ連携の開発 

（５）戸籍コンビニ交付システムの構築 

（６）職員へのシステムの操作研修 

（７）システム保守（ハードウェア・ソフトウェア）、運用支援（ヘルプデスク対応等） 

（８）その他新システム更新に必要な作業 

 

3. 提案要件 

（１）稼働実績 

提案するシステムについて地方自治体における導入実績がある場合は、実績数を別紙

導入実績書に明示し提出すること。 

（２）実施体制 

システム導入するにあたり、作業計画書を作成し、適切な作業管理を実施すること。

また、業務を円滑かつ確実に進めるため、必要なスキル及び経験を有するメンバーを

配置すること。作業管理者は、本業務の推進に責任を負うに足りる知見と業務経験を

有する者を選任すること。本業務遂行に関する本町からの要請、指示、その他日常的

な連絡や確認等は、原則作業管理者を通じて行う。また、作業従事者については、担

当する業務に必要な業務経験を有する者を配置すること。 

 

4. 導入スケジュール 

本システムの導入スケジュールは以下のとおりとしているが、導入までの推奨するスケジ

ュールを有する場合は、別途「推奨スケジュール」を提示するものとし、契約締結後の、導

入までの詳細なスケジュールについては協議を行い決定するものとする。 

 

【導入スケジュール】 

令和４年９月           プロジェクトキックオフ 

 令和４年９月           要件定義、システム設計打ち合わせ 

令和４年１０月～令和５年１月末  システム環境構築・システムテスト 

別紙 1 



令和５年２月中         操作説明会・運用テスト 

令和５年３月１日～       本番稼働 

 

5. 基本方針 

（１）今回導入するシステムは、猪名川町 住民課の戸籍業務を遂行するために、業務全般を

網羅し全ての利用者が効率的に運用できる操作性と快適性を具備する必要がある。そ

のために、初心者に使いやすい操作性を有すると同時に、熟練者も快適に利用できる

高い品質と性能を兼ね備えたシステムを実現するものとする。また、5 年間継続して利

用するために、保守性にも優れ、最新のハードウェア・ソフトウェア環境下での安定

した操作を保証する方式を採用したシステムとする。 

（２）同等人口規模の自治体で安定稼働実績があるシステムであることとする。 

（３）基本情報として新システムへのデータの取込みは以下を対象とし全件取込を行うこと

とする。（令和４年 3月末時点概算数字） 

項目 件数 

現在戸籍数 8,269 戸 

本籍人口 21,492 人 

年間事件数 1,023 件 

年間新戸籍編成数 138 件 

年間新規除籍数 112 件 

年間附票異動件数 3,035 件 

年間戸籍関係証明件数 6,795 件 

除籍改製原戸籍数 12,452 戸 

除籍改製原戸籍枚数 26,099 枚 

人口 29,800 人 

 

6. システム要件 

(１)システム化するデータの範囲 

 現在戸籍および附票 

 除籍改製原戸籍 

 証明発行及び操作履歴データ 

 その他現在のシステムにて保有する全ての関連業務データ（犯歴、操作ログなど） 

 

(２)システムハードウェア及び環境 

①ハードウェア仕様（サーバ等）サーバ関連（本町に設置が必要な場合） 

・ 全てのサーバは、サーバラックに格納可能なラックマウントタイプとすること。 

・ 全てのサーバに無停電電源装置を備え、停電時にも安全にシャットダウンできるよ

うな仕組みとするなど、予想し得る障害に対し可能な限り安全対策を講じること。 

・ サーバのハードディスクについては、RAID 構成とすること。 

・ サーバ本体は本町電算機室内に設置する。サーバラックは当町が用意のものとす

る。 

・ サーバは自動運転により、起動、データバックアップ、終了が行えるなど、予め決

められたスケジュールの予約管理が行えること。ただし、手動による起動、終了も



行えること。 

・ サーバ OSは Windows server 2016 もしくはその同等以上の OS を利用すること。 

 

②ハードウェア仕様（端末・周辺機器等） 

・ クライアント台数は 2台、プリンタ台数は 1台で構成すること。 

・ クライアントの OSについては、Windows10 Enterprise Edition もしくはその同等

以上の OSとすること。シンクライアントを活用する場合は Windows10 Enterprise 

IoT もしくはその同等以上の OS とすること。 

・ クライアントのモニタは 17 インチ以上の液晶ディスプレイとすること。 

・ 戸籍端末の USB ポートなど外部媒体が接続されるポートを使用できない状態とする

こと。ただし、町が指定した戸籍端末の一部ポートのみを限定し、使用できるよう

にすること。 

・ 戸籍端末は、本町以外の環境において動作しない仕組みを講じること。 

・ プリンタは、モノクロレーザプリンタとし、プリンタメモリについては 256MB 以

上、28PPM 以上とすること。 

・ 六瀬連絡所及び日生連絡所に設置されている住記システムとの共有プリンタからも

証明書等が出力できるようにすること。 

・ イメージデータ取り込み用として A4 用紙の取り込み可能なスキャナを設置するこ

と。 

・ 各種プリンタのトナーについて純正品（純正リサイクルトナーは可とする。）を使 

用するものとし、純正トナーの本町への提供価格を機器一覧に、当町のプリンタ台

数分の純正トナーを、記載すること。 

 

(３)機能要件及び導入システムソフトウェア 

 機能要件及び帳票要件は【別紙 2】機能要件一覧において、必須となっている事項を

満たすこと。 

 猪名川町独自機能開発を要しない貴社最新パッケージで構成するソフトとするこ

と。 

 現在戸籍・附票、除籍改製原戸籍、その他戸籍業務において必要となるすべてが同

一のパッケージ内で管理・活用できること。 

 猪名川町に提案するオプションソフトがある場合は、構成に含めてその旨を明記す

ること。 

 猪名川町が予定しているシステム化する業務が行えるソフトのすべてを含むものと

し、追加発注などが発生しないようにすること。(住所辞書・漢和辞典ソフトなどの

業務用データベースも含む) 

 人口動態、５８条通知、各種通知の管理ソフトを含めること。 

 除籍、改製原戸籍（平成改製原戸籍を含む）の管理システムを含めること。 

 犯歴データを管理でき民刑事項の管理ソフトを含めること。 

 法務省副本データバックアップに対応するソフトを含めること。 

 令和 2年度に改修済みの改正戸籍法及びデジタル手続法に関するソフトウェアを含

めること。 

 

(４)他システムとの連携 

① 住民記録異動データの附票への連携 

住民記録システム上の本籍人の住所異動を、戸籍システムで連携のアクションを起こ



させる命令（操作）をした後、戸籍の附票へ自動で反映できるようにすること。 

② 非本籍人の戸籍届書入力時の参照連携 

戸籍の届書入力時に、非本籍人かつ住所人の情報を参照し、入力できるようにするこ

と。 

  ③ 戸籍コンビニ交付システムとの連携 

    現在当町でサービス提供を行っている戸籍コンビニ交付システムについても、戸籍

システムと同時に構築するものとする。サービス提供時間は土日祝祭日含む 6:30～

23:00 とする。 

1.戸籍コンビニ交付システム対象証明書 

・戸籍全部事項証明書（町外住所人含まない） 

・戸籍個人事項証明書（町外住所人含まない） 

・戸籍附票の写し（町外住所人含まない） 

2.休日･時間外戸籍発行抑止システムの構築 

・法務省の基準に準拠し、休日時間外の戸籍届出書受領に対して、該当戸籍の発

行抑止処理が行なえるシステムとすること。 

・抑止処理された該当戸籍は、戸籍システム上で保留設定状態になること。 

・戸籍システムでの処理によって、発行抑止は解除されること。 

④ 連携費用 

    上記①～③の連携及びシステム構築に伴い、住民記録システムベンダからの連携 

が必要な場合は、住民記録システムベンダから見積を徴収し、提案価格に含める 

こと。 

【問い合わせ先】 

NEC ネクサソリューションズ株式会社 

 関西支社 公共ソリューション営業部 

福田様 

電話：06-6945-3617 

 

(５)稼働後のハードウェア及び運用保守 

 ハードウェア保守契約を結ぶことで、本庁開庁期間中（業務時間中）は故障対応な

どのメンテナンスサービスが契約内で受けられるものとする。 

 毎年度の一定額の契約により戸籍システムパッケージソフトの機能強化を定期的に

実施すること。 

 戸籍業務全般（ハード障害、操作問合せ、基準書内容、消耗品発注等）に関して、

問い合わせ可能な電話窓口を設け猪名川町の戸籍業務のサポートが可能な体制を維

持すること。 

 上記ヘルプデスクについては、平日（年末年始除く）の 8:30 から 17:30 までを標準

開設時間として対応すること。 

 システムベンダの変更があった際の導入時については、稼働日の前後 2週間程度は

猪名川町に常駐のうえ、運用設計及び稼働フォローに当たること。 

 法務局への提出書類など、戸籍システムの認容申請に必要な支援を行うこと。 

 下記の内容を迅速に行える仕組みを構築すること。 

(ア)市町村合併や行政区画変更などで日々変化する全国住所辞書の更新 

(イ)最新の文字フォントを漢字辞書へ追加登録する為の文字フォント更新 

(ウ)猪名川町活用の帳票レイアウト更新 

 他市町村で運用上新たに発生した文字に関しては、契約内で猪名川町へ提供できる



こと。 

 

7. データ移行及び変換作業 

(１)現在の戸籍システムとして管理されているデータについては、全て正確にもれなく新

システムに移行し、搭載すること。また移行に際しデータ変換が必要となる場合は、

法務省の基準書ファイルに準じた形式での猪名川町を介した受け渡しを前提とする。 

(２)現在戸籍・附票（電算化後除籍含む）は、猪名川町が提供するデータより受託者が変

換を行い、全件目視での照合を実施し、照合後の帳票を猪名川町に提出すること。 

(３)除籍改製原戸籍イメージデータは、猪名川町が提供するデータより受託者が変換を行

い、全件目視での照合を実施し、照合後の帳票を猪名川町に提出すること。 

(４)除籍改製原戸籍索引データは、猪名川町が提供するデータより受託者が変換を行い、

全件目視での照合を実施し、照合後の帳票を猪名川町に提出すること。 

(５)その他付帯業務 

・データ変換作業に関連し、戸籍、附票の異動分コピーが必要な場合、受託者は、異

動分のコピー作業及び異動コピー抜け漏れチェックを行うものとする。 

・受託者は、作業開始より稼動までの異動滞留分の追いかけ入力処理のすべてを行う

ものとする。 

・上記支援作業は、すべて猪名川町庁舎内での作業とし、受託者が庁舎外へ持ち出し

て作業することは一切禁止する。 

(６)変換されたデータは全件照合で運用可能なデータ精度を保障すること。万が一瑕疵担

保期間を過ぎて、変換された納品データに疑義が生じた場合、受託者は誠意を持って

対応すること。 

(７)データ移行に際し、現在の戸籍システムで使用している文字については、移行後のシ

ステムにおいても他文字への集約やフォントイメージの変更がないようにすること。 

(８)移行に伴い発生する現行ベンダーからのデータ抽出費用については、現行戸籍ベンダ

ーより見積を徴収し、提案価格に含めること。 

【問い合わせ先】 

富士フイルムシステムサービス株式会社 

     公共事業本部 関西支店 営業 2課 

森川様 

電話：06-6225-0390 

 

8. テスト要件 

(１)システムテストの実施 

 実施計画を作成し、テスト開始に先立って承認を得ること。 

 すべての設定作業が完了した後、納入物が問題なく稼動するかどうかを確認するた

めのシステムテストを実施すること。 

 各種テスト完了後に、実施結果を提出し、承認を得ること。 

 

(２)運用テストの実施 

 運用テストに際しては、要件定義等の打合せで決定した運用事項について、検査の

基準となる評価事項、テストシナリオ、テスト項目を定めた運用テスト仕様書を受

託者が作成し、当町の承認を得ること。 



 運用テストに際しては、本番と同等のデータを用意すること。 

 運用テストの開始までにテスト実施者を対象に操作研修を行うこと。 

 運用テストの結果、納入物の全部又は一部が不合格であった場合は、受託者は直ち

に納入物を引き取り、正常に稼動するものを当社の指定した日時までに納入し、稼

働を確認すること。 

 

9. 操作研修 

 本稼働前に、住民課職員に対し、システム操作研修を実施すること。 

 職員がシステムを利用するために必要な研修用テキストを紙で用意し提供するこ

と。 

 操作研修は、窓口終了後を予定しているが、別途協議のうえ決定するものとする。 

 操作研修は、住民課内にて実施するものとする。 

 

10. 業務終了後のデータ消去 

本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約の終了事由の

如何を問わず、本業務が終了となる場合には、本業務を遂行できるよう必要となる措置に

ついて誠実に対応をすること。また、本業務が終了した際には、提供を受けた資料、デー

タ（委託者固有のデータを含む。）等について速やかに返還すること。また、窓口端末、

記録された資料、データ等の全てを完全に消去するとともに、データ消去の証明書を提出

すること。なお、詳細な作業内容及び本契約内での作業対応範囲は協議の上、決定するこ

ととする。 

 

11. セキュリティ要件 

本システムは、機密性、秘匿性の高い情報を管理するため、関係法令及び猪名川町セキ

ュリティポリシー等を遵守するとともにセキュリティに関する機能として、以下の要件を

備えること。また、受注者は、適切なセキュリティ対策を講じること。合わせて本システ

ム導入作業に関してもセキュリティ対策を行うこと。 

(１)セキュリティ対策 

内外からの不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正

利用等を防止するための対策を講じること。また、継続的にセキュリティが維持され

るように取り組むこと 

(２)本システム導入作業に関する管理 

本業務の遂行にあたり、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、個人情報の保護に関する法律、猪名川町個人情報保護条例を遵守す

ること。 

(３)権限管理 

ID・パスワード等により識別を行う機能を設けること。本システムへのアクセス制御

を行う機能を設けること。アクセス許可されたユーザーに対して、権限管理を行う機

能を設け、グループ別に操作権限アクセス権限を設定できること。 

(４)ログ 

アクセス履歴の管理を可能とし、システムログ及びアプリケーションログを取得、保

存、分析、報告する機能を設けること。ユーザーの操作ログを収集し、不正利用を抑



止する効果と万が一の事故発生時の原因特定ができること。取得したログの漏えい、

改ざん、消去、破壊等を防止できる機能として、バックアップを実施すること。ログ

の保存期間は協議の上決定すること。 

 

12. 成果物 

本業務の完了時に下記を成果品として納品すること。なお、納品の方法・納品形式は紙

及び電子媒体とする。 

  （１）全体計画書 

  （２）工程表 

  （３）要件定義書（打合せ書） 

  （４）打ち合わせ議事録 

  （５）システム構成図 

  （６）システム設定書 

  （７）システムテスト結果報告書 

  （８）業務完了報告書 

 

13. 機密保持 

  本業務の実施の過程で発注者が開示した情報（公知の情報を除く。以下同じ。）、他の

事業者が提示した情報及び提案者が作成した情報を、本業務の目的以外に使用または第三

者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。受

託者は、本業務を実施するにあたり、発注者から入手した資料等については適切に管理す

ること。 

 

14. 契約不適合 

検収完了後、完了後１年以内に、当業務について受注者の業務上の過失に起因する仕様

書との不適合が発見された場合は、無償でその不適合を補正する。 

 

15. その他 

(１)業務の全部を第三者に一括再委託してはならない。ただし、一部の業務について再委

託する必要がある場合は、発注者の承諾を受け、本仕様書の内容を再委託者に遵守さ

せることとし、発注者に通知すること。 

(２)契約及び規則に基づく指示に従い業務を実施すること。また、業務を遂行するにあた

り、関係法令等を遵守して実施すること。 

(３)発注した業務についての立入検査を実施することができる。また、受注者はこの検査

に協力しなければならない。 

(４)本仕様書の内容に違反し、損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。 

(５)本仕様書に定めのない事項については、両者で協議して決定する。 

 

 

 

以上 


