
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費助成総合管理システム 

更新企画書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月 

千葉県健康福祉部疾病対策課 

 

 



 
 

目次 

１ システム更新の背景................................................................................................................... 1 

２ システム更新の方針................................................................................................................... 2 

３ 医療費助成管理業務................................................................................................................... 2 

３－１ 業務の概要 ...................................................................................................................... 2 

３－２ 現行システムの概要 ....................................................................................................... 4 

４ 現行システムの課題................................................................................................................... 6 

５ 次期システムに期待する効果 ................................................................................................. 10 

６ 次期システム（案）................................................................................................................. 11 

６－１ 調達の範囲 .................................................................................................................... 11 

６－２ 更新スケジュール......................................................................................................... 11 

６－３ システム要件................................................................................................................. 12 

６－４ システム稼働環境要件 ................................................................................................. 15 

６－５ 情報セキュリティ要件 ................................................................................................. 17 

６－６ 特定個人情報に関する安全管理措置要件 ................................................................. 18 

６－７ 運用保守要件................................................................................................................. 20 

６－８ 作業の体制及び方法 ..................................................................................................... 23 

６－９ 支援体制 ........................................................................................................................ 24 

６－１０ 開発方法 .................................................................................................................... 24 

６－１１ 報告 ............................................................................................................................ 24 

 

 



1 
 

 

１ システム更新の背景 
・特定疾患等台帳管理システムは、平成２４年度に開発され特定疾患等治療研究事業を、平成２

７年からは指定難病医療費助成制度における業務の運用を管理するシステムであり、平成２９

年度からは小児慢性特定疾病医療費助成制度が統合されている。 

・肝炎医療費助成システムは、平成２０年から運用が開始され、肝炎治療特別促進事業における

業務の運用を管理するスタンドアローンのシステムである。 

・肝がん・重度肝硬変システムは、平成３０年から運用が開始され、肝がん・重度肝硬変治療研

究促進事業における業務の運用を管理するスタンドアローンのシステムである。なお、肝炎医

療費助成システムと肝がん・重度肝硬変システムは同一の PC にアプリケーションとして含ま

れている。 

・先天性血液凝固因子障害等台帳は、制度開始当初より先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

における受給者の情報を管理する台帳（Excel）である。 

 

［マイナンバーによる一括の情報照会］ 

 特定疾患等台帳管理システムでは、指定難病及び小児慢性でマイナンバーを活用した情報照会

機能があるが、一括照会機能はあるものの、照会結果の取り込みが１件ずつとなっている。指定

難病・小児慢性での照会件数全体は数万件単位であり、現状のシステムでは当該作業がボトルネ

ックとなり、受給者証の発行の遅延とそれに伴う問い合わせの増加や医療費の還付請求処理等で

業務増加のおそれがある。 

 このため、情報照会の一括照会に加えて、一括での回答結果取り込みを可能とし、また現状に

おいても受給者証交付が遅延気味であることから、リプレイスに併せて業務フローを抜本的に改

善し、更なる効率的な処理を行う必要がある。 

 

［システムの統一］ 

一方、現行の各システムはそれぞれが単体として独立しており、事務の統一が困難な状況であ

る。また、各医療費助成制度に係る事務はシステム化が十分でなく、後述するとおり課題が山積

している。そのため、疾病対策課や（制度の申請窓口である）健康福祉センター・千葉市健康企

画課・千葉市各区保健福祉センター・船橋市保健所及び柏市保健所（以下「健康福祉センター等」

という。）では各制度で業務が属人化しており、各制度を横串で刺し大幅な事務改善を図る必要が

ある。 

 

［健康福祉センター等の役割］ 

 このため、健康福祉センターでは（特に指定難病の更新時期には）地域保健担当課の職員だけ

でなく健康福祉センター等全体が医療費助成制度の業務に注力せざるを得ず、健康福祉センター

等が行うこととされている医療監視や各種許認可に影響が出始めている。また、難病法・児童福

祉法に基づく「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」や「小児

慢性特定疾病長期療養児等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」に定めら

れている療養生活の環境整備や福祉サービスの支援、就労・就学・成人移行等に係る患者との面

談や訪問等に影響が発生しており、健康福祉センター等に求められている具体的な支援を果たす
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必要がある。 

 

千葉県では、医療費助成だけでなく県民の生命・生活を預かる健康福祉センター等が直接的な

支援を行える体制を整備するという喫緊の課題を解決するために、より一層の業務の効率化を図

るとともに、大規模リプレイスに合わせて現在発生している課題についてもシステム上での解決

を目指すこととしたい。 

 

２ システム更新の方針 
・業務の効率化を進め、もって受給者等へのサービス向上を図ること。 

・システムの安定稼働と情報セキュリティの強化を図ること。 

・既設の情報基盤との整合性に配慮し、システムの全体最適化を図ること。 

・小児慢性から指定難病・先天性血液凝固への移行期や、肝炎から肝がん至る受給者情報の連続

性の確保を図ること。 

 

３ 医療費助成管理業務 
３－１ 業務の概要 
（１）制度等 

以下６つの医療費助成制度がある。制度概要は以下のとおり。 

ア 指定難病医療費助成制度 

  指定難病（難病のうち、当該難病の患者数が厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、

当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労

働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて

当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生

労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの）に罹患した患者等に対する医療

費の助成を行うもの。 

イ 小児慢性特定疾病医療費助成制度（以下「小児慢性」という。） 

  小児慢性特定疾病（児童又は児童以外の満二十歳に満たない者が当該疾病にかかってい

ることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるも

のであって、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会

の意見を聴いて定める疾病）に罹患した児童等の保護者に対する医療費の助成を行うもの 

ウ 特定疾患等治療研究事業 

  特定疾患（スモン・難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎・プリオン病（ヒト由来

乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。））に罹患した患者に対する医療

費の助成を行うもの。なお、新規の認定は行われていない。 

エ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

    先天性血液凝固因子障害等に罹患した患者等に対する医療費の助成を行うもの。 

オ 肝炎治療研究特別促進事業 

  Ｂ型及びＣ型の肝炎ウイルスに罹患し、抗ウイルス治療（インターフェロン治療、イン

ターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療）を行う患者等に対する医療費の助成

を行うもの。 
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カ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

    Ｂ型及びＣ型の肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に罹患した患者等に対する

医療費の助成を行うもの。 

 

（２）業務の内容 

ア 受付 

指定難病等の医療費助成について、申請等の手続きは健康福祉センター等の窓口で受付し、

申請者及び添付書類の確認後に疾病対策課に進達する。 

イ 審査・認定 

 新規又は更新の申請は、不承認相当又は疑義がある場合審査会に諮り、要否判定を行う必

要がある。疾病対策課は、健康福祉センター等から進達を受けた書類を確認の上、審査会で

審査する対象者を選定し、毎月開催している審査会にて審査する。審査結果については、健

康福祉センター等へ通知する。 

ウ 受給者証交付 

 各システムから発行した受給者証及び参加者証等（以下「受給者証等」）の通知書類につい

ては、肝炎・肝がんを除き健康福祉センター等から申請者へ交付する。 

エ 支払い 

受給者に係る医療費については、支払審査機関（千葉県国民健康保険連合会及び社会保険

診療報酬支払基金千葉支部）から、受給者のレセプトに基づき毎月医療費の請求があるため、

疾病対策課にて支払処理を行う。 

なお、申請日に遡って受給認定となるため、受給者が申請から認定までの期間に医療費を

支払っている場合は、実費分の領収書をもとに受給者へ還付する必要があり、還付金支払の

ための処理は健康福祉センターにて実施する。（３市で受け付けた申請は疾病対策課で処理を

行う。） 

 

（ア）制度フロー図 

別記１「現行制度フロー図」に示す。 

 

（イ）業務フロー図 

別記２「現行業務フロー図」に示す。 

 

（ウ）業務スケジュール 

別記３「医療費助成業務年間スケジュール」及び別記４「受給者証交付スケジュール」

に示す。 

 

（エ）各制度の申請書類 

   別記５「医療費助成制度 申請書類一覧」に示す。 

 

（３）事務の委任 

政令市である千葉市、中核市である船橋市と柏市に対しては、以下のとおり県から事務を委
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任しており、移管事務以外の事務について健康福祉センターと同様の業務を行っている。 

 指定難病 小児慢性 特定疾患 先天性血液 肝炎治療 肝がん・重度肝硬変 

千葉市 移管事務 移管事務 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 

船橋市 権限移譲 移管事務 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 

柏市 権限移譲 移管事務 事務委託 事務委託 事務委託 事務委託 

※移管事務については、業務自体を市に移管しており、受付から審査・認定・公費負担まで全

て市において実施しているため対象外。 

※船橋市と柏市への権限移譲は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に

基づき実施（移譲する事務の詳細については同条例別表３－２参照） 

 

３－２ 現行システムの概要 
（１）全体イメージ 

  
 

（２）システム構成 

  ア 特定疾患等台帳管理システム 

指定難病患者、小児慢性特定疾病児童、特定疾患患者、医療機関等のデータの登録・管理

を行い、受給者証発行や統計データの出力等を行うシステム。 

 疾病対策課、健康福祉センター等において利用している。 

イ 先天性血液凝固因子障害等台帳 

 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における患者のデータ登録を行う台帳（Excel によ

り管理を行っている） 

疾病対策課で利用している。 

ウ 肝炎医療費助成システム 

肝炎治療特別事業における患者、医療機関等のデータの登録・管理を行い、受給者証発行
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や統計データの出力等を行うシステム。 

疾病対策課で利用している。 

エ 肝がん・重度肝硬変システム 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における患者、医療機関等のデータの登録・管理を

行い、参加者証発行や統計データの出力等を行うシステム。 

疾病対策課で利用している。 

 

 

（３）機器構成 

ア 特定疾患等台帳管理システム 

・利用事務用配付ＰＣ ８６ 台（疾病対策課及び健康福祉センター） 

・市独自調達ＰＣ   ４８ 台（３市合計分） 

イ 肝炎医療費助成システム 

・ノートＰＣ      １ 台 

ウ 肝がん・重度肝硬変システム 

・ノートＰＣ      １ 台 

エ 先天性血液システム 

・配付ＰＣ       １ 台 

 

（４）データ量 

ア 特定疾患等台帳管理システム 

・保有データ件数：約 120,000 件 

・年間処理件数：約 65,000 件 

イ 肝炎医療費助成システム 

・保有データ件数：約 40,000 件 

・年間処理件数：約 5,000 件 

ウ 肝がん・重度肝硬変システム 

・保有データ件数：約 1,000 件 

・年間処理件数：約 50 件 

エ 先天性血液台帳 

・保有データ件数：約 900 件 

・年間処理件数：約 250 件 

 

（５）利用状況 

ア 運用職員数 

（ア）特定疾患等台帳管理システム 

疾病対策課職員             １６ 名 

健康福祉センター１３カ所       １５６ 名 

千葉市健康企画課職員           ３ 名 

千葉市保健福祉センター職員       ２０ 名 
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船橋市保健所職員            ２７ 名 

柏市保健所職員              ８ 名 

（イ）肝炎医療費助成システム 

疾病対策課職員              ２ 名 

（ウ）肝がん・重度肝硬変システム 

疾病対策課職員              ２ 名 

（エ）先天性血液台帳 

疾病対策課職員              ２ 名 

 

イ アクセス件数（月平均） 

（ア）特定疾患等台帳管理システム  ４，５００件（通常時） 

６，５００件（更新時期（７～１２月）） 

（イ）肝炎医療費助成システム       ４０件 

（ウ）肝がん・重度肝硬変システム     １０件 

（エ）先天性血液台帳           ４０件 

 

４ 現行システムの課題 
（１）小児慢性の移行期支援への対応 

   小児慢性は２０歳になる前日までの認定期間であり、２０歳以降は対象疾患次第では指定

難病か先天性血液に移行することとなる。 

   現在のシステムでは小児慢性特定疾病児童や指定難病患者の療養支援として医療機関・主

治医情報や心身の状況等について入力画面が設けられている。 

しかし、現状健康福祉センターの保健師が患者との面接用に用いている記録用紙とは中身

が異なり、システムの入力が二度手間になることから殆どの健康福祉センターで使用されて

おらず移行期支援等の業務に活用されていない。 

    

（２）事務ミスの低減・業務効率化 

 ア 各制度における更新申請受付後の変更申請・変更届に係る受給者証発行処理の制御 

各制度は、一定の受給期間を経過すると更新の手続が必要となるが、指定難病や小児慢性

では、更新申請受付後、承認までの間に受給者証の発行を伴う変更申請や記載事項変更届を

受付けることがある（受給者証の発行を伴わない記載事項変更届も受け付けている）。 

この場合、現行の受給期間に対する変更だけでなく、更新後の受給期間に対する変更もシ

ステムへ入力しなければ処理が進まないが、更新申請が審査の結果不承認となった場合でも

更新申請の変更に係る手続きがそのまま残り、更新に変更が反映された受給者証が発行され

てしまう。よって、担当者が各システム上で確認し、手処理で受給者証の発行を制御してい

る。 

 

 イ 保険種別・階層区分による更新時の保険者照会 

   指定難病・小児慢性の更新では加入する健康保険が変更になった場合だけでなく、加入保

険が社保で非課税の場合または国民健康保険組合の場合においても保険者に対し所得区分の
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照会が必要となる。 

   現行システムでは、加入する健康保険が変更になった場合のみ、保険者照会を行う仕様と

なっており、その他の保険者照会が必要な場合においては、担当者が手処理で保険者照会処

理に紐づけて実施しているが、未照会のまま受給者証が発行されるなど事務ミスが発生して

いる。 

 

 ウ 世帯内按分の設定・変更・解除 

   指定難病・小児慢性では、加入する保険の世帯内に複数の受給者がいた場合、高い方の自

己負担限度額を上限に、按分された自己負担限度額が設定される。 

  （例 父：指定難病、 子：小児慢性 で、それぞれ一般Ⅰの階層区分で本来の自己負担限

度額が１万円と５千円だった場合に、世帯内按分を行うと父の限度額が 6,660 円、子の限度

額が 3,330 円となる） 

   世帯内按分対象者は更新申請を必ず同時に行う訳ではなく、また、更新後の限度額が変更

となる場合もある（一方の受給者が「高額かつ長期」に該当し自己負担限度額が下がる場合

等）。 

   このように、一方の按分対象の受給者の自己負担限度額に変更があった場合、現行システ

ムでは担当者が手作業で他方の按分対象の受給者について情報の修正を行っているが、以下

のようなミスが発生している。 

 

事務ミス例 

A（父）：難病患者（按分前自己負担限度額 10,000 円、按分後自己負担限度額 6,660 円） 

B（子）：小児慢性受診者（按分前自己負担限度額 5,000 円、按分後自己負担限度額 3,330 円） 

・A が 7 月に、B が 8 月に更新申請を行う。（更新前と更新後で階層区分の変更はない） 

・A の更新申請が承認され受給者証が発行されるが、受給者証発行時点で B の更新申請は未承認。 

   （自己負担限度額の算定は 10 月 1 日時点を基準に行うため、A の按分後自己負担限度額は   

変わらず 6,660 円） 

・後日、B の更新申請が不承認となり、10 月 1 日時点で按分が解消となり A の更新後の受給者証

の有効期限である 1 月 1 日時点では自己負担限度額が 10,000 円となるところ、A の自己負担限

度額を 6,660 円のままにしてしまう。 

 

（３）システムの安定稼働 

   小児慢性は６月から、指定難病は７月から更新申請の受付を行っており、当該期間中は各

健康福祉センターにおいて業務が集中し、常時特定疾患等台帳管理システムへのアクセスが

集中している（上記３ー２（３）アで示した台数の殆どで処理が行われている状況となる）。

そのため、更新の期間におけるシステムの負荷も大きく、処理速度が著しく低下している。 

 

（４）各保健所との情報共有 

申請者の申請書類に関する確認や、審査・認定に係る項目について、疾病対策課と健康福

祉センター等では現状電話や庁内メール（申請番号や疾患名等個人情報が分からない状態で

使用）により連絡を行い、健康福祉センターで申請者や医療機関への確認を行っているが、
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対象者の特定には一手間かかるなどの課題が発生している。 

 

（５）審査情報の履歴 

   小児慢性では、更新申請の審査案件について状況（どのような理由で審査案件となったか、

医療意見書の記載を元に入力）と審査結果（審査会で出された意見。必要に応じて特記的な

ことも入力）を入力している。 

   連続的にまたは断続的に更新申請が審査案件となる児童も一定数いるため、当該更新申請

の疾患情報として前年度以前の状況・審査結果が入力された状態となっているが、当該年度

の審査の内容等を入力するとそれまでの状況・審査結果については更新申請画面から確認で

きず、一貫した審査が困難となっている。 

   また、前年度審査案件であった場合、更新入力時に手作業で"状況"・"審査結果"を削除しな

ければ、当該年度に審査案件であったように表示され、履歴管理が煩雑となっている。 

 

（６）保留中のデータの処理 

   指定難病では、診断（申請した疾患に該当するかどうか）及び重症度（申請した疾患にお

ける治療や状況が一定以上か）について基準を満たした場合に認定される。 

   申請においては、診断基準を満たしたものの、重症度基準を満たしてない場合もあるが、

この場合、申請日以前の12月における医療費総額が33,330円を超える月が3ヶ月以上ある場

合に、軽症者特例として認定を受けることが出来る。 

   本県では、審査会審査において重症度不足とされた申請者に対し1ヶ月程度の期間、軽症

者特例での申請の機会を設けている。 

   当該期間中に、当初の申請日以前の12月で軽症者特例の基準を満たした場合で申請があれ

ば、当初の申請日からの受給期間で認定となる。 

   一方で、当初の申請日以降に軽症者特例の基準を満たし、かつ、当該期間中に申請した場

合は、新規申請と同様の取り扱い（軽症者特例の申請を行った日からの受給期間）となる。 

   通常新規申請を受け付けた場合、速やかにシステムに入力することになっているが、保留

中のデータが完結するまでは同一人物について入力することができず、受給者証発行までに

多くの時間がかかっている。 

 

（７）療養費の還付請求 

   新規申請や更新申請等で申請後、受給者証が届くまでの間に医療機関を受診するなどした

場合、かかった医療費（助成対象のものに限る）について還付請求が可能となっている。 

   現行のシステムにおいても、療養費の入力は可能となっているが、支払い事務で使用して

いる様式の項目とシステム上の項目が一致しておらず、また申請者は一度に複数月の医療費

について申請をしてくるが、システムでの複数月の入力は効率的に行えない仕様となってい

る。各健康福祉センター・疾病対策課ともに使用していない状況である。なお、年間の療養

費の還付請求件数は約 2,500 件である。（3 市に申請があった場合は疾病対策課が支出を行っ

ている。） 

 

（８）所得区分変更の入力 
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   医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分について通常の保険負担

割合を超えて保険者が負担する高額療養費があるが、高額療養費自己負担限度額は被保険者

の所得等に応じて複数の区分（以下「所得区分」という。）に分かれている。 

   指定難病・小児慢性・肝がんでは、この所得区分について新規申請（加入保険の変更を含

む）及び更新申請（社会保険で非課税及び国保組合のみ）の際に各保険者に対し被保険者の

所得区分の照会を行っている。 

   一方で、毎年保険の更新時期である８月前後に、既受給者の所得区分について変更の連絡

が送られてくるが、現状は１件ずつ対象者を確認し、申請状況を確認して区分変更入力を行

うことから膨大な作業量となるが、区分を変更してから更新の受給者証を発行しなければ短

期間に複数の受給者証を発行することになり、受給者の混乱が避けられない。そのため、他

の業務よりも区分変更の作業を優先せざるを得ず、医療費助成に係る事務に支障が出ている。 

 

（９）マイナンバー制度による情報連携 

   行政手続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により、指定難

病及び小児慢性において、個人番号（いわゆるマイナンバー）を利用した情報照会により、

課税証明書等の申請書類が省略可能となっている。 

   しかし、現行システムでは指定難病・小児慢性合わせて４万件を超える照会対象者につい

て効率的な情報照会が可能となっておらず、以下のような課題がある。 

 

ア 情報照会 

  現行システムでは、情報照会の都度、［事務手続の設定］、［特定個人情報名の設定］といっ

た操作により情報照会を行い、１名分の照会用データが出力される。当該出力データを中間

サーバーに照会をかけ、回答データを手入力することとなる。 

  そのため、課税情報、公的年金情報、生保受給情報について、膨大な回数の繰り返し処理

が必要になっている。 

 

 イ 情報照会結果を踏まえた階層区分の判定 

  両制度では、下表のとおり市町村民税の所得割額に基づく階層区分が設定されており、当

該階層区分に基づき月額の自己負担限度額が決定される。 

  区分については、課税情報、公的年金情報、生活保護受給情報等から自動的に判断できる

ものであるが、個々の値を見て職員が判断しているため、判断結果の二重チェックに多くの

労力が必要となっている。 

階層区分 
月額自己負担限度額 

決定条件 
指定難病 小児慢性 

①上位所得 30,000 円 15,000 円 ・所得割額 25.1 万円以上 

・上位所得となることを承諾した場合を含

む 

②一般所得Ⅱ 20,000 円 10,000 円 ・所得割額 7.1 万円以上～25.1 万円未満 

③一般所得Ⅰ 10,000 円 5,000 円 ・所得割額 0円以上～7.1 未満円未満 

（均等割額が 1円以上の場合） 
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④低所得Ⅱ 5,000 円 2,500 円 所得割額・均等割額 0円  かつ 

①合計所得金額－公的年金等所得額 

②公的年金等収入額 

③その他の給付の額 

が 80万円以上であること。 

⑤低所得Ⅰ 2,500 円 1,250 円 所得割額・均等割額 0円  かつ 

①合計所得金額－公的年金等所得額 

②公的年金等収入額 

③その他の給付の額 

が 80万円未満であること。 

⑥生活保護等 0 円 0 円 生保受給中の場合 

 ※高額難病治療継続者（指定難病）、高額治療継続者・療養負担過重患者・血友病患者（共に小

児慢性）、人工呼吸器等装着者・世帯内按分（指定難病・小児慢性）に該当する場合は、上記

表の自己負担限度額から更に低減される。 

 

（１０）電子申請の導入 

   窓口業務を担う健康福祉センター等では、申請書や診断書の内容を１件１件システムへ手

入力しているが、更新の時期などは特に処理件数が膨大であり、システム作業が大きな負担

となっている。システム入力を軽減するため、ぴったりサービス等を利用した電子申請への

移行が課題となっている。 

 

（１１）入力作業の改善 

 更新申請の入力は対象者を検索してから入力するが、膨大な件数を扱うため、作業の省略

化が必要である。 

また、保険者照会に係る業務（特に保険者からの所得区分の変更連絡）は書面で行われる

ため、情報を入力する際は繰り返し受給者の氏名や生年月日を入力して検索することになり、

多くの時間と労力を要している。 

   書面にバーコードを印字し、検索作業を機械的に行うなど、膨大な件数の作業を効率的に

行えるような改善を図る必要がある。 

（１２）承認業務の改善 

   審査会での審査が必要となる案件には、（小児慢性以外は）システムとは別途に Excel で作

成している一覧表に審査情報等を入力している。 

しかし、特に指定難病や小児慢性の更新時は、審査会での審査を必要とする件数が膨大となり、

１件ずつ審査結果等を入力しているため処理に時間を要している。また、これらの審査情報

（不承認理由等）はシステムで管理されておらず、作業を効率的に行えるような改善を図る

必要がある。 

 

５ 次期システムに期待する効果 
・制度改正について、柔軟な対応が可能となること。 

・庁内の情報システムとは、サーバ間連携等により、一層の効率化を図ること。 
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・課題に挙げた事務におけるミスの発生を防止すること。 

・新任者または別制度の担当でも容易に各制度の業務の処理が可能となること。 

 

６ 次期システム（案） 
６－１ 調達の範囲 

ア システム設計・開発 

イ システム導入 

ウ 既存データのシステムへの移行 

エ 利用者研修 

オ 運用保守（債務負担） 

 

 

６－２ 更新スケジュール 
現時点で想定しているスケジュールは以下のとおり。 

時 期 内 容 

令和３年６月 契約 

令和３年７月から８月 システム設計 

令和３年９月から１２月 

プログラム製造 

単体テスト、結合テストの実施 

システム導入 

令和４年１月 総合テストの実施 

令和４年３月１日 本稼働開始 

令和４年３月から令和９年２月 システム運用保守 
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６－３ システム要件 
（１）基本的な考え方 

・現行システムの機能については、次期システムにも同等の機能を維持する。 

・業務フローは指定難病を基本として集約し、業務フローを統一する。 

・マイナンバーによる情報照会について、一括での照会及び回答結果の一括でのシステムへの

取り込みを可能とし、情報照会作業が受給者証交付事務の遅延要因とならないようにする。 

 

・現在の事務の中でボトルネックとなっている審査会案件の疑義照会作業について改善が図ら

れる。 

・各制度間で利用者が使用している制度を間違えないよう各制度で視認性を高める。 

・システムに入力した内容は、全て検索をかけられるようにする。 

 

（２）制度フロー図 

 別記６「次期制度フロー図（案）」に示す。 

 

（３）業務フロー図 

別記７「次期業務フロー図（案）」に示す。 

 

（４）機能要件一覧 

 別記８「機能要件一覧（案）」、別記９「機能体系（案）」のとおり。 

 

（５）基本管理項目一覧 

 別記 10「基本管理項目一覧（案）」のとおり。 

 

（６）帳票一覧 

 別記 11「帳票一覧（案）」のとおり。 

 

（７）画面要件 

ユーザインタフェース設計にあたっては、全体が統一されたデザインとし、操作性が良く、

利用者が容易に理解して操作できる画面とすること。 

 

（８）文字 

・取り扱う日本語文字集合の範囲：JIS X 0213 

・文字コード：ISO/IEC 10646 

・文字の符号化形式：UTF-8 

 

（９）アクセシビリティ要件 

ア 全ての利用者が一定のセキュリティの下に、ストレスなくデータ処理が図れるようシステ

ム環境を整備すること。 

イ 対象システムの操作は、キーボード及びマウス操作とし、主な操作はキーボードのみでも
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でき、OS が標準で備えるショートカットを利用できること。 

ウ 対象システムの各画面では、必要な項目に適切なデフォルト値（初期状態）が設定される

こと。設定・表示されたデフォルト値は、表示された画面上で変更可能なこと。 

エ データ入力・修正時に、不適当な値や入力漏れがないかどうかをメッセージ等で確認でき

る機能を備えること。また、エラーがある場合はエラーの内容を表示すること。 

オ データを追加・変更する場合は、類似する他のデータを複写又は移動して利用できること。 

カ データを変更する場合は変更前と変更後の情報を表示すること。 

 

（１０）外部インターフェース要件 

ア 対象システム側の取り込み・取り出しは、Web 画面からできること。 

イ ファイルレイアウトは、提供資料に従うこと。 

№ 名称 形式 方向 用途 

1 
団体内番号照会要求ファイル CSV 形式 

（UTF-8） 
出力 

番号連携サーバーへ団体内番号の発行

要求 

2 
団体内番号照会要求結果ファ

イル 

CSV 形式 

（UTF-8） 
入力 

番号連携サーバーから団体内番号の通

知 

3 
情報照会内容ファイル XML 形式 

（UTF-8） 
出力 

自治体中間サーバーへ情報照会用 

（SOAP 連携） 

4 
情報照会結果ファイル XML 形式 

（UTF-8） 
入力 

自治体中間サーバーから情報照会結果 

（SOAP 連携） 

5 
特定個人情報ファイル XML 形式 

（UTF-8） 
出力 

自治体中間サーバーへ情報提供用 

（SOAP 連携） 

6 
相手方一括登録ファイル CSV 形式 

（Shift_JIS） 
出力 財務システムへ相手方一括登録 

7 
相手方一括登録結果ファイル CSV 形式 

（Shift_JIS） 
入力 財務システムから相手方一括登録結果 

8 
集合明細情報ファイル CSV 形式 

（Shift_JIS） 
出力 財務システムへ集合明細情報 

9 
住基ネット照会内容ファイル 固定長 

（Shift_JIS） 
出力 住基ネットへ照会用 

10 
住基ネット照会結果ファイル 固定長 

（Shift_JIS） 
入力 住基ネットから照会結果 
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（１１）性能・拡張性 

ア システム利用者 

  

ピーク時（７月～１０月）    平常時（１１月～６月） 

イ データ量 

 ※移行データの種類と量と増加見込み／年   （令和元年１１月末時点） 

データ名 

制度名 

患者 医療機関 医師 

現在 増加見込 現在 増加見込 現在 増加見込 

指定難病 138,000 6,000 37,000 200 6,300 100 

小児慢性 8,400 600 8,000 150 800 50 

先天性血液 300 20 850 50   

肝炎 20,000 1,000 3,400 150   

肝がん 10 50 26 10   

・データ量は全て概数。患者のデータ数は履歴ではなく登録されている人数である。 

・特定疾患は指定難病に含める 

利用事務 システム管理者 業務管理者 入力者 閲覧者 合計

疾病対策課 難病、小慢、特定疾患、血液、肝炎、肝がん 1 8 7 0 16

健康福祉センター計 難病、小慢、特定疾患、血液、肝炎、肝がん 0 75 81 0 156

千葉市健康企画課 特定疾患、血液、肝炎、肝がん 0 3 0 0 3

千葉市保健福祉センター計 特定疾患、血液、肝炎、肝がん 0 2 16 2 20

船橋市保健所 難病、特定疾患、血液、肝炎、肝がん 0 3 24 0 27

柏市保健所 難病、特定疾患、血液、肝炎、肝がん 0 2 6 0 8

合計 1 93 134 2 230

最大同時利用：２３所属１４０名(ピーク時)

最大同時利用：２３所属６０名(平常時)

システム利用者数

本システム 

番号連携 

サーバー 

財務システム 

自治体中間 

サーバー 

住基ネット 

File(csv) №1,2 

File(固定長) №9,10 

SOAP/Web №3,4,5 

File(csv) №6,7,8 
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 ※年間の繁忙見込み（指定難病７～１０月、小児慢性６～９月。その他は随時更新のため、   

業務量は平準化されている。） 

ウ 通常業務時のオンラインレスポンスタイムは、３秒以内を目標とすること。 

 エ 業務繁忙等によるアクセス集中時のオンラインレスポンスタイムは、５秒以内を目標とす

ること。 

オ バッチレスポンスタイムは再実行の余裕が確保できることを目標とすること。 

カ セッションタイムアウトは 60 分とすること。 

 

（１２）可用性 

ア 業務停止を伴う障害が発生した際には、障害発生時点までのデータ復旧を目標とすること。 

イ 業務停止を伴う障害が発生した際には、24 時間以内でのシステム復旧を目標とすること。 

ウ 業務停止を伴う障害が発生した際には、全システム機能の復旧を実施すること。 

エ 年間のシステム稼働率は、99.5%を目標とすること。 

 

（１３）運用・保守性 

ア システムの運用時間は、計画的なメンテナンス等の停止を除き、24 時間 365 日の利用を前

提とすること。 

イ データ復旧の対応範囲は、障害発生時のデータ損失防止とすること。 

 

６－４ システム稼働環境要件 
（１）全体構成 

ア サーバは、県が管理する既存のホスティング環境（以下「庁内ホスティング」という。）を

利用すること。 

イ 利用者端末は、既存の業務用パソコン（以下「配付パソコン」という。）を活用すること。 

なお、配付パソコンでは個人番号利用事務用 VDI を介してシステムを利用する。 

ウ プリンタは、各事業所の執務室に既に設置されているプリンタを利用すること。 

（２）サーバ（庁内ホスティング） 
庁内ホスティングはハイパーバイザー型の仮想化技術を利用し、下表のとおり Windows 又は

Linux のいずれか 1 ゲスト OS を提供する。 

種類 Windows  Linux 

ゲスト OS Windows Server 2016 

Standard Edition 

Red Hat Enterprise Linux 7 

WEB サーバ IIS 10.0 Apache 2.4 

CGI・開発言語 ASP, ASP.NET PHP, Perl 

FTP IIS 付帯の FTP Vsftpd 

CPU 2.5 GHz（1 コア）×2 基 2.5 GHz（1 コア）×1 基 

※物理仕様は Intel Xeon Gold 6248 2.5GHz（20 コア）×2 基 

メモリ 4GB 2GB 
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ストレージ 100GB 80GB 

ネットワーク 情報系ネットワーク（1Gbps）×1 系統 

管理系ネットワーク（1Gbps）×1 系統 

※システム間通信は原則管理系ネットワークを利用する。 

ファイアウォール 利用者との通信は HTTPS のみ許可 

管理者との通信は、FTP 等必要なサービスのみ許可 

ウィルス対策 リアルタイムスキャン、スケジュールスキャン 

パッチ管理 庁内ホスティングが提供するゲスト OS 及び OS 標準のソフトウェア

（Windows は IIS10.0、Linux は Apache2.4 等）のぜい弱性対策パッチ

を月次で適用する。 

稼動監視 死活監視、リソース監視（CPU、メモリ、ディスク等） 

※閾値（CPU 使用率 95%、メモリ使用率 95%、ディスク使用率 90%）

が設定されているため、閾値を超過しないシステム構築、運用を行う

こと。 

※希望があればサービス監視（http､ftp 等）、プロセス監視（監視シス

テムが取得できるものに限る）を行う。 

サーバ証明書 庁内用の SSL 通信用サーバ証明書 

バックアップ 日次でゲスト OS イメージのオンラインバックアップ 

（システムで個別に利用するバックアップファイル等は、ストレージ

上に出力することでゲスト OS イメージの一部としてバックアップ対

象となる。） 

制限事項等 ・特殊なデバイスは利用不可 

・常態的な OS へのログインは不可 

・配付パソコンからの OS ログインは不可（OS へログインしてのメ

ンテナンスは専用の作業用端末からのみ可能） 

・データベース、Java、その他システムの動作に必要なソフト等につ

いては、本調達の範囲で受注者が導入、運用保守し、庁内ホスティン

グの運用・維持管理の対象外とする。 

※運用期間中に、庁内ホスティングの更新に伴うシステム稼働環境の変更が発生した場合におい

て、ゲスト OSイメージの移行に伴う動作確認等の対応は、本調達の範囲とすること。 

 

（３）配付パソコン 

配付パソコン 

ＯＳ Microsoft Windows10 Enterprise LTSB 2015 エディ

ション x64 1507(RTM) 

ＣＰＵ インテル(R) Core(TM) i3-6100U 2.30GHz 

メモリ 4GB 

ストレージ 500GB 
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ブラウザ InternetExplorer11 

ＯＡソフト Microsoft Office professional 2016（32bit） 

 

個人番号利用事務用 VDI 

仮想デスクトッ

プ 

VMWare Horizon 7.0.2 

ＯＳ Microsoft Windows10 Enterprise LTSB 2015 エディ

ション x64 1507(RTM) 

ＣＰＵ 2.2GHz×2vCPU 

メモリ 3GB 

ストレージ 500MB 

ブラウザ InternetExplorer11 

ＯＡソフト Microsoft Office professional 2016（32bit） 

 

（４）ネットワーク要件 

インターネット 通信不可 

全庁情報ネットワーク 

（LGWAN 系） 

・庁内ホスティング      1Gbps 

・本庁舎内幹線        2Gbps 

・本庁―出先間（主回線） 

本庁側 1Gbps(ベストエフォート) 

出先側 100Mbps(ベストエフォート) 

・本庁―出先間（副回線） 

本庁側 100Mbps 

出先側 10Mbps～1Mbps 

・配付パソコン        802.11ac 

 

６－５ 情報セキュリティ要件 
（１）アクセス・利用制限 

ア 対象システムの利用は、ID、パスワードによる認証を行うこと。 

イ 対象システムは、利用者の属性により、利用が可能な機能・データ範囲を定義し、アクセ

ス権を管理すること。 

ウ 対象システムの操作制限は、必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイル

へのアクセスのみを許可すること。 

（２）データの秘匿 

ア 伝送データは、暗号化を実施すること。 

イ 蓄積データは、認証情報のみ暗号化すること。 

（３）不正追跡 

ア 一定期間の操作ログを保存し、不正アクセス等の検証を可能とすること。 

（４）脆弱性対策 
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ア 対象システムの運用に必要がなく、セキュリティホールとなるようなプログラムを置かな

いこと。 

イ 対象システムで利用するソフトウェアは、契約期間中において、パッチやバージョンアッ

プなどの開発元のサポートが受けられること。 

ウ 導入するミドルウェア等のソフトウェアについて、最新のパッチ等の適用を行い、脆弱性

を排除すること。 

（５）Web 対策 

ア セキュアコーディング、Web サーバの設定等により、情報漏洩・成りすまし等の対策を実

施すること。 

（６）ウィルス対策 

ア 配付パソコンのウィルス対策機能にシステムが支障なく稼働すること。 

イ OS、各種ソフトが最新の状態に更新されてもシステムが支障なく稼働すること。 

 

６－６ 特定個人情報に関する安全管理措置要件 
対象システムは個人番号利用事務系システムであり、情報提供ネットワークに接続するため、

以下の安全管理措置について実施する。 

（１）物理的安全管理措置 

受注者は、発注者と協議の上、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる物理的安

全管理措置を講じなければならない。 

ア 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報等を取り扱う事務を実施

する区域（以下「取扱区域」という。）を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 

特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域（以下「管理区域」という。）

を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。管理区域において、入退室管理及び管理区域へ

持ち込む機器等の制限等の措置を講ずる。 

イ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗

難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。また、電子媒体及び書類等

の庁舎内の移動等において、紛失・盗難等に留意する。 

（ア） 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビネット、書

庫又は必要に応じて耐火金庫等へ保管する。 

（イ） 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで運用されている場合は、

セキュリティワイヤー等により固定する。 

ウ 電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止 

許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。

また、記録機能を有する機器の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。 

特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には、容易

に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。 

（ア） 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法としては、持出しデータ

の暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器を使用する。ただし、行政機関等に
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法定調書等をデータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従う。 

（イ） 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法としては、封緘、目隠しシー

ルの貼付を行う。 

エ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類等について、規程等によって定められてい

る保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は

廃棄する。 

個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合

には、削除又は廃棄した記録を保存する。受注者は確実に削除又は廃棄したことについて、発

注者へ証明書等により提出し承諾を得る。 

（ア） 特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な

手段を採用する。 

（イ） 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除

ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。 

（ウ） 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易

に復元できない手段を採用する。 

オ 個人番号が記載された書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続

を定める。 

 

（２）技術的安全管理措置 

受注者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全管理措置を講じな

ければならない。 

ア アクセス制御 

情報システムを使用して個人番号利用事務等を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取

り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。 

（ア） 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。 

（イ） 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム等を、アクセス制御により限定する。 

（ウ） ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報シ

ステムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。 

（エ） 特定個人情報ファイルへのアクセス権を付与すべき者を最小化する。 

（オ） アクセス権を有する者に付与する権限を最小化する。 

（カ） 情報システムの管理者権限を有するユーザーであっても、情報システムの管理上特定

個人情報ファイルの内容を知らなくてもよいのであれば、特定個人情報ファイルへ直接ア

クセスできないようにアクセス制御をする。 

（キ） 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の脆弱性

等を検証する。 

イ アクセス者の識別と認証 

特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する

者であることを、識別した結果に基づき認証する。 

事務取扱担当者の識別方法としては、ユーザーＩＤ、パスワードによる認証方式とする。 
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ウ 不正アクセス等による被害の防止等 

情報システムを外部等からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組み等を

導入し、適切に運用する。また、個人番号利用事務の実施に当たり接続する情報提供ネットワ

ークシステム等の接続規程等が示す安全管理措置を遵守する。 

個人番号利用事務において使用する情報システムについては、インターネットから独立す

る等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行う。 

（ア） 特定個人情報等を取り扱う情報システムと外部ネットワーク（又はその他の情報シス

テム）との接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。 

（イ） 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフトウェ

ア等）を導入する。 

（ウ） 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフト

ウェアの有無を確認する。 

（エ） 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウ

ェア等を最新状態とする。 

（オ） 定期に及び必要に応じ随時にログ等の分析を行い、不正アクセス等を検知する。 

（カ） 不正アクセス等の被害に遭った場合であっても、被害を最小化する仕組み（ネットワー

クの遮断等）を導入し、適切に運用する。 

（キ） 情報システムの不正な構成変更（許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウ

ェアのインストール等）を防止するために必要な措置を講ずる。 

エ 情報漏えい等の防止 

特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏

えい等を防止するための措置を講ずる。 

特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合、原則として、暗号

化又はパスワードにより秘匿する。 

（ア） 通信経路を暗号化する。 

（イ） 暗号化又はパスワードによる秘匿に当たっては、不正に入手した物が容易に復元でき

ないように、暗号鍵及びパスワードの運用管理、パスワードに用いる文字の種類や桁数等の

要素を考慮する。 

 

６－７ 運用保守要件 
（１）運用支援業務 

受注者は、対象システムの運用に関する計画、手続、評価における以下の作業を実施すること。 

ア 運用計画の作成 

運用支援作業に対する全体目標、運用体制、役割分担を設定し、運用計画を作成し見直すこ

と。 

イ 運用手順書の作成 

運用の作業フロー、手順を運用手順書として作成すること。また、運用状況に応じて定期的

に見直すこと。 

ウ 運用評価・改善 

運用計画に基づき、定期的に運用結果を評価すること。また、システム環境のチューニング
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を含む運用改善案を作成し、発注者の承認の上、運用改善を実施すること。 

エ 会議体の運営 

運用全体に係る定例会議を開催し、運用状況の評価及び改善方法について提案すること。 

（２）インシデント管理 

システム監視及び問い合わせにおいて、対象システムに発生したインシデント（システムの不

具合、機器の故障、エラー、警告メッセージの発生など）を検知した場合は、以下のとおり対応

を実施すること。 

ア 過去のインシデント情報を検索し、対応できる事象がある場合、回答又は解決方法を実施す

ること。ただし、システムへの侵入、ウィルス感染等、セキュリティに関するインシデント

である可能性がある場合は、速やかに発注者に報告すること。 

イ 過去のインシデント情報を検索し、対応できる事象がない場合、緊急度、優先順位、影響範

囲等を考慮して、問題管理にエスカレーションすること。 

ウ 発生したインシデント、その対応内容及び対応結果について記録を作成し、一元的に保管及

び管理すること。 

（３）問題管理 

インシデント管理からエスカレーションされてきた事象について、速やかに発注者に報告する

とともに、以下のとおり、トラブルとして対応を実施すること。 

ア 内容を確認し、関連事業者との責任分界点に従って「一次切り分け」として問題を切り分け

ること。問題の切り分けに当たって必要があれば、発注者の了承を得た上で、関連事業者に

調査を依頼すること。 

イ 障害の切り分け後、発注者の了承を得た上で、障害の該当箇所を担当している関連事業者に

対して、原因の特定と問題解決に向けた対処を依頼すること。 

ウ 取得済みバックアップデータからのリカバリや手動による縮退運転移行等、発注者が用意

する復旧運用マニュアルに従い、復旧作業すること。 

エ 障害が復旧するまで、作業内容を監理し、復旧したことを確認すること。 

早急に根本的解決ができない場合、発注者の了承を得た上で、一時的な対応を実施すること。

かつ、恒久的な解決策を策定又は関連事業者に依頼すること。 

オ 一連の障害対応を取りまとめ、内容を資料として残し、定期的に問題発生の統計を取り、発

生の傾向を分析して、発注者に報告すること。 

（４）問い合わせ対応 

対象システムの問い合わせ発生時において、以下の作業を実施すること。 

ア 問い合わせ情報の管理 

問い合わせ内容、回答内容、状況を管理し、発注者へ報告すること。 

イ 問い合わせの回答書作成 

問い合わせの内容を確認し、回答書を作成すること。なお、問い合わせの内容が関連業者に

係る内容の場合には、それぞれの業者に通知し、問い合わせ回答に向けた回答書作成を依頼する

こと。 

ウ 問い合わせの管理・分析 

問い合わせ内容を資料として残し、定期的に問い合わせの統計を取り、発生の傾向等を分析

すること。分析した内容は、集計し、報告書としてまとめ、発注者に提出すること。 
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（５）ソフトウェア更新 

受注者は、対象システムのソフトウェア資源について、以下の作業を実施する。 

ア パッチの提供に関する情報及びぜい弱性情報の収集 

本調達範囲で導入したソフトウェアについて、ソフトウェアベンダからのパッチ（不具合修

正を目的とするパッチ、ぜい弱性対策を目的とするセキュリティパッチの両方を含む。）の提供

情報及びぜい弱性に関する情報を継続的に収集する。 

イ ぜい弱性対応計画の作成 

（１）による情報を入手した場合、当該ぜい弱性への対応又は当該セキュリティパッチの適

用に関する計画を「ぜい弱性対応計画」として取りまとめ、発注者の承認を得る。「ぜい弱性対

応計画」は、以下の内容を含むこと。 

①対策の必要性 

②対策方法 

③対策方法が存在しない場合の一時的な回避方法 

④対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響 

⑤対策の実施予定 

⑥対策試験の必要性 

⑦対策試験の方法 

⑧対策試験の実施予定 

ウ 業務アプリケーションの緊急適用 

不具合修正の業務アプリケーションプログラムを、システムに適用する計画を作成し、発注

者の承認の上で適用を実施する。 

エ 庁内ホスティングによるパッチ管理への対応 

庁内ホスティングから提供されるパッチ情報について、システムへの適用について判断し、

発注者へ報告すること。 

なお、システムへの影響を考慮し適用を延期する場合については、その理由と３カ月以内の

適用完了へ向けた適用計画について発注者へ報告し承認を得ること。 

（６）年度切替時の対応 

受注者は、システム管理担当者が行う年度切替時の組織改正等におけるシステム内のデータ更

新について支援を行うこと。 

（７）サーバ更新時の対応 

本契約期間中において、庁内ホスティングの更新が予定されているため、システム稼働環境の

変更に伴うゲスト OS イメージの移行等が想定されるが、対象システムを再インストールせずに

移行する場合の設定変更及び動作確認の対応は、本調達の範囲とすること。 

（８）契約期間満了に伴う引継ぎ 

ア 移行データ作成 

契約期間中に発生した各種データについて、CSV ファイル等再利用可能な形式により、デー

タレイアウトと併せて発注者へ提出すること。 

なお、総務省の中間標準レイアウト仕様に定義されているものについては、当該仕様による

こと。 

イ 引継ぎ 
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次期の運用保守業者に対し、本業務の契約作成した運用設計の説明を行い、引継ぎすること。 

なお、引継ぎの計画を立て発注者の了承を得るとともに、引継ぎ結果を報告書にまとめ提出

すること。 

 

６－８ 作業の体制及び方法 
（１）作業体制 

ア 必要となる資格 

①受注者は、過去５年以内に国、地方公共団体においてシステム開発案件の履行実績を有す

ること。 

【 ②．③．はプロジェクトの内容に応じて記載要否を検討します。】 

②．受注者は、ISMS 又はプライバシーマークを取得している者であること。 

③．主任作業者は、IT スキル標準 V3 のレベル 4 相当以上の者を選任すること。 

 

（２）作業体制 

本調達における作業体制は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）役割分担 

ア 健康福祉部疾病対対策課 担当者 

進捗状況等プロジェクト管理に関する詳細や成果物等に関する確認、承認作業及び各関係者

と調整する。 

イ 受注者 

本調達仕様書に示す要件に基づく役務等を提供する。プロジェクト管理、成果物の作成、さ

らに、発注者が実施する各関係者との調整に必要な支援や資料を作成すること。 

（４）受注者の体制 

ア プロジェクト体制 

品質保証体制を確立すること。 

イ 主要要員 

発注者（千葉県） 受注者 

＜健康福祉部疾病対策課＞ 

・担当者 

・主任作業者 

業務の管理・統轄 
（契約関係を含む） 

＜情報システム課＞ 

・担当者 

契約 

業務を行う作業者 

・主要要員 

・その他作業員 

連携 
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作業者のうち、類似業務システム開発実績のあるものを主要要員として参画させること。 

ウ 作業経過、進捗状況等の報告 

進捗報告書は定例会議ごとに提出すること。また、作業報告書、緊急の報告書等は必要に応

じて作成・提出すること。 

 

６－９ 支援体制 
（１）受注者は、システム開発、導入及び運用保守のために発注者を支援し、調査依頼、資料請

求等に対して、迅速に対応する。 

（２）打合せに必要な資料は発注者の要求に従い受注者が作成し、必要部数を用意する。 

受注者が発注者へ資料を要求する場合は必ず書面によることとし、発注者は可能な限り資料を提

供する。 

（３）発注者が随時の打合せを要求した場合において、受注者は発注者からの要求があった日か

ら起算して１０営業日以内に応ずる。 

（４）受注者は打合せ後、５営業日以内に議事録を作成し、発注者の承認後に双方署名し双方で

保管する。 

（５）受注者は、各種相談・問い合わせを受けることができる窓口を設置する。 

 

６－１０ 開発方法 
（１）プロジェクト管理 

ＰＭＢОＫ（プロジェクトマネジメント知識体系）等に基づいたプロジェクト管理方法論を有

し、プロジェクトの計画・実施ができること。 

品質管理に対する取り組みについて記載すること。 

（２）開発環境 

必要に応じて、受注者の負担で内部テストに使用する開発環境を準備すること。 

 

６－１１ 報告 
（１）開発導入時の作業経過、進捗状況等の報告 

開発導入時は、作業状況や直近における予定を記した資料を月次で報告し、それ以外にも、発

注者又は受注者が必要だと判断した場合等、必要に応じて報告すること。 

（２）運用保守時の運用保守業務報告 

システムの稼動実績等、運用上の問題点、インシデント対応実績をまとめた内容を、年度末に

取りまとめ、報告書を作成し、発注者へ報告すること。 

（３）インシデント報告 

インシデントが発生した場合は、インシデント報告書を作成し、発注者へ報告すること。 

 


