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第１章 総 則 

１ 件 名 

勤怠管理システム構築業務 

２ 目 的 

札幌市交通局（以下「委託者」という。）の高速電車事業の勤怠管理シス

テムは、職員がExcelで作成したものを使用している。その為、職員が異動

または退職した場合、勤務割のルールなどが継承されない事態になることや、

変更する場合、人力により多大な労力を費やす必要があり、職員に負担が掛

かっているのが現状である。事業継続のためにも、勤務割のルールなどの長

年継承されてきたルールをシステム化し、後の世代まで継承できる仕組みを

構築することが最大の目的である。 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和3年3月31日まで 

４ 本件の範囲 

新システムの開発にあたっては、業務処理の更なる効率化、最適化を目的

とし、以下の作業を行う。 

（１） システム設計、開発 

要件定義、新システムの基本設計、詳細設計、プログラム作成、実

行テスト、データ移行、並行処理・運用テスト、システム運用設計等

の開発に関わる作業を行う。 

（２） システム導入及び調整 

新システムを委託者が指定した場所への導入及び付随するシステ

ムの調整、環境整備の作業を行う。また、南北線、東西線、東豊線別

に合わせた環境を調整、整備する。 

（３） ドキュメント作成及び取り出し 
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システム開発、導入及び調整、システムの操作方法や保守運用に至

るドキュメントの作成を行う。 

（４） 職員研修の計画及び実施 

対象職員に対して必要となる研修、資料の作成を行う。 

５ システム開発の前提条件 

新システムの開発に当たっての基本的な考え方を以下に示す。 

（１） 制度改正等に柔軟に対応する管理体系の整備 

制度改正による勤務管理業務の変更等に対して、パラメータの設定

変更等により軽微な変更については職員で対応できるなど、可能な限

り柔軟な運用ができるシステムとすること。 

（２） 開発期間中の制度改正 

開発期間中において制度改正等が発生した場合、その改正内容も新

システムへ反映させること。 

（３） 各種制度等改正 

各種法改正により、システムで管理している情報の変更が必要とな

った場合は、速やかに委託者と協議のうえ対応すること。 

６ 資格要件 

（１） 納入実績 

同種同業の履行実績または導入実績があること。なお、証明方法は 

他の企業等への納入に伴う契約書の写しを提出すること。 

（２） 納入体制 

鉄道事業、軌道事業等、交通事業における当該業務の内容や特性、

並びに法令、本市及び委託者の条例と委託者の規則等について十分な

知識、理解、経験を有し、その理解等をもって委託者との調整を円滑

に行い、成果物の確実な納入ができる体制を確保できること。 

（３） 取得資格 

ア ISO 9001 の認証を取得、又は、同等の品質管理体制を確立している
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こと。 

イ 情報セキュリティの徹底を図る観点から、ISMS（情報セキュリティ

管理システム）についてISO/IEC 27001 又は JIS Q 27001に基づく認

証を取得、又は、同水準のセキュリティ管理体制を確立していること。 

７ 著作権 

受託者が持ち込んだパッケージソフトの著作権を除き、この契約の履行の

ために作成した成果物（ドキュメンテーション類、パッケージソフトをカス

タマイズした部分を含む。）はすべて委託者に帰属する。 

８ 機密の保護 

（１） 受託者は本契約に関連し、若しくは付随して新たに知り得た相手方

の機密事項を第三者に漏らしてはならない。 

（２） 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。 

９ 受託者の責任 

（１） 受託者は、この契約による事務の完成について、法律上及び財政上

の受注者としてのすべての責任を負うものとする。 

（２） 受託者は、その使用人に対し、法律に規定された使用者としての全

ての義務を負うものとする。 

（３） 受託者は、業務の遂行に当たっては、以下の文書に記載された事項

を遵守すること。 

また、以下の文書以外でも本業務の遂行に際して遵守すべき文書等 

が決定された場合には、それらに記載された事項も遵守すること。な

お、遵守すべき文書が変更された場合も遵守すること。 

ア 札幌市個人情報保護条例（平成16年10月4日制定、平成28年12月13

日改正）  

イ 札幌市情報セキュリティポリシー（情報セキュリティ基本方針、情

報セキュリティ対策基準） 
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１０  処理の立会 

委託者は、必要があると認める場合は、委託者の職員を立ち会わせ、委

託者の履行状況の報告を求めることができるものとする。 

１１ 事故発生時の連絡 

委託者は、契約成果物の納期前に事故が生じたときは、遅滞なくその状

況を書面で受託者に連絡しなければならない。 

受託者は、契約締結後、開発体制表と同時に緊急連絡網を委託者に提出

しなければならない。 

１２ 保守責任 

受託者は本システム開発後においても、受託者の責任に基づくと認めら

れる何らかの障害発生については、自己の負担において速やかにこれを修

正しなければならない。 

１３ 職員の教育 

受託者は、システム使用に関連した委託者の職員教育を、履行場所にお

いて複数回行うこと。 

１４ 成果物・図書等 

受託者は、開発体制表及び開発スケジュール表の図書は契約締結後２週

間以内に、また、それ以外ものは電子媒体（正副2枚）に収納し納品する

こと。 

（１） 開発体制表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部 

（２） 開発スケジュール表 ・・・・・・・・・・・・・・・・2部 

（３） 設計書（要件定義・基本・詳細）・・・・・・・・・・・電子媒体 

（４） 取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子媒体 

（５） 試験計画書／績書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・電子媒体 

（６） 進捗状況報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子媒体 



5 

（７） 打ち合わせ等議事録 ・・・・・・・・・・・・・・・・電子媒体 

（８） ソースコード（実行形式）・・・・・・・・・・・・・・電子媒体 

（９） パッケージソフトライセンス類 ・・・・・・・・・・・電子媒体 

１５ 疑義についての協議 

本仕様書の解釈について疑義を生じたときについては、委託者、受託者

の協議に基づき処理すること。 

１６ 履行場所 

（１） 高速電車部 業務課 事務係 

（２） 高速電車部 運輸課 南北線乗務係 

（３） 高速電車部 運輸課 東西線乗務係 

（４） 高速電車部 運輸課 東豊線乗務係 
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第２章 システム開発仕様 

１ 基本勤務計画管理 

各乗務係の乗務員（運転手）の勤務計画の作成及び管理を行う。 

管理する内容は以下の通りとする。 

（１） 仕業（勤務）について 

仕業とは、乗務員が一日乗務する行程をいう。 

乗務員の仕業では、通常交代及び途中交代（時間休暇、定期健診、組

合休暇等で通常交代の途中で他の乗務員と入れ替わることをいう）デ

ータなど、ダイヤに合わせた勤務時間、休憩時間、乗務時間、降車時

間、出庫時間、入庫時間、休憩時間、調整時間等が管理できること。

また、ダイヤ改正及び変更、臨時ダイヤ（年末年始・特別輸送「ドー

ム（東豊）・花火（南北）」ダイヤに合わせた勤務時間、休憩時間等が

管理できること。仕業（勤怠）の登録方法として、手入力、CSV 形式

による一括登録、登録済み仕業情報の世代管理に対応していること。

年間に２回の公休変更（公休輪番）に合わせた５年分の世代管理が10

世代以上行えること。勤務時間は1 分単位で登録及び管理が行えるこ

と。 

（２） ローテーションについて 

     ローテーションとは、仕業と乗務員を組み合わせた勤務予定をいう。

乗務員に仕業番号を設定することで、仕業を基にした勤務表の作成が

行えること。また、簡単な操作で複数の乗務員の勤務表が作成できる

こと。人事異動、公休変更（公休輪番）による世代管理が10世代以上

行えること。各班（グループ）別に勤務廻り及び公休・週休日（回転

ダイヤ）再任用職員ダイヤ（フル・ハーフ）が管理できること。 

※4月・10月公休変更（輪番）及び班変更を自動及び手動により入力可

能であること。 

公休変更（輪番）とは週休日を4月・10月の第一日曜日を基準に一日

後ろへ変更する事を言う。詳細は以下のとおり。 
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例）東西線 

日曜日から月曜日 ５の出の後にその週の３の出仕業が入る。 

月曜日から火曜日 ５の出の後にその週の３の出仕業が入る。 

火曜日から水曜日 ５の出の後にその週の３の出仕業が入る。 

水曜日から木曜日 ２の出の後に翌週の１・２の出の仕業が入る。 

木曜日から金曜日 ３の出が無くなり翌週の４・５の出の仕業が入る。 

金曜日から土曜日 週休日の後に週休日が入る。（公・週・週） 

土曜日から日曜日 公休の後に公休日が入る。（公・公・週） 

※輪番で班員の移動があり、班異動で週休の指定期間内に8日間の週休日

の設定可能であること。 

（３） 修正について 

各仕業（出勤時刻・退勤時刻・休憩・乗務開始・乗務終了などの時

刻を合計した表）を画面から参照、編集できること。参照、編集する

際に世代を指定でき、基準日時点のデータが参照、編集できること。 

２ 勤務計画管理 

  乗務員のローテーションの入力方法は、職員及び仕業の設定をドラック＆

ドロップ、職員番号入力、仕業番号のいずれかの方法で作成できること。ま

た、1ヶ月分の全乗務係（南北・東西・東豊）の勤務予定表が統一した勤務

表兼時間外等勤務票（サイズA2等）を、各乗務係で作成可能であること。 

各乗務係の乗務員の確定した勤務予定表が容易（３勤務実績管理（７）がで

きること）に修正でき、柔軟に仕業の取替えが行えること。 

（１） 乗務係で作業可能なもの 

ア 勤務表作成 

各線の勤務表を作成する。（南北線、東西線、東豊線） 

イ 組合活動、健康診断、職専免などの勤務での配慮 

予備者または時間外勤務への反映を行う。（空ダイヤ、欠休などの表

示） 

ウ 本勤務の手当てに係わる処理 



8 

日勤、夜間中休・公示超勤及び休日勤務手当の標記、夜間中休の変更

(L→S)を集計する。 

エ 勤務確定日 

乗務員の勤務は4日前に確定とする。その後の勤務の変更は割後扱い

とする。 

オ 割後休暇処理 

割後、勤務に欠員が生じた場合、助役対応により入力する。 

割後、勤務に欠員が生じた場合に勤務変更の入力を行う。 

カ 交代管理 

各履行先に配置した助役が使用するパソコンで確認可能なこと。 

キ 勤務管理帳票出力 

指示伝達、点呼記録表、出庫表、乗務員交代点呼表、途中交代点呼

記録表、起床点呼記録表、特別ダイヤ（年末年始特別ダイヤ及び減便

ダイヤ・イベントBダイヤ点呼記録表等）等の帳票類を印刷する。 

キ 勤怠管理帳票出力 

第２章７節の帳票とする。 

（２） 回転ダイヤ 

     乗務員は回転ダイヤにより定められた勤務をいう。 

（３） 勤務予定変更後の確認方法 

ア 回転ダイヤで定められた勤務を変更することにより、仕業の欠員の

発生有無を常に確認できること。また、修正した履歴を管理し、必要

に応じて出力が可能であること。 

イ 回転ダイヤで定められた時間に乗務員が重なっていないか、前日、

翌日のデータと比較しチェックができること。 

ウ 回転ダイヤ作成時に、割当が行われた仕業と未割当の仕業が明確に

判別できるようにすること。 

（４） 途中交代の勤務の割り当て 

     途中交代がある場合、一勤務に入っていない予備者（白予備）に入

れることが出来るか、または、超勤ダイヤとして出すことを確認でき
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ること。 

（５） 時間外勤務の割付 

時間外勤務は、以下の優先順位で割付を行うこと。 

ア 時間外勤務の制限は、36協定に基づくものとする。 

イ 月の超勤時間は30時間未満が原則で、公示超勤・枠外超勤はその月

には含まない。訓練・研修などは含む。なお、訓練など職員全体が対

象となる時間外勤務は訓練終了後に加算する。公示超勤・枠外超勤は

次の月に加算すること。 

ウ 年間超勤時間総時間は４月１日を基準日とし、少ない順番とする。

年度をまたぐ場合も同様とする。 

エ 超勤時間割り付け後の集計は、各線単位、年間単位、月間単位、日

別単位、班別単位、個人別単位、事務職員（助役）単位、乗務員（運

転手）単位で自動に行うこと。 

オ 超勤残時間の設定は年間、月間、四半期とし、公示超勤、枠外超勤

の加減設定を任意に行えること。 

３ 勤務実績管理 

各履行先に配置した助役が使用するパソコンから以下の作業ができるこ

と。 

（１） 確定した勤務予定を基に実績の登録及び承認ができること。 

（２） 時間外勤務時間が登録は、手動入力または自動入力で集計管理する

こと。 

（３） 時間外勤務時間（各種研修等）は複数の職員に一括登録ができるこ

と。 

（４） 時間勤怠（項目及び人別勤怠）を一覧で見られる機能を付加するこ

と。 

（５） 超勤時間順位の割り付けを行えること。 

（６） 超勤残時間の設定を任意に行えること。 

（７） 割後に休暇が来た場合、超勤順番、仕業の割り付けを行えること。 
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４ 月次処理 

（１） 月次処理を実施するにあたり、日々の集計、10日締め、20日締め、

月末締めの集計が出来ること。 

（２） 容易（３勤務実績管理（７）ができること）に勤務データの集計が

できること。 

（３） 超勤単価の異なる時間は超勤単価の超勤単価種別ごとに時間数の集

計及び表示ができること。また、併せて、職種別（事務職員（定年前

職員、再任用職員）、高速電車運転手（定年前職員、フル再任用職員、

短時間再任用職員））に集計できること。 

（４） 合計時間も集計できること。 

５ 年休・休暇管理 

（１） 休暇申請書に受理した年次休暇等は、休暇表、休暇簿、勤務表に手

動入力したものをシステム内で集計管理できること。 

（２） 年休取得単位は、時間、半日、１日及び半日と時間、１日と時間と

し、残日数、残時間数を管理ができること。 

（３） 年休や休暇を取得する際、取得内容を帳票出力できること。 

（４） 年休や休暇を取得し、欠員となった仕業等についてアラート等で表

示できること。 
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６ 画面一覧 

  以下の画面が表示可能であること。

メニュー お知らせ 運転手勤務予定作成 

助役勤務予定作成 見習運転手勤務予定作成 休暇申請・確定 

勤務予定訂正 勤務表作成 超勤実績照会（サブ画面） 

勤務実績訂正 超勤内訳一括入力 休暇実績照会 

週休実績照会 超勤実績照会 月次確定 

月次帳票出力 検査・講習実績入力 年次帳票出力 

職員マスタ 運行ダイヤマスタ 回転ダイヤマスタ 

仕業マスタ 班マスタ 休暇持枠マスタ 

指示事項マスタ 検査・講習マスタ コントロールマスタ 

予備１ 予備２ 予備３ 

７ 各種帳票出力 

以下の帳票が出力可能であること。 

※ 休暇 

休暇券 休暇簿 時間休暇調書 

代休日の指定簿 週休日の振替日指定簿 特休（各種申請書） 

休暇受付表 指定休実績表 祝日買い上げ確認表 

割後休暇確認表 組合休暇・交渉・業務打

合せ等 

※ 超勤関係 

組合休暇・交渉・業務打

合せ等 

乗務員用公休・週休 超

勤表（ダイヤ埋め用） 

超勤集計表 

超勤残時間表（月間・年

間・四半期） 

超勤順番表  
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※ 乗務関係 

回転ダイヤ（年間・月別） 仕業表（平日・土日祝・

特輸・01・02・03） 

助役用棒ダイヤ 

乗務員用交代確認表（乗

務員用） 

年休・半休・時間休早見

表（Ａ・Ｐ） 

45仕業班別順番表  （点

ヨビ順番表） 

※ 訓練・研修・検診等 

定期訓練 列車火災・併結推進訓練

訓練実績表（順番表） 

小グループ研修（年間） 

定期健診表・（生習病・ド

ック・深夜検診） 

係員定教・乗務長助役研

修・ 

運転手科技能教習 

※ その他 

乗務員コード表・電話帳・班員名簿・携帯カバン確認表・信号炎管確認 

アルコールチェッカー記録表・手動運転実績・添乗記録 

※各フォーマットは別添２のとおり 

８ 職員基本情報 

（１） 各乗務係の乗務員（助役、事務職を含む）の基本情報の登録・修正・

削除ができること。 

（２） 乗務員は札幌市の職員番号で管理を行うこと。 

（３） 管理項目は以下の通りとする。 

氏名 職員番号 性別 職種 

生年月日 採用年月日 入局年数 所属 

車掌発令年月日 車掌経験年数 運転発令年月日 免許番号（甲電） 

免許交付日 運転手経験年数 添乗報告内容 移動履歴 

※移動履歴は職種別（事務職員、高速電車運転手、助役運転手、乗務長、車

掌）に行えること。 
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９ 労働基準法 

（１） 最新の労働基準法に対応していること。 

（２） 各乗務係及び人事給与担当で使用する勤怠事由（出勤、入所、研修 

出張、全泊、全明、年休、慶弔、夏休、介護、看護など）をすべて設 

定できること。 

１０ データ管理 

システム内では以下のデータを管理すること。 

データ 管理形式 

乗務員（助役、事務職を含む）の基本

情報 

データベース 

休暇情報（個人別休暇取得状況管理） データベース 

個人時間外勤務データ データベース 

乗務管理データ データベース 

職員労務管理（給与）データ データベース 

１１ 給与データ管理 

人事給与システムへの連携ファイルをＥｘｃｅｌ形式で作成できること。 

１２ データの一元管理 

勤怠管理に関するデータは各乗務係で一元管理され、データの連携が必

要ないが、これを本局のみが参照できること。 

１３ 排他制御 

処理結果の健全性を保証するため、複数のユーザーが勤怠管理システム

データの同一キーを同時使用する場合には、更新ができるのは始めに使用

している１ユーザーとし、他のシステムは参照とし、更新ができない物と

する。 
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１４ 業務フロー及び取決め事項 

別添１のとおり 

第３章 システム性能要件 

１ システム運用時間 

原則として１年を通し、０時００分から２３時５９分とする。実績データ

作成に係る画面のみ使用に制限（過去分の参照は可能だが、本日分の参照・

訂正は出来ない）が掛かる状態とすること。 

２ 処理能力要件 

（１）データ保存期間 

システムで管理する各種データの保持期間は最低25ヶ月とする。委託

者は、このデータ保持期間及び後述する職員在籍数、仕業数の規模に対

して処理を行うために十分な処理能力を確保してシステムを構築するこ

と。 

（２）データ入力 

ア オンライン入力 

オンライン入力の方式は、業務処理画面からデータを入力する入力

方法であること。また、入力されたデータに対しては、以下のデータ

チェックを実施すること。 

（ア） 項目ごとに定められたデータ属性との適合チェック 

（イ） システム内で既に管理しているデータとの突合チェック 

（ウ） 業務処理ごとに決められた入力ルールとの突合チェックエラー

が発生したデータは、エラー箇所と原因等が確認できるメッセー

ジをシステム画面に表示して、修正を行い再入力ができること。

業務処理画面の表示については、日付、期間や所属による絞り込

み、職員情報を表示する際には給与データに必要な職員番号を表
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示すること。 

イ 外部データ入力 

外部データ入力の方式は、一度に大量のデータを入力する必要があ

る場合に外部システムや各種オフィスソフトウェアで作成されたデー

タファイル（以下「外部データ」という。）を一括で取り込める入力方

式であること。 

なお、システム入力されたデータに対しては、オンライン入力の方

式と同等のデータチェックを実施すること。 

エラーが発生したデータについては、エラー箇所と原因等が 確認で

きるメッセージ等を表示すること。また、入力データのレイアウトは

常に固定であり、変える必要がないこと。 

（３） バッチ処理 

バッチ処理が異常終了した場合は、異常終了の原因調査等に利用で

きる処理ログ等の出力が可能であること。 

定期業務バッチが必要な場合は、データを一括処理する仕組みを構築

すること。 

（４） データ出力 

データを外部システムに引き渡す必要がある業務において、引渡し 

先のシステムのインターフェースに合った形式で出力できること。 

（５） データ管理 

ア 共 通 

仕業等の情報はシステム登録時に適用日を設定し、履歴管理できる

こと。これにより、任意の過去の時点にさかのぼった情報の利用及

び参照を可能とすること。 

イ 管理データの種類 

システムで管理することを想定しているデータは以下のとおり。 

（ア）職員情報（基本情報） 

各職員に係る基本情報であり、各業務処理において登録更新され

る人事管理情報、給与管理情報をいう。 
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（イ）組織管理情報 

職員管理の基礎となる組織等の情報であり、メンテナンス権限保

有者が組織全体の情報を一元的にメンテナンスできること。 

想定される主な情報は以下のとおり。 

ａ 所属、担当、班 

ｂ 職級、職名 

ｃ 各所属の基礎的情報（所在地など） 

（ウ） 勤務計画情報 

勤務計画を作成する際に必要とする情報であり、業務処理にお

いてメンテナンスできること。想定される主な情報は以下のとお

り。 

a 仕業、ローテーション 

（エ） 勤務情報 

勤務時間、休憩時間、時間外勤務時間、休日休暇、出張等をデ

ータとして管理できるとともに、勤務管理者（システムの使用者）

が容易に更新できる仕組みを備えること。 

想定される主な情報は以下のとおり。 

ａ 勤務時間 

ｂ 休憩時間 

ｃ 時間外勤務時間 

ｄ 休日休暇 

ｅ 出張 

（６） レスポンス 

オンライン処理のレスポンスは、通常入力画面については5 秒以内

とすること。ハードウェア等の障害発生時やネットワーク遅延時、レ

スポンスタイムが一時的に低下することは許容するが、可能な限りオ

ンラインサービスの停止とならないように留意すること。 
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３ ユーザー管理 

（１） 管理方法 

ユーザー情報の管理は、システム管理者が一元的に行えること。 

（２） 認証方法 

ＩＤ及びパスワードによりユーザー認証を行う。 

（３） ユーザー区分と権限 

ユーザーは以下の区分で管理できること。 

ア 一般職員 

新システムで管理する全ての職員を想定している。 

イ 承認者 

助役以上の役職の利用を想定している。 

ウ メンテナンス権限保有者 

システム管理者を想定している。また、権限により業務処理範囲 

が制限できること。 

４ その他の要件 

（１） アプリケーション稼働環境 

アプリケーションは、ブラウザ内で稼働しオペレーティングのバー

ジョンアップなどで影響を極力受けないようにすること。 

（２） 画面のデザイン 

利用者の利便性を考え、配色、ボタン配置等、各画面ではデザイン 

を極力共通化すること。また、メニューの深さは基本を3クリック以 

内で画面を表示すること。なお、ポップアップ階層メニューなどで、 

すばやく目的の画面が表示されること。 

（３） 画面構成 

ストレスなく操作できるように、画面構成には十分配慮すること。

また、操作ミスや入力漏れを誘発しないように、各画面での横方向へ

のスクロールは極力させないこと。なお、業務上の要請で横方向への

スクロールが必須となる場合についてはこの限りではない。 
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（４） 業務処理画面 

業務処理画面について、以下に要件を示す。 

ア 入力処理画面 

画面上の項目は、入力項目か表示項目かの判別、入力項目について

は入力必須かどうかの判別が容易なデザインとすること。また、特定

の情報が入力されるべき項目については、リスト等から入力候補を選

択させる方法や、入力された文字から入力候補が表示される仕組みに

より、想定以外の情報の入力が防げること。 

イ 一括処理画面 

複数職員の勤務情報を同時に複数指定して一括で処理できる画面 

を備えること。一括処理画面により処理する業務としては以下を想定

しているが、超勤内訳入力（ダイヤ乱れ、適正検査など）の詳細につ

いては詳細設計において決定する。 

（５） システムメニュー 

ユーザーが利用できる業務処理等の項目を一覧表示した以下のメ

ニューをシステム画面に表示すること。なお、ユーザーが権限を有し

ない処理については選択できないように制御ができること。 

ア 業務処理メニュー 

ユーザーが利用できる業務処理の名称がメニュー項目で構成され

ていること。また、メニュー項目を選択すると当該業務処理に係る入

力処理画面へ遷移すること。 

イ 各種設定メニュー 

システム利用にあたり必要となる各種の設定作業がメニュー項目

から選択できること。なお、メニュー管理が必要な設定作業について

は、詳細設計において検討のうえ決定する。 

（６） サポート言語 

各操作画面での表示言語は日本語とし、他国語への対応は必須とし

ない。 
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（７） 文字コード 

文字コードについては特に定めないが、共通的なものを使用し、端

末環境において特別な操作をすることなく表示できること。 

（８） 帳票の出力形態 

帳票出力機能は、業務画面からの印刷及びファイル出力の双方の 

機能を備えること。また、ファイル出力した結果はPDF 形式での出力

など多様な用途に流用できること。 

（９） 保守性及び運用性 

各乗務係にて疑義が発生した場合の調査に要する負荷を軽減する

ため、データの検索や更新など主要な動作を行った際の操作記録を出

力する機能を備えること。操作記録は画面での照会を可能とすること。

なお、保持期間は最低1ヶ月とする。 

（10） 業務の同時利用 

職員が行う業務については、複数のメニューを同時に利用できるも 

のとする。 

第４章 システム構築要件 

１ システム開発要件 

提案したシステムの画面・帳票をはじめ、必須入力項目やエラーチェック

の考え方、パラメータ設定方法など、各機能の詳細について説明、確認を行

い、必要とする機能要件に関し可能な限り対応を検討すること。 

（１） コード情報の詳細設計 

利用にあたって設定すべき職員情報項目や組織、仕業などの各種コ

ード情報の設計を行い、業務運用上必要となるパラメータ類に関して

も、設定値とそれぞれの意味を明確にすること。 

（２） システムの動作検証作業 

詳細機能確認に際し、修正要件が提示されなかった場合でも、各種
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パラメータなどの設定が正しく行われていることを事前に確認する

ことが必要であり、これらの動作検証を行うこと。 

（３） システム処理方式 

利便性、メンテナンスの容易性等を考慮し、構築すること。 

（４） 接続形態要件 

アプリケーション及びデータベースに接続する形態として、セキ 

ュリティや可用性などを考慮し、適切な構造（論理・物理的な分離） 

を選択すること。 

２ 設計、開発要件等 

（１） 設計・開発方針 

ア 設計・開発方針 

開発するシステムは、他システムとの連携を考慮し、特定業者によ

る技術に偏向していない標準的手法や標準化された製品・ソフトウェ

ア等を用い、機能拡張性及び保守性の高いシステムとすること。 

イ 設計・開発手法 

次の事項を満たす設計・開発手法に従って実施されること。 

本システムの構築の各工程を網羅し、品質の確保とスケジュールの短

縮を図ることが可能な総合的な設計・開発手法であること。 

他の設計・開発業務において、十分な使用実績を有すること。 

ウ 開発ソフトウェア 

本システムの構築を遂行するために必要となる開発ソフトウェア

に関しては、受託者において準備（購入、開発等）すること。 

３ システム動作環境 

（１） 端末におけるサポートOS 等 

以下に掲げるOS をサポート対象とすること。 

ア Microsoft Windows 10 

イ Microsoft Office2016 以上 
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（２） 端末におけるサポートブラウザ 

以下に掲げるブラウザをサポート対象とすること。 

ア Internet Explorer 11 

（３） 端末の性能 

接続する端末はシステムを利用するために高い性能を必要としな 

いこと。なお、端末のディスプレイの解像度は1366×768 ドット 

(HD/FWXGA)を前提とすること。 

（４） 必要となるセットアップなど 

システムの利用にあたっては、端末に特別な設定やソフトウェアのイ 

ンストールなどが極力必要ないようにすること。 

４ システム構成、ハードウェア構成 

端末は既存の端末を使用する。端末の仕様は、「端末仕様」のとおりであ

る。 

端末の接続台数は各履行場所３台程度とする。 

端末接続に必要なネットワーク管理者との調整、各種設定、テストを実施

すること。また、端末については委託者で管理を行うが開発したソフト及

びそれに関するプログラム等については管理を行うこと。 

（１）端末仕様 

パソコン 

形式 ＣＰＵ メ モ リ

容量 

ＨＤＤ容量 DVD-ROM ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

ﾃﾞｨｽｸﾄｯﾌﾟ Intel i3 4GB 512GB 最大8倍速以上 23インチ 

※FDD やカードスロットなどの外部メディアスロットは搭載していない。 
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ア OS 

Microsoft Windows 10 Professional 

イ 文字セット 

JIS90 

ウ ブラウザ 

Internet Explorer11 

エ Microsoft Office 

Microsoft Office 2016 

オ ウィルス対策ソフト 

TREND MICRO ウィルスバスターコーポーレートエディション 

カ Adobe Reader 

最新リビジョン 

キ JRE（Java Runtime Environment） 

Version11 

ク NET Framework 

Version1.1、2.0、3.0、3.5、4 

コ VB Runtime Engine Ver.6 

（２） ネットワークプリンタ 

解像度 印刷速度 メモリ容量 ﾈｯﾄﾜｰｸ その他 

1200GPi 程

度 

毎分32枚程度 

（Ａ4横） 

192MB以上 TCP/IP対応 両面印刷 

用紙カット 

２台、Ａ3対応 

（３） 大型インクジェットプリンター 

解像度 印刷速度  メ モ リ 容 量 ネ ッ ト ワ ー

ク 

その他 

2880dpi 

×1440dpi 

訳 30 秒 360dpi ×

720dpi 

1Ｇ TCP/IP 対応 用紙サイズ：A4縦

～A1プラス 
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５ ネットワーク要件 

（１） ネットワーク構成 

既存ネットワークを利用すること。 

（２） 通信プロトコル 

ネットワーク層通信プロトコルは、TCP/IP とすること。 

（３） 外部との接続※イントラネットを使用 

既存のネットワークを利用するためシステム独自にインターネッ

ト接続環境構築することによるインターネット接続は行わないこと。

また、システムメンテナンスや保守などリモート接続により実施する

ことはできない。 

（４） ネットワーク機器の設定変更 

ネットワーク機器の設定変更が必要な場合は委託者のネットワーク

管理者と調整すること。 

６ セキュリティ要件 

（１） アプリケーションログについては、日時や対象アプリケーション、

もしくはサービス、端末情報など、追跡が可能となる情報をログとし

て取得すること。 

ログの内容については、保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並び

に実施者の記録など、どのような作業をいつ、誰が行ったかの確認が

可能となる情報をログとして取得すること。 

（２） ログの取得 

業務のログについては、保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時な

らびに実施者の記録等、どのような作業をいつ、誰が行ったかの確認

が可能となる情報をログとして取得すること。 

（３） 権限管理 

パスワードとID に対して、セキュリティ権限を設定可能とするこ

と。 

（４） ウィルス対策ソフト 
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本プログラムを動作させる端末で、既設ウィルス対策ソフトと同時 

に動作可能であること。 

（５） バックアップ 

システムの完全性を確保するため、必要なバックアップを行うこと。 

※独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が定める「『新しいタイプ

の攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド」及び「安全なウェブサ

イトの作り方」のそれぞれ最新版に基づき、セキュリティ設計及び

Web サイトの開発・セキュリティ実装を行うこと。現在の最新版が

掲載されているURL は次のとおりである。 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html 

７ システム開発環境 

開発環境については、端末も含め乙が用意・構築し、アプリケーション開

発及び単体テスト、機能テストを行うこと。 

８ システム移行要件 

新システムは、本番稼働の開始時点から、すべての業務処理機能を提供す

ることを予定している。このため、システムの稼働開始にあたっては、現行

システムにおける勤務管理の業務処理を適切に引き継ぐとともに、従来の業

務処理と新たに実現する業務処理との整合を図り、安全かつ円滑なシステム

移行を実現しなければならない。なお、試行稼働の開始後は、現行システム

を並行稼働させるが、この間の新システムの処理結果は、あくまでも新シス

テムによる処理の確認用として取り扱う予定である。以下にシステム移行に

関する要件を示すが、システム移行計画の具体については、業務処理への影

響や各所属等における負担の度合い等を勘案し、詳細設計で決定する。 

（１） 基本的な考え方 

データ移行にあたり、必要となる現行システムに関する調査、関係

箇所との調整、調整用資料の作成及び設計・開発・実施等を行うこと。
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また、現行システムに格納又は保存されているデータ及びソフトウェ

ア等のシステム資産の移行にあたっては、新システムでの使用頻度、

ディスク容量等を考慮し、委託者と協議の上、基本設計及び詳細設計

において移行範囲を決定する。 

なお、開発期間中において現行システムにプログラム等の変更が発生

した場合については、協議の上、新システムに変更反映させること。 

（２） データ移行の方法 

現行システムに蓄積されているデータのうち、引き続き新システム

で利用できるものについてはデータ移行する。また、システムの再構

築と新たな業務処理の導入に伴い新設が必要となるシステムデータ

については、現存する関係帳票等の内容を協議の上で作成すること。 

（３） 移行手順の作成 

移行設計の結果を受けて移行手順書の作成を行うこと。 

（４） 移行リハーサル移行本番までにリハーサルを実施し、不具合データ

の確認検証や業務プログラムの走行確認を行い、確実な意向を行うこ

と。 

９ テスト要件 

十分なテスト期間を設けること。なお、テストの実施計画については、詳

細設計において協議の上、具体的な内容等を決定すること。 

（１） 想定するテストの概要 

※今回のシステム開発において実施を想定する主なテストを以下に示す。 

テスト種類 目的 概要及び実施時期 

単体テスト プログラム、モジュールでの

最小単位のロジックを保 証

することで、コーディングミ

スやロジックの不整合を除去

する。 

生 成 物 を 生 成 物 単 位 に 行

う。端末の画面表示や帳票

印字の確認までを行う。 
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機能テスト ・各システム間で連動データ

をやり取りする場合に、連携

先の機能間の整合性を保証す

る。  

・各システムの機能間で、

データのやりとりを行う。 

運 用 業 務 テ ス

ト 

運用登録内容を保証する。 

・運用登録内容とプログラム

間の整合性を保証する。 

・運用登録したジョブを、実

際 の 運 用 環 境 下 で 稼 働 さ せ

る。 

・運用登録したジョブを、

実際の運用環境下で稼働さ

せる。 

パ フ ォ ー マ ン

ステスト 

・実稼働時に想定されるデー

タ量でも処理時間、CPU タイ

ムに問題がないことを保証す

る。 

・実処理に近いデータ量で

の処理効率を確認する。 

リ カ バ リ テ ス

ト 

・障害発生時の対応が正しく

行われることを保証する。  

・障害を発生させ、そのリ

カバリ処理を実行させる。 

試 行 稼 働 テ ス

ト 

・開発した機能が業務フロー

にのっとった円滑な処理が行

えることを保証する。 

・実際のシステム利用者に

よる端末操作訓練を兼ねた

実 務 デ ー タ で 機 能 保 証 す

る。実務で発生し得るケー

スを想定し実施する。 

・全テスト終了後に実施す

る。 

（２） テスト実施における特記事項 

各テストの実施計画を策定する際の特記事項を以下に示す。 

ア テスト環境 

運用業務テスト以降の各テストについては、本番稼働時に利用する
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システム機器等による実施を想定している。 

イ テスト実施計画の策定 

各テストの要件及び実施の方法については、当該テストの実施時に

委託者と協議の上、決定するものとする。 

第５章 システム運用・保守要件 

システムの運用、保守については、本システム開発後、別途発注を予

定している。 

第６章 請負業務 

１ 請負業務・システム開発体制 

システム開発体制と役割については以下のとおりとする。 

（１） 勤怠管理システムに係るプロジェクトマネジメント経験を有する者

をシステム開発責任者とすること。 

（２） 開発責任者は、経験書を提出すること。 

（３） 当該システム開発責任者は、システム開発の全体的な作業計画の策

定と進捗管理及び品質管理を行うこと。なお、システム開発責任者に

ついては今回の業務に専任させること。 

（４） 業務処理要件を適切にシステム化できるよう、勤務管理の対象業務

に精通する者を置くこと。 

（５） 選任したシステム開発責任者が運営管理を適切に行わず、請負業務

の円滑な遂行が困難であると委託者が判断した場合は、協議の上新た

なシステム開発責任者の選任を求めることができること。 

２ 業務管理（マネジメント） 

システムの開発業務の実施にあたり、以下の要件をふまえて、請負業務全

体の管理を行うものとすること。 

（１） システム開発業務においては、プロジェクト管理を行うこととし、
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プロジェクト計画書を作成の上、これに基づきプロジェクト全体を円

滑に進行するとともに進捗状況を管理すること。また、定期的な進捗

会議を開催し、工程・進捗管理報告書等により業務の進捗状況、課題

等の検討状況を報告すること。頻度については、別途、協議の上決定

すること。 

（２） システム開発を進めていく上で必要となる関係部局、関係機関との

調整用資料等の作成を協力して行うこと。 

（３） 甲に関わるネットワーク業者、ハードウェア業者、現行システム及

びその他関連するシステムの受託業者又は保守業者等との調整、確認

を委託者と協力して行うこと。 

３ 業務実施にあたっての特記事項 

（１） 新システムの構築スケジュール及びシステム開発体制については、

プロジェクト計画書として契約締結後、協議のうえ提出すること。 

（２） システム開発に係る打合せ、会議、レビュー等については、原則と

して委託者庁舎内又は庁舎周辺施設において実施すること。 

（３） 業務の実施にあたり、委託者の情報通信関連施設等に入室する必要

がある場合は、指示を受けること。 

（４） 当該仕様書の記において疑義が生じた場合については、協議して決

定するものとする。 

第７章 その他 

１ データの保管、管理の方法 

本システムの保管、管理は、本市が所有する庁内クラウドを使用する予定

であるため、庁内クラウドの使用を想定したシステム開発を行うこと。 

庁内クラウドについては下記のとおり。 

（１）稼働環境 

ア 物理環境 
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物理サーバはデータセンターに設置 

マシン室はIC カードによる入退室管理を行っており、許可された者

しか入室できません。ハードウェアを収容しているラックは免震装置

上に設置電源、各種ハードウェア及びネットワークは冗長化されてい

る。 

イ 仮想環境 

仮想化ハイパーバイザーはVMWare 社のvSphere を使用業務サーバ

は、原則、vSphere のHA 設定（高可用性設定）とする。例えば物理

サーバ障害等で業務サーバが予期せずダウンした場合、数分以内に別

の物理サーバ上で自動的に再起動される。 

ウ ネットワーク環境 

業務システムが使用できるネットワークは、原則、イントラネット

エクストラネットや業務システム専用VLANの使用を希望する場合は、

委託者に相談すること。なお、ほかのシステムとデータ連携する場合、

イントラネットとは別の「データ連携ネットワーク」を経由して行う

ことになる。 

（２） 業務サーバ稼働条件 

ア サーバスペック 

事前調整時に、業務サーバごとに必要なCPU、メモリ、ディスク容 

量の希望を提示すること。庁内クラウドとして受入れ可能なスペッ 

クの目安は概ね以下のとおり。 

サーバ数 ：３台以下 

CPU ：１サーバあたり、４core(vCPU)以下 

メモリ ：１サーバあたり、12GB 以下 

ディスク容量：１サーバあたり、１TB 以下 

イ ソフトウェア 

（ア） OS 

原則、 Windows Server の Datacenter エディションとする。（※
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Datacenter エディションはStandard エディションと同機能）Windows 

10 などクライアント系OS の利用は不可とします。各OS はサポート期

間内のみ利用可能。サポート終了に伴う再構築を極力回避するため、

イントラネットで解禁されている最新バージョンの使用すること。

Windows Server のライセンスは情報システム部で用意するので、それ

以外の有償OS は用意すること。 

（３） データベースソフトウェア 

要件が合えば、Microsoft SQL Server Express 等の無償ソフトウ

ェアの利用を検討すること。有償ソフトを利用する場合はMicrosoft 

SQL Server Standard を推奨します。Microsoft SQL Server Standard 

のライセンスは情報システム部で用意するので、それ以外の有償ソフ

トは用意すること。

（４） セキュリティ対策ソフトウェア 

基盤担当にてウイルスバスターコーポレートエディション（以下、

「ウイルスバスター」という）をインストールします 

（５） その他ソフトウェア 

その他、業務システムに必要なミドルウェア・ソフトウェアは利用

部にて用意すること。業務システム個別の監視サーバ・監視ソフトウ

ェアの導入は避けること。ソフトウェアによっては、仮想環境上での

利用を想定しておらず、直接利用する分以外のライセンスが必要にな

るケースがあるため、ライセンスの条件を確認し、調達数量に注意す

ること。 

２ 委託者が別途調達する端末の設置業者との協力 

委託者が別途調達する機器等の設置業者とは、委託者の指示に従い、互い

に協力し効率的な手順で機器等設置が行えるようにすること。 

３ 不当介入に対する通報報告 

受託に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合（再受託者が暴力団か
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ら不当介入を受けた場合を含む。）は、措置綱領に基づき、監督員への報告

及び警視庁所轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力を行うこと。 

４ 担当部課 

札幌市交通局 高速電車部 運輸課東西線乗務係 

ダイヤルイン011-891-0101 

－以上－

<別添資料は別途交付>




