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川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理 

システム等構築業務委託 調達仕様書

令和３年４月 

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
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１ 件名  

川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等構築業務委託 

２ 目的 

  川崎市高齢者外出支援乗車事業の利用実績等を把握するため、川崎市高齢者外出支援乗車事業利

用管理システム（以下「利用管理システム」という。）等を構築することを目的とする。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

４ 履行場所 

川崎市幸区堀川町 580 番地ソリッドスクエア西館 10 階ほか

５ スケジュール 

  川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等構築業務（以下「本業務」という。）に係る想

定作業スケジュールは次のとおりである。 

(1) 利用管理システムは、令和４年７月１日から 10 月１日の間に本番稼働を開始すること。ただ

し、本市が現在交付している高齢者特別乗車証明書が令和４年６月 30 日までの有効期限となって

いることから、令和４年７月１日から本番稼働を開始できることが望ましい。 

(2) 令和４年７月１日からの本番稼働の開始が困難な場合には、令和４年７月１日から本番稼働開

始までの期間について、本市と協議の上で対応を図ること。 

(3) 本委託業務開始時に稼働日を明確にすること。 

６ 本事業の概要と課題 

川崎市高齢者外出支援乗車事業（以下「本事業」という。）は、「川崎市高齢者外出支援乗車事業

に関する条例」に基づき、市内在住の満 70歳以上の者を対象に、社会的活動への参加を促進し、も

って高齢者の福祉の増進を図ることを目的に実施しており、昭和 49年７月に無料の乗車証交付事業

としてスタートし、平成 16 年７月に利用者が費用の一部を負担する現行制度に見直しを行った。 

  前回の見直しから約 17 年が経過し、高齢者の社会参加のニーズが複雑化、多様化してきており、

高齢化の進展による対象者の増加に伴い事業費が年々増加傾向になってきていることなどから、今
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後の長期的な高齢化の進展を見据えた制度への再構築が求められている。 

  こうしたことから令和２年度に「川崎市高齢者外出支援乗車事業のあり方検討会議」を設置し、

学識経験者のほか交通事業者、福祉関係者および市民代表といった様々な立場の方とともに、ICTの

導入による利用実態の透明性・客観性の確保や、年齢要件、市民・行政・バス事業者の費用負担の

あり方、他の外出支援施策との連携などについて議論を行い、同会議の議論を踏まえ、本事業に ICT

を導入することとしたもの。 

（1） 事業概要 

  ア 事業の目的 

    高齢者の社会活動への参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ること。 

  イ 対象者 

    年齢 70 歳以上の者で住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81 条）の規定により本市の住民基本

台帳に記録されているもの。 

   ＜対象者の推移＞ 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 

対象者数 201,496 人 211,514 人 220,629 人 229,174 人 238,000 人 

    ※いずれも各年度末時点の数。 

  ウ 対象交通機関 

    川崎市営バス、小田急バス、神奈川中央交通、川崎鶴見臨港バス、京浜急行バス、東急バス 

  エ 通用区間 

    川崎市内を運行する路線バス 

  オ 市境路線 

    ・川崎市内と市外を跨いで運行するバス路線で、乗車もしくは降車する停留所が市内である

場合は原則利用可能である。 

    ・横浜市の敬老特別乗車証も、本市同様、乗車もしくは降車する停留所が横浜市内である場

合は 原則利用可能である。 

    ・東京都のシルバーパス事業は、都内で乗車し都内で降車する場合のみ利用可能である。 

  カ 制度内容 

コイン式 

（高齢者特別乗車証明書） 

フリーパス式 

（高齢者フリーパス） 

交 付 方 法 市から対象者宛てに郵送 
左記の交付を受けた者のうち、希

望者が任意で販売窓口で購入 

内 容

バス乗車時に証明書を提示す

ることで、大人の普通乗車料金の

概ね半額で乗車可能。 

ひと月あたり 1,000 円でフリーパ

スを購入することで、通用期間内で

あれば何回でも乗車可能（1,3,6,12

か月の 4券種）。 

※身体障害者手帳等を所持している者など、６(1)クの要件を満たす者に対しては、無料でバス

の乗降ができる福祉パス（12か月間有効のフリーパス）を発行している。 

※高齢者フリーパス（福祉パスを除く）については、高齢者フリーパスの代金に加え、手数料

300 円を支払うことで、郵送による交付を受けることが可能である。 

キ 高齢者フリーパス及び福祉パスの販売窓口（※令和３年３月時点） 

バス事業者等 窓口数 窓口 

東急バス ３ヶ所 小杉案内所 

高津営業所 

虹が丘営業所 

小田急バス ２ヶ所 登戸営業所 
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新百合ヶ丘案内所 

川崎鶴見臨港バス ４ヶ所 乗車券センター 

塩浜営業所 

浜川崎営業所 

神明町営業所 

川崎市営バス ７ヶ所 川崎乗車券発売所 

溝口乗車券発売所 

塩浜営業所 

上平間営業所 

井田営業所 

菅生営業所 

鷲ヶ峰営業所 

各区社会福祉協議会 ７ヶ所 川崎区社会福祉協議会 

幸区社会福祉協議会 

中原区社会福祉協議会 

高津区社会福祉協議会 

宮前区社会福祉協議会 

多摩区社会福祉協議会 

麻生区社会福祉協議会 

その他 ３ヶ所 高津老人福祉地域交流センター 

小倉の駅舎陽だまり 

河原町の陽だまり 

計 26 ヶ所 

  ク 福祉パスの要件 

   (ｱ) 本人用 

70 歳以上の高齢者特別乗車証明書所持者で次の表のいずれかに該当し、重度障害者福祉タ

クシー利用券（歩行困難な重度障害者を対象としたタクシーの料金の一部（運賃のみ）を助

成する制度）の交付を受けてない場合に、福祉パス（本人用）の交付を受けることができ

る。 

交付対象者 必要書類 

身体障害者手帳所持者 身体障害者手帳 

精神障害者保健福祉手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳 

療育手帳所持者 療育手帳 or 知的障害者証明書 

戦傷病者手帳所持者 戦傷病者手帳 

公害医療手帳所持者 公害医療手帳 

被爆者健康手帳所持者 被爆者健康手帳 

児童扶養手当を受給している者 児童扶養手当証書 

介護保険料の減免を受けている者 介護保険料減免承認決定通知書 

or 介護保険料に係る保険料減免状況 

   (ｲ) 介助者用 

     70 歳以上の高齢者特別乗車証明書を所持している者で次の表のいずれかに該当する者を解

除する場合に、福祉パス（介助者用）の交付を受けることができる。なお、介助者は１名ま
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でで、利用は介護を必要とする者と同乗時に限られる。 

交付対象者 必要書類 

身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運

賃減額欄に第１種身体障害者との記載

がある者の介助者 

介助を必要とする者の身体障害者手帳 

精神障害者保健福祉手帳に障害等級１

級との記載がある者の介助者 

介助を必要とする者の精神障害者保健

福祉手帳 

療育手帳に A１（重要度）又は A２（重

度）との記載がある者の介助者 

介助を必要とする者の療育手帳 or知

的障害者証明書 

戦傷病者手帳降車で、恩給法表第１号

表の２に規定する特別項症から田第４

項症までの傷害程度である者の介助者 

介助を必要とする者の戦傷病者手帳 

（2） 本事業の課題 

ア 利用実態の透明性・客観性の確保 

   現在、コイン式、フリーパス式ともに紙の券を使用していることから、実際に利用者がどの程

度、本事業を利用しているかの正確な実態を把握することが困難である。 

   そのため、特にフリーパス式については、現状、本市が実施する高齢者実態調査の結果等に基

づき、ひと月あたりの平均乗車回数を 15 回に設定しているが、バス事業者の独自調査ではひと月

あたりの乗車回数が約 33回という結果が出ており、大きな乖離が生じている。 

   こうした状況から、ICTの導入による利用実態の透明性や客観性の確保が求められている。 

イ 持続可能な制度構築 

令和元年度の本市の 70歳以上人口は約 22 万人、事業費は 20億円弱となっている。今後も人口

増が見込まれる中、将来推計においては、令和 22年度には 70 歳以上人口が約 33万人に達し、そ

れに伴い、現在の算定方式で推計した事業費は約 30 億円となる見込みである。 

本市では令和元年度のふるさと納税による減収額が 57億円に達するとともに、時代に即した新

たな制度への対応等により収支不足が拡大し、財政状況は大変深刻な状況にある。将来にわたっ

て安定的に基礎自治体としての責務を果たしていくため、持続可能な行財政基盤の構築に向け

て、全市的に既存事業の見直しや、大規模事業に係る経費の平準化など、より一層の行財政改革

の取組を進めていく方針であることから、本事業についても、持続可能な制度構築に向けた検討

が必要となっている。 

ウ 高齢者の外出支援の促進 

本事業の前身となる敬老特別乗車証交付事業を開始した昭和 40年代と現在では、個人差はあり

つつも、健康寿命も延びており、高齢者の健康状態は大きく変化している一方、ひとり暮らしや

夫婦のみの世帯も増加してきており、外部との接触が少ない高齢者も多くなっている。また、今

般の新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防のために外出を控える動きがある。高齢

者実態調査では、外出頻度が高い人ほど生活に「はり」を感じる割合が高くなり、また、社会活

動への参加は虚弱状態といわれる「フレイル」を予防あるいは抑制する上で重要な項目とされて

いることから、外出は健康の増進に寄与しているものと考えられる。 

外出をせず、自宅に籠ることにより健康状態が悪化し、介護が必要な状態になる方が増加する

ことも懸念されることから、こうした状況の中では、高齢者の自主的な社会活動への参加に加

え、より外出をしたくなるような取組が必要となっている。 

７ システム構築の前提 

利用管理システムの構築にあたっては、必ず次の事項を考慮すること。 

（1） 現行制度の維持 
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   原則として、６(1)に記載の現行制度を維持できること。 

（2） 正確な利用実態の把握 

   利用管理システムでは、利用者のバス乗車実績として、最低限、次の情報を取得できること。

なお、次の項目以外に降車停留所、系統番号の情報、新たな社会参加施策に必要な情報などが取

得できるとより望ましい。 

  ア 利用券種（高齢者特別乗車証明書、高齢者フリーパス、福祉パス） 

イ 利用者ごとの利用回数 

ウ 総利用回数 

エ コイン式の精算金額 

オ 利用日時 

カ 乗車停留所 

(3) 利用管理システムの環境 

  ア IT インフラ一覧（想定） 

機器 設置場所 必要数 備考 
本業務の 

調達対象 

１
中継サーバ（基幹

系） 
総務企画局システム管理課 1 セット オンプレミス  

２ ファイアウォール 総務企画局システム管理課 1 セット   

３

管理サーバ 

（インターネット

系） 

1 セット クラウド ◯ 

４

バックアップサー

バ 

（インターネット

系） 

1 台 クラウド ◯ 

５ 庁内端末（基幹系）
健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 
８台   

６ プリンタ 
健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 
1 台   

７ スイッチングハブ 
健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 
1 台   

８

外部端末 

（インターネット

系） 

健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 

及び各販売窓口 

27 台 販売窓口端末  

９ プリンタ 各販売窓口 26 台   

10
各窓口 IC カードリ

ーダライタ 

健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 

及び各販売窓口 

27 台  ◯ 

11 ルータ 

健康福祉局高齢者在宅サー

ビス課 

及び各販売窓口 

27 台  ◯ 

12
バス車内 IC カード

リーダライタ 
各バス車内 1,599 台 

予備機 20 台を含

む 
◯ 

13 バス車内ルータ 各バス車内 1,579 台 

バス車内 IC カー

ドリーダライタ

に SIM 搭載方式

◯ 
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も可 

14 IC 媒体 
260,000

枚 

   ※１、２、５、６、７、８、９については別途リース契約とするため、本契約には含めない。 

   ※必要数については、システム構成の内容や採用する IC 媒体等によって、変動が生じる可能性

がある。 

  イ 端末の性能等 

    本業務で使用する端末の性能等については、本契約締結後、委託者と協議の上で決定する。

なお、庁内端末（基幹系）はインターネットとの通信は不可。また、庁内端末（基幹系）は本

市が指定する方式での２要素認証が必要となる。なお、本節の記載は調達の対象外である。 

  ウ システム連携基盤を介したシステム間連携 

   (ｱ) 概要 

本業務で必要となる住民基本台帳情報の利用に際しては、本市で庁内情報システム間の連

携を担っているシステム連携基盤の利用を想定している。主な連携方式としては FTP による

ファイル連携、SOAP によるメッセージ連携等が利用可能となっている。なお、システム連携

基盤の改修は本契約には含めない。 

   (ｲ) 文字コード 

     システム連携基盤で所持する住民基本台帳情報については、次の文字コードで提供可能と

なっている。 

     ・UTF-8（連携基盤で採用している文字コード） 

     ・JEF（富士通社製メインフレームで採用している文字コード） 

     ・UNIJEF（富士通社製オープンシステムで採用している JEF と互換性を備えた文字コー

ド）※符号化方式としては UTF-8 

     なお、各文字コードを利用する際の留意点は以下のとおりである。 

    ａ UTF-8 で連携を実施する場合 

      UTF-8 で連携を実施する場合、システム連携基盤より MS-IME で利用可能な辞書ファイル

及び tte 形式のフォントファイルを提供する。ただし、一部市販のフォントを使用してい

るため、端末等での利用に際しては、次のライセンスが必要である。なお、ライセンス取

得費用は本委託に含むものとする。 

      外字辞典：五萬悦（日立製作所）100 ライセンス 

       ＴＴＥ利用オプション（形名：C-537R-90&L100T） 

       属性利用オプション （形名：C-537R-90&L100A） 

      問合せ先：株式会社日立システムズ 公共・社会営業統括本部 第四営業本部  

神奈川支店 第二グループ 

      担当営業：倉田 徹 

      電話番号：045-438-8010 

    ｂ JEF で連携を実施する場合 

      JEF で連携を実施する場合は、受託者において JEF の利用環境を整備すること。 

    ｃ UNIJEF で連携を実施する場合 

      UNIJEF で連携を実施する場合は、受託者において UNIJEF の利用環境を整備すること。 

(4) IC 媒体情報の一元管理 

   利用者が現行の紙の券に代えて新たに使用する IC媒体には、IC媒体の所有者を特定できない情

報のみを記憶させ、管理サーバで有効無効、利用券種、利用開始日、有効期限等の情報を管理

し、LTE 等の無線通信を使用して各 ICカードリーダライタと管理サーバとの間で必要な情報を送

受信する。 

（5） 将来的な制度改正に対応可能な仕様の設計 
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   ６(2)の課題を解決するために、利用管理システムで得られる利用実績と医療・介護データ等の

様々なデータと併せた分析及び本事業の効果測定や、外出先での割引サービスやポイント制度の

導入による高齢者の社会参加の促進、タクシー等の他の外出支援施策や本市の他事業への展開等

を想定していることから、あらかじめ拡張性を持たせること。仮に改修が必要となった場合も最

小限の改修で対応ができること。 

（6） 隣接自治体との連携 

   本市に隣接する横浜市において、本委託と同時期に同様のシステム開発を行うことが想定され

る。既存の読取り機とは別に読取り機を設置する場合において、本市と横浜市に相互に乗り入れ

している路線バスに両市で異なる機器類を設置することは運用上望ましくないため、一種類の機

器を両市で共通して利用できるように、委託者の求めに応じて機器類を開発又は必要な情報を開

示すること。なお、一種類の機器を両市で共通して利用できるようにするための開発が必要な場

合には、要件決定後に別途契約とする。 

（7） 利用者及び乗務員への配慮 

   利用者の視覚及び運動機能や乗務員の通常業務、運行ダイヤに影響が出ないよう配慮するこ

と。 

８ 委託業務の概要 

（1） 利用管理システムの開発 詳細は９を参照 

（2） 車載機器の開発及び設置 詳細は 10を参照 

 (3) IC 媒体の印刷及び送付等 詳細は 11を参照 

（2） 機器調達支援業務 詳細は 12 を参照 

（4） 利用管理システム運用・保守準備業務 詳細は 13 を参照 

（5） 職員及びバス事業者等への研修業務 詳細は 14を参照 

（6） 各種マニュアル等の作成業務 詳細は 15を参照 

（7） プロジェクト管理業務 詳細は 16 を参照 

９ 利用管理システムの開発 

  高齢者外出支援乗車事業の利用実態の把握等を行うためのシステムを開発する。なお、初回 24万

枚、毎月 1700 枚の IC 媒体等の発券処理（有効化、ICへの書き込み、券面印字）が必要になるの

で、多量処理の運用に耐えられるシステム設計、ハードウェア整備が必要となる。 

（1） 利用管理システムの想定利用状況 

  ア 稼働時間 

    利用管理システムの中継サーバ（基幹系）及び管理サーバ（インターネット系）は、原則と

して 24 時間・365 日の稼働を想定している。 

  イ 利用者数等 

   (ｱ)IC 媒体 

    市内に住民票がある年齢 70 歳以上の人数：238,000 人（※令和２年度見込み対象者数） 

   (ｲ)庁内端末 

        庁内端末を利用する本市職員の総数：８人（想定） 

   (ｳ)外部端末 

    外部端末を利用する本市職員及び各販売窓口職員の人数：100 人（想定） 

（2） 全般的事項 

   利用管理システムの要件のうち、全般的な事項は次のとおりである。 

  ア 導入形態 

    端末（PC）については、原則、端末へのアプリケーションのインストールを必要としない Web

システムであること。 
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  イ 構成概要 

    利用管理システムの構成概要図は、別紙１「川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システ

ム 構成概要図」のとおりである。 

  ウ 動作環境 

    各種設置機器上において支障なく動作すること。 

  エ 管理項目 

    利用管理システムにおいて管理するデータ項目は、別紙２「川崎市高齢者外出支援乗車事業

利用管理システム 管理項目一覧」のとおりとするが、要件定義の段階で関係各課に対して十

分にヒアリング等を実施し、過不足のない設計とすること。 

    オ 性能要件 

   (ｱ) オンライン処理 

     サーバ側の処理においては、通信による遅延を除いて、要求を行ってからの画面の表示が

開始されるまでの時間（レスポンスタイム）は、原則、次の時間内とすること。最大同時接

続が生じた場合及び拡張を実施した場合にも同様とする。 

ａ 検索：３秒程度 

ｂ 更新：５秒程度 

   (ｲ) 夜間バッチ処理 

     夜間バッチ処理は、オンライン処理に影響を与えないよう。午前５時までに処理を完了す

ること。 

  カ 信頼性要件 

    利用管理システムは、次に掲げる信頼性を確保していること。 

   (ｱ) 稼働率 

     構築後の各サーバの年間平均稼働率（計画停止等を除いた年間予定稼働時間に基づく。た

だし、停電など本システムの障害に起因しない停止は除く。）は、全稼働時間（24 時間、365

日）に対して 99.9％以上とすること。 

   (ｲ) 耐障害性 

     障害発生時において復旧不能なデータの損失や不整合、環境設定情報の損失等が発生しな

いよう、定期的にバックアップを取得し、バックアップデータからの復旧が可能な仕組みを

構築すること。 

    ａ データバックアップ 

      サーバのデータのバックアップについては、次の要件によること。 

     (a) フルバックアップについては、週に 1回以上の頻度で取得すること。 

     (b) 日次でフルバックを取得しない場合は、日次差分でバックアップを取得すること。 

     (c) バックアップデータは、日次でフルバックアップを取得する場合は少なくとも３世

代、差分バックアップを取得する場合はフルバックアップの頻度に応じた世代分を保存

すること。 

     (d) 原則、管理サーバとは別にバックアップサーバを設けて管理すること。 

     ｂ イメージバックアップ 

      利用管理システムの導入時、プログラムの修正時及び動作環境設定の変更時等において

は、イメージバックアップを取得すること。 

  キ 拡張性要件 

    利用管理システムは、次に掲げる機能の変更及び拡張について、追加コストなし又は可能な

限り少ないコストで対応可能であること。 

   (ｱ) 本事業の対象者及び利用管理システムの利用者の増加に対応可能なシステムを構築するこ

と。 

   (ｲ) 業務要件の追加又は修正等の変更があった場合においても、可能な限りプログラムの改修 
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を行わず、パラメータ変更、設定変更等で対応可能であること。 

   (ｳ) 将来的に、外出先での割引サービスやポイント制度の導入、他の外出支援施策や本市の他

事業への展開等を想定し、改修が容易なシステム構造とすること。 

   (ｴ) OS 又はブラウザ等のバージョンアップ又は変更による動作環境の変化に対応可能であるこ

と。 

   (ｵ) 関係する法令、本市の条例、規則又は要綱等の変更を想定し、改修が容易なシステム構造

とすること。 

   (ｶ) 連携基盤を通じた連携追加に対応できること。 

  ク 端末（PC）のユーザインターフェースに関する要件 

   (ｱ) 基本的な考え方 

     次の各項目に掲げる特性を有し、利用者が端末（PC）の利用にあたってストレスを感じな

いよう、ユニバーサルデザインに配慮した扱いやすい設計とすること。 

    ａ メニュー体系や各機能の関連等、機能の構成を容易に把握できること。 

    ｂ 画面や帳票等に表示される情報の一覧性が高く、必要な情報を容易に取得できること。 

    ｃ 操作方法が体系的で、習得が簡易であること。 

   (ｲ) 画面及び帳票の設計に関する要件 

     次の各項目について、統一性のある設計とすること。 

    ａ 画面のレイアウト及び配色 

    ｂ 画面の推移 

    ｃ メッセージ（エラーメッセージ、アラート等） 

    ｄ 出力される帳票類 

 (3) 個別機能要件 

   利用管理システムの個別の機能については、別紙３「川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理

システム 個別機能要件一覧」のとおりとするが、要件定義の段階で関係各課に対して十分にヒ

アリング等を実施し、過不足のない設計とすること。また、想定する業務の一例を、別紙４「川

崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム 新事務処理フローチャート１～６」示す。 

 (4) 帳票に関する要件 

   利用管理システムにおいて出力する帳票及びリスト等は、別紙５「川崎市高齢者外出支援乗車

事業利用管理システム 出力帳票・リスト等一覧」のとおりとするが、要件定義の段階で関係各

課に対して十分にヒアリング等を実施し、過不足のない設計とすること。 

  ア 出力帳票・リスト等一覧に記載されたもの以外の帳票について 

    処理毎のエラーリスト、チェックリスト及び処理結果レポート等、システム運用上必要な帳

票については、出力帳票・リスト等一覧の記載に関わらず出力可能とすること。 

  イ 帳票の出力形式 

    帳票については、印刷出力のほか、データを CSV 形式及び PDF 形式で出力する機能を有する

こと。 

  ウ 検索及び帳票の出力について 

    リスト、一覧、統計、名簿等に分類される帳票類については、検索条件を選択してデータを

出力できること。また、条件については、組み合わせることも可能であること。 

  エ 非形式的な帳票及び統計等の出力機能（EUC 機能） 

    庁内端末（基幹系）においては、検索機能及び帳票の出力機能を用いて、任意の検索条件の

組み合わせで抽出したデータを、CSV 形式のファイルとして出力できること。 

 (5) バリアフリー対応に関する要件 

   利用管理システムの構築にあたっては、端末（PC）において、総務省「みんなの公共サイト運

用ガイドライン」への準拠を配慮することとし、バリアフリー対応に十分配慮した扱いやすいシ

ステムとすること。具体的な例としては、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」への準拠に関
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する配慮のほか、次のようなソフトに対応できることが望ましい。 

   ・テキスト読み上げソフト 

   ・文字拡大ソフト 

 (6) セキュリティに関する要件 

   本契約に関する業務の実施にあたっては、「川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規定」及

び「川崎市情報セキュリティ基準」を遵守し、利用管理システム及び利用管理システムにおいて

管理する情報を本市の情報資産として適切に管理するために必要な対策を講じること。 

  ア 業務実施にあたってのセキュリティ確保 

    本契約に係る業務の実施にあたっては、次の事項を遵守すること。受託者は、これらの事項

の遵守を担保するため誓約書を提出すること。 

   (ｱ) 秘密の保持 

     受託者は、本契約に係る業務の遂行中に知り得たことについては、いかなる理由があって 

も本市の承諾なしに他に漏らしてはならない。委託業務終了後も同様とする。 

   (ｲ) 個人情報の取扱い 

     受託者は、本契約に係る業務を行う上で川崎市個人情報保護条例（昭和 60 年川崎市条例第

26 号）に規定する個人情報（以下「個人情報」という。）を取扱う場合は、個人情報の保護を

図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な

措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。 

イ 利用管理システムのセキュリティ要件 

 (ｱ) アクセス権限の設定と管理 

  ａ 利用管理システムのアクセスについては、専用のアイコンから Web ブラウザを立上げ、

利用者個人ごとに割り当てる ID とパスワードによる認証を経てログインする形式とするこ

と。なお、庁内端末については静脈認証等による二要素認証とすること。 

  ｂ 利用管理システムの権限については、別紙７「川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理

システム 権限一覧」のとおりとすること。 

   ｃ ID ごとに、データ及び業務機能へのアクセス権限を設定できること。 

   ｄ 次の作業については、システム管理者権限を持つ本市職員が実施できること。 

    ・権限の新規設定、変更及び削除 

    ・IDの新規作成、変更及び削除 

    ・パスワードの初期化 

  ｅ パスワードについては、字数及び字種の制限を、運用開始後もシステム管理者の要望に

より変更可能な設定とし、また、定期的にパスワードの更新を必要とする仕組みを用意す

ること。 

 (ｲ) データの管理 

   利用管理システムのデータは、原則、サーバのみに保存し、端末（PC）には保存しない仕

様とすること。なお、出力帳票、リストや EUC 機能により抽出したデータは、運用により、

端末又は可搬媒体等に保存する。また、サーバや運用保守作業の端末から許可なくデータを

持ち出せないよう、保存するデータの暗号化や、サーバ及び運用保守作業用端末へのログイ

ン制限等の技術的な対策を検討し、実施すること。 

 (ｳ) ネットワークにおけるセキュリティ 

  ａ 通信の監視 

    各サーバにおける通信については、ファイアウォールのパケットフィルタリング機能等

により適切に制御し、不正な通信を抑止可能であること。 

  ｂ 通信の暗号化 

    クラウドサーバと端末・IC カードリーダライタ間の通信については、暗号化すること。 

 (ｴ) アクセスログの取得及び管理 
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   各サーバのアクセスログを取得、記録し、必要に応じてシステム管理者が抽出、解析を行

えること。ログ取得・管理機能の要件は次のとおりとする。 

  ａ 取得及び記録するログ 

    各サーバへのログインからログアウトまでの全操作の記録。 

  ｂ 取得するログの内容 

    ・ID及び端末の IP アドレス 

    ・操作が行われた時刻 

    ・操作において使用した機能 

    ・検索、閲覧、抽出、更新、追加又は削除したデータ 

  ｃ 管理、抽出及び解析に関する要件 

    取得したログはシステム管理者が必要に応じて抽出し、確認できること。抽出した情報

はテキスト形式又は CSV 形式にて出力可能であること。 

 (ｵ) セキュアプログラミング 

   端末（PC）において不正な入力が行われた場合においても、データが破壊、改ざん又は漏

えい若しくは不正に閲覧されないよう、セキュリティを確保可能なプログラム構築を行うこ

と。具体的には、次に掲げるものを含む既知の Web アプリケーションの脆弱性を排除するた

めの対策を講じること。なお、これらの項目は例示であり、対策すべき脆弱性はこれらに限

らない。新しい攻撃手段が考案された場合には、速やかに対応すること。

   ・SQL インジェクション脆弱性 

   ・OS コマンドインジェクション脆弱性 

   ・ディレクトリトラバーサル脆弱性 

   ・セッションの管理の脆弱性 

   ・アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性 

   ・クロスサイトスクリプティング脆弱性 

   ・クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性 

   ・クリックジャッキング脆弱性 

   ・HTTP ヘッダインジェクション脆弱性 

   ・eval インジェクション脆弱性 

   ・レースコンディション脆弱性 

   ・バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性 

10 車載機器の開発及び設置について 

(1） 開発 

   利用者別の識別 IDが記録された IC 媒体が読み取れ、LTE 等の無線通信で管理サーバと連携でき

ること。なお、本市の要件を満たす場合には、既存の交通系 ICカードの読取り機（運賃箱）の使

用や、バス車内 IC カードリーダライタを使用しないシステムも可とする。 

下記に新たにバス車内 ICカードリーダライタを設置する場合の要件を示す。 

  ア バス車内 IC カードリーダライタ 

  LTE 等の無線通信により各サーバとの連携ができること。 

イ モニター 

・券種や有効期限等を表示できること。 

・音声により利用判定を鳴動できること。 

・利用管理システム導入後の事業費の推移予測を基に、持続可能な制度の構築に向けて、フ

リーパス式の利用上限回数導入の可能性があるため、予め残りの利用回数が表示できるよう

にしておくこと。 

  ウ 既存の交通系 ICカードの読取り機（運賃箱）との連携 
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    既存の交通系 ICカードの読取り機と連携し、車号、系統番号、停留所、コイン式の精算金額

等の取得や、コイン式の場合に IC媒体を読み取ったら既存の交通系 IC カードの読取り機の表

示が自動的に半額表示となる等乗務員の業務軽減が図れることが望ましい。なお、既存の読取

り機の改修が必要な場合には、要件決定後に別途契約とする。 

   ＜既存の読取り機等の仕様＞ 

バス事業者等 バス営業所 

京浜急行バス (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：レシップ（型番 LFZ） 

 ・音声合成装置：レゾナントシステム（型番 FC7000） 

 ・案内表示器：レシップ（型番 DFL-27W12-040DT1）、品名（OBC） 

(2)接続プロトコル 

 音声合成装置→OBC→運賃箱 

東急バス (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：レシップ（LEZ-B） 

 ・音声合成装置：クラリオン（CA6000） 

 ・案内表示器：クラリオン（CA5300） 

(2)接続インターフェース 

 AGS-Net（カレントループ通信） 

(3)接続プロトコル 

 AGS-Net 各機器間の通信仕様（通信フォーマット）に準ずる 

小田急バス (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：レシップ（LF-B-C0065） 

 ・音声合成装置：クラリオン（CA6000） 

 ・案内表示器：レシップ（DFL-27W12-038DT）、品名（OBC-VISION） 

(2)接続インターフェース 

 LAN 及び RS232C 

(3)接続プロトコル 

 JR 東日本メカトロニクス社の運賃表示器インターフェースに準拠 

川崎鶴見臨港バス (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：レシップ（LEZ-B 型） 

 ・音声合成装置：クラリオン（CA6000） 

 ・案内表示器（DFL-27W12-001DA1）、品名（OBC-VISION） 

(2)接続インターフェース 

 カレントループ（３線） 

(3)接続プロトコル 

 音声合成から案内表示器に系統コードを伝達 

 案内表示装置から運賃箱にバス停名及び運賃情報を伝達

神奈川中央交通 (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：レシップ（NF-3）、小田原機器（RX-FAN） 

 ・音声合成装置：クラリオン（CA6000、CA-8000） 

 ・案内表示器：レシップ（（DFL-27W12-017JA）、 

交通電業社（KS-Q2750） 

(2)接続インターフェース 

 RS-232C 

(3)接続プロトコル 

 シリアル通信 
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川崎市営バス (1)メーカー及び型番等 

 ・運賃箱：小田原機器（RX-FTS） 

 ・音声合成装置：小田原機器（BVC） 

 ・案内表示器：小田原機器（※装置ではなく音声合成装置と一体） 

(2)接続インターフェース 

 LAN、RS-232C 等 

(3)接続プロトコル 

 カレントループ

  エ オフライン時の対応 

    ホワイトリストやネガリストをバス車内 IC カードリーダライタに蓄積する等、オフライン時

も利用ができるよう対策を講じること。また、ICカードリーダライタ自体が故障した際に IC媒

体やその他証明書を提示すること等により利用できるようにすること。 

オ その他の要件 

・振動や温度等、走行中のバス車内の環境に耐え得ること。 

・いずれの機器もバス運行業務の妨げにならないこと。

・IC媒体の有効無効の判定を１秒以内に処理できること。 

    ・バス車内への設置に必要となる部材についても受託者で準備し、既設の機器の動作に影響がない

ように設置を行うこと。

    ・将来的に公共施設や店舗等にバス車内 IC カードリーダを設置することを想定しているた

め、公共施設や店舗設置用のバス車内 IC カードリーダも併せて開発を行うこと。なお、納品

や設置等については本契約に含めない。 

（2） 設置 

   各バス事業者と協議の上、バス運行業務の妨げにならないよう設置するとともに設置場所、設置時期

の調整を行うこと。

ア 設置台数 

 令和３年３月現在のバスの台数は下記の表のとおり。今後、台数に変更が生じた場合には柔軟

に対応すること。 

   (ｱ) 全数 

バス事業者等 バス営業所 バス台数 

京浜急行バス 羽田営業所 46 台 

東急バス 瀬田営業所 71 台 

荏原営業所 41 台 

高津営業所 78 台 

新羽営業所 71 台 

虹が丘営業所 115 台 

東山田営業所 73 台 

小田急バス 登戸営業所 100 台 

町田営業所 72 台 

川崎鶴見臨港バス 浜川崎営業所 79 台 

神明町営業所 92 台 

塩浜営業所 91 台 

鶴見営業所 83 台 

神奈川中央交通 町田営業所 139 台 

橋本営業所 92 台 

川崎市営バス 塩浜営業所 99 台 
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上平間営業所 67台 

井田営業所 59台 

菅生営業所 30台 

鷲ヶ峰営業所 81 台 

計 1,579 台 

         ※令和 3年 3月時点の台数であり、変動の可能性あり。 

 (ｲ) 本市と当該自治体に相互に乗り入れしている台数 

バス事業者等 バス営業所 バス台数 

京浜急行バス 羽田営業所 46 台 

東急バス 瀬田営業所 71 台 

荏原営業所 41 台 

新羽営業所 71 台 

虹が丘営業所 115 台 

東山田営業所 73 台 

小田急バス 登戸営業所 42 台 

町田営業所 58 台 

川崎鶴見臨港バス 浜川崎営業所 78 台 

神明町営業所 83 台 

鶴見営業所 83 台 

神奈川中央交通 町田営業所 139 台 

橋本営業所 92 台 

川崎市営バス 井田営業所 59 台 

菅生営業所 30台 

鷲ヶ峰営業所 81台 

計 1,162 台 

         ※上記の数＝隣接自治体との連携が必要な数ではない。 

 イ 設置時期 

   本市及び各バス事業者と日程を調整の上で設置を行うこと。 

 ウ 設置作業場所（想定） 

   各バス営業所 

11 IC 媒体の作成・送付等について 

   次のとおりとするが、既存の流通している IC 媒体等（以下「既存の IC 媒体」という。）の使用

も可とし、既存の IC 媒体を使用する場合はこの限りではない。封入封緘等を含め発送業務に係る

役務費、郵送費等は本委託に含むものとする。 

(1) IC 媒体の作成 

  ア デザイン 

  (ｱ) 本市の希望に沿ったデザインとすること。なお、デザインも受託者が行うこと。 

  (ｲ) 連番を印字すること。 

  イ サイズ 

    利用者が使用しやすいサイズであること。 

  ウ 素材 

    PVC 等、耐久性、耐水性に優れた素材であること。 

  エ 作成枚数 

発行時期 発行枚数 備考 
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本番稼働前 240,000 枚

令和４年６月～令和５年３月 17,000 枚 新たに満 70 歳を迎える方用 

1,700 枚×10 月 

各窓口常備用（再発行用） 3,000 枚 販売窓口 26 箇所×100 枚 

本市用  400 枚 

         ※発行枚数については、本番稼働の開始時期によって変動が生じる。 

オ その他の要件 

    ・IC 媒体の有効化処理及びエンコード等を行うこと。 

    ・IC 媒体には、原則、識別 IDのみを記憶させるものとする。 

    ・想定される不正使用への対策を講じること。 

    ・非接触型 IC チップを内蔵した ICカードを採用する場合は券面に二次元コードが印刷でき

ることが望ましい。なお、二次元コードは連番と連動すること。 

(2) 送付用部材のデザイン、作成および印刷 

   詳細は契約後に調整の上で決定するが、現時点で下記を想定している。 

ア 窓付封筒 

  イ 案内チラシ（２通） 

  ウ 送付用台紙 

(3) 封入封緘 

  本市が提供する対象者データを活用し、送付用台紙に宛名等を印刷し、IC媒体を貼付して、案

内チラシと併せて封入封緘する。 

(4) 発送 

  予め本市と調整したスケジュールに基づき、追跡できる方法（簡易書留）により送付する。な

お、送付にあたっては、可能な限り費用を削減できるよう努めること。 

12 機器調達支援業務 

 (1) 支援 

   利用管理システムの構築に関連して、別途実施する機器（７(3)アの１、２、５、６、７、８、

９）の調達において、機器仕様の検討及び仕様書案の作成等、本市が機器を調達するために必要

な支援を行うこと。 

(2) 機器調達業者との調整等 

   機器調達業者と本市との打合せへの参加、問合せの対応、機器の搬入・設置及び設定の日程調

整等、機器調達及び稼働の準備に必要な調整に係る支援を行うこと。 

13 利用管理システム運用・保守準備業務 

 (1) 運用・保守計画書の作成 

   利用管理システム運用へ向けた準備として、システム運用計画書、システム保守計画書、障害

対応計画、バックアップ・リカバリ設計等を記載した「運用・保守計画書」を作成すること。 

 (2) システム運用・保守業者への引き継ぎ 

   システム運用・保守委託業者に対し、「運用・保守計画書」に基づいた業務の引継ぎ等の調整を

行うこと。 

14 職員及びバス事業者等への研修業務 

  職員及びバス事業者等が利用管理システムを利用できるようにするため、利用管理システムに関

する研修を行うこと。 

 (1) 研修計画 

   研修業務の実施にあたっては、研修方法、研修内容、スケジュール等を記載した「研修計画
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書」を作成し、本市の承諾を得ること。 

(2) 研修内容 

 本番稼働前に実施する研修の参加人数及び回数は次のとおりとする。実施時期及び研修時間等に

ついては別途本市と協議すること。職員向けの研修場所は本市が用意することとし、バス事業者

向けの研修場所については各バス事業者と協議の上で決定することとし、必要に応じて受託者が

用意すること。研修の実施にあたって必要な研修用テキスト等については、参加人数に応じた数

量を受託者の負担において用意すること。また、研修終了後はその結果を「研修結果報告書」と

して本市に提出すること。 

ア 管理者向け研修 

  川崎市健康福祉局高齢者在宅サービス課職員（10名）を対象とし、５名×２回の実施を想定

（各回の研修内容は同一とする） 

イ 販売窓口職員（100 名）を対象とし、10 名×10 回程度の実施を想定（各回の研修内容は同一

とする） 

15 各種マニュアル等の作成業務 

  利用管理システムの操作及び運用に必要な次のマニュアル等を作成すること。 

  なお、マニュアル等の作成にあたっては、操作方法や問合せ窓口、対応手順を理解しやすくかつ

体系的なものを作成すること。 

 (1) 操作マニュアル 

  ア 記載内容 

    操作マニュアルについては、利用管理システムの機能ごとに操作手順をまとめること。 

  イ 所要部数（想定） 

    ６０部 

 (2) 運用マニュアル 

  ア 記載内容 

    運用マニュアルについては、次の事項を記載すること。 

   (ｱ) 操作手順 

     全機能の操作手順をまとめること。 

   (ｲ) 運用体制図案・障害報告体制図案 

     利用管理システムの運用にあたって、関係する部署、事業者の役割及び責任範囲を明示し

た「運用体制図」案及「障害報告体制図」案を作成すること。体制図案には、各事業者のサ

ポート窓口等に連絡する際に必要な情報も併せて記載すること。 

   (ｳ) 運用手順書 

     利用管理システムを構成するソフトウェア及びサーバ機器・ネットワーク機器等の起動、

停止及び稼働状況の確認手順を記載した運用手順書を作成すること。運用手順書には、通常

時の運用に必要な情報のほか、障害時における障害の切り分け、確認（ログの分析や各機

器、ネットワークの状況、ソフトウェアの状況等の確認、監視）の方法も併せて記載するこ

と。 

   (ｴ) システム保守手順書 

     ソフトウェアの保守及び各種マスタ・コード等の保守の手順を記載したシステム保守手順

書を作成すること。 

  イ 所要部数（想定） 

    運用マニュアルについては、６０部を作成すること。 

16 プロジェクト管理業務 

  本契約の履行にあたっては、安定したプロジェクトマネジメントを実施できる人員を従事させ、
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適切なプロジェクト管理を行うこと。 

(1) 業務実施計画書の作成 

   ア 受託者は、業務開始にあたり、契約締結日から 14日以内に業務実施計画書を作成し、本市の

承認を得ること。 

  イ 業務実施計画書には、プロジェクトの対象範囲、業務の内容及び方法、現場責任者の氏名及

び連絡先を含む業務実施体制図、プロジェクトの資源計画書、スケジュール及びリスク管理計

画書を記載すること。 

  ウ 業務実施計画書を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で計画を変更し、変更後

の業務実施計画書を提出すること。 

(2) WBS（Work Breakdown Structure）の作成 

  ア 受託者は、業務実施計画書を本市が承認した後、速やかに WBS を作成し、本市の承認を得る

こと。 

  WBS は、各作業項目の量や進捗状況を本市が容易に把握できるように作成すること。 

  イ WBS には、作業項目、担当者及び責任者、各作業項目間の依存関係、作業スケジュール（予

定、実績）及びマイルストーン等を明示すること。 

   ウ WBS を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で WBS を変更し、変更後の WBS を本市

に提出すること。 

(3) 進捗管理 

ア 受託者は、本委託業務の実施について、定期的（月１回以上）に業務の進捗状況に関する報

告会（以下「進捗報告会」という。）を実施すること。また、進捗報告会の実施にあたっては、

業務の進捗に関する報告書を作成し、本市に提出すること。 

イ 進捗報告会においては、業務の進捗状況、前回の報告以降に行った作業及びその結果、業務

実施にあたって生じた課題等について本市に報告すること。 

ウ 業務の進捗が大幅に遅延した場合は、当該作業について遅延回復計画書を作成し、速やかに

進捗状況を改選するよう努めること。遅延回復計画書は、本市担当者が当該作業における進捗

状況を定期的に把握できるものとすること。 

(4) コミュニケーション管理 

ア 会議の開催 

   進捗報告会のほか、本契約を履行するにあたって必要な会議を開催すること。会議の開催に

あたっては、議事内容を事前に本市に提示すること。 

イ 議事録の作成 

   会議等の終了後は、受託者が議事録を作成し、会議開催後５開庁日以内に提出すること。ま

た、内容について本市から修正の指示があった場合は、速やかに修正すること。 

(5) 課題管理 

  会議等で取り上げた課題については、議事録とは別に一覧表（以下「課題管理表」という。）に

まとめること。課題管理表に記載する課題は受託者が対応、回答すべきもの、本市が対応、回答

すべきものに分け、それぞれ対応・回答期限を明記すること。 

(6) 品質管理 

  WBS に記載した各工程の終了時には、委託者において所定の成果物を作成し、本市のレビューを

受けること。 

(7) リスク管理 

実務実施計画書に記載したリスク管理計画に基づき、リスクの洗い出し、リスクの分類及び評

価を行い、リスク管理票にこれらの情報を記載して管理すること。リスクについては、随時洗い

出し及び再評価を行い、リスク管理票を更新すること。 

(8) 変更管理 

ア 本契約において、利用管理システムに関する各種設計書、仕様書、システムの設定条件等を
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変更する際は事前に本市に相談の上、変更理由、変更箇所、変更による影響範囲等について、

仕様等変更調整票を作成し、提出すること。最終的な変更の可否については、本市が決定す

る。 

イ 変更作業を実施した場合は、変更履歴を管理すること。 

ウ 変更調整事項、変更対応状況については、変更管理台帳を作成して管理すること。 

(9) 業務の履行状況の報告 

ア 本契約に係る業務の実施にあたっては、進捗報告会によるほか、業務の履行状況を随時本市

に報告すること。 

イ 本契約に係る業務の完了時に、業務の履行状況、履行完了日及び提出した成果物の一覧を記

載した委託業務実施報告書を作成し、提出すること。 

17 本契約に関連する業務 

  本契約に関連して、下記のとおり機器賃貸借及び運用・保守を実施する。これらの業務は本契約

に含まない。 

＜関連業務一覧＞ 

関連業務名 要件定義検討開始時期 備考 

１ 利用管理システム機器賃貸借 令和３年７月頃  

２ 利用管理システム運用・保守 令和３年７月頃 令和４年度分 

18 所有権の帰属先及び契約名義 

 (1) 所有権の帰属先 

種別 所有権の帰属先 

IC カードリーダライタ 原則、委託者 

IC 媒体 原則、委託者 

その他納品物（19 成果物に掲載しているもの） 委託者 

 (2) 契約名義 

   LTE 等の通信回線の契約名義は受託者とし、その費用は受託者が負担すること。また、本委託の

履行期間満了後、契約名義はシステム運用・保守委託業者とし、通信費用はシステム運用・保守

委託に含むものとする。 

19 成果物 

 (1) 成果物の定義 

   本契約に係る各業務成果物については、プログラム及び各種 IT インフラのほか、別紙６「川崎

市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等構築業務委託契約 成果物一覧」のとおりとす

る。別紙６で定義されているもの以外のドキュメント等については、必要に応じて作成し、別紙

６で定義する成果物と同様に管理を行うこと。なお、別紙６で定義する成果物については、本市

と協議の上、結合又は分割しても差支えないものとする。 

(2) 成果物の提出形態等 

  ア 提出形態 

    各成果物は、本仕様書内で別途部数の指定があるものを除き、印刷出力したものを２部提出

するとともに、電子データを本市が別途指定する記憶媒体にて提出すること。ただし、紙媒体

での提供が困難なものについては、本市と受託者が協議の上、納品形態を決定する。 

  イ 様式等 

    成果物の様式は任意とする。 

  ウ 電子データのファイル形式 

    成果物の電子データについては、次の２種類の形式で提出すること。 
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  (ｱ) Microsoft 社の Word（.docx）、Excel（.xlsx）又は Powerpoint（.pptx）のいずれかの形式 

  (ｲ) ファイル内の文字検索が可能な PDF 形式又は Docuworks ファイル形式 

(3) ドキュメントの管理 

  ア 各業務において、計画及び仕様等を変更する際に、当該業務の変更内容と従来の計画・使用

等を記録したドキュメントとの不整合が生じないよう、ドキュメントを適切に管理すること。 

  イ 計画及び仕様等の変更にあたっては、16 (8)に規定する「仕様等変更調整票」を作成し、本

市に提示して変更の許可を得ること。また、許可を得た場合は、変更の確定に併せて必要なド

キュメントを更新すること。 

  ウ 緊急の計画又は仕様の変更等について、ドキュメントの更新を当該変更の際に実施すること

ができない場合には、変更の確定後、本市が別途指定する期限までに確実にドキュメントを更

新すること。 

20 その他 

(1) 法令等の遵守 

   受託者は、本契約に係る業務を実施するにあたり、関連する法令、本市の条例、規則、要綱等

を遵守すること。 

 (2) 契約不適合責任とその追完 

  ア 本市は、本仕様書に定める受託者の業務の成果物について、その種類、品質又は数量が契約

の内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当の期間を定めて当該不適合の補修

を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。 

 イ 前項の規定による不適合の補修又は損害の賠償の請求は、検収完了後 1年間とする。 

(3) 疑義 

   本仕様書や契約条項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、信義誠実の原則にのっとり本

市と受託者で協議し、円満に解決を図ることとする。 

21 留意事項 

(1) 別紙２「管理項目一覧」、別紙３「個別機能要件一覧（別紙３）」は、基本的な要件を定義したも

のであり、システムの設計・構築に際しては、本市と慎重に協議した上で対応すること。また、「個

別機能要件一覧（別紙３）」を基準として、仕様変更（機能、性能、操作性等の品質をより向上させ

るための設計変更等）を行う場合も同様に対応すること。 

(2) 検収完了後、本仕様書との不一致が見られた場合は、本市と協議の上、受託者は無償で是正措置

を実施することとし、契約不適合期間は検収完了後 1年間とする。 

(3) 受託者は、本件業務の履行により知り得た受託業務の内容を一切第三者に漏らしてはならない。 

(4) 受託者は、業務の全部を第三者に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、本市の承諾を書面により受けること。また、受託者の責任の下、本仕様書の

内容を再委託者に遵守させることとし、再委託の業務内容、再委託先名、作業従事者等を本市に通

知すること。 

(5) 個人情報の保護に関する諸法令を遵守するとともに、「川崎市情報セキュリティ基本方針に関す

る規定」、「川崎市情報セキュリティ基準」及び「個人情報の取扱いに関するセキュリティ特記事

項」に基づいた適切な対応をすること。 



　仕様書別紙１

川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム構成概要図

健康福祉局

プリンタ

市民文化局

戸籍住民サービス課

新住記システムデータベース

総務企画局

システム管理課

システム

連携基盤

庁内端末
オフライン

データベース

各販売窓口

庁外端末

プリンタ

読取り機

読取り機

無線LAN

ルータ

バス車内

庁外端末

中継

サーバ

データベース

読取り機

ルータ

ルータ

ファイアウォール

ファイアウォール

基幹系 インターネット系

LTE、4G通信等

管理サーバ バックアップサーバ

本業務の調達対象範

LTE、4G通信等
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川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム　管理項目一覧

大分類 中分類 小分類
１　利用者情報

管理番号
識別ID

利用者基本情報
宛名コード
氏名（漢字）
氏名（カタカナ）
生年月日
郵便番号
住所
転入年月日
福祉パスの要件

乗車情報
券種
利用開始日
有効期限
購入履歴
　・購入券種
　・通用期間
　・購入日時
　・購入場所
利用履歴
　・利用回数
　・利用日時
　・乗車停留所

２　統計情報
統計情報

利用回数
　・日時
　・月次
　・年次
精算金額

３　メモ情報
メモ情報

メモ情報
添付ファイル

４　マスタ情報
マスタ情報

バス事業者コード
営業所コード
系統コード
停留所コード
町丁コード
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川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理ステム　個別機能要件一覧

大項目 項番 小項目 No. 内容
１　基本機能

1-1 利用者認証機能 1
　システムにログインする際は、ID及びパスワードによる認証を行い、認証された
者のみがシステムを利用できること。

1-2 利用制限機能 1 　利用者の職務内容により、入力・閲覧可能な項目の制限を加えること。

1-3 管理項目一覧 1
　本システムに登録、管理する項目は、仕様書別紙３「管理項目一覧」のとおりと
する。なお、要件定義の段階で十分にヒアリング等を実施し、過不足のない設定
とすること。

1-4
他システムからの
データ取込

1
　「福祉総合情報システム」等の情報を、媒体を介したオフライン連携によって取
り込み、データベースに反映する機能を有すること。

2
　取り込みを行った際は、取り込みが正常に行われた件数及びエラーの件数を
それぞれ表示できること。

3
　取り込みの際にエラーが発生した場合は、エラーのあったデータの一覧を出
力できること。

1-5 異動情報管理 1
　データの更新が行われた場合（他システムとの連携によって情報を取り込んだ
場合も含む。）は、更新履歴を保存し、更新内容が把握できるようにすること。

2 　データの更新があった対象者の一覧が出力可能であること。

3
　本システムで保存する各種情報について、データの取り込み及び手動操作に
よる変更いずれについても、変更履歴を保持して情報の更新を行う機能及び変
更履歴を保持せずに情報を修正する機能の双方を有すること。

1-6 USB管理 1
　指定したUSBしか使えないようにする等、USBメモリの登録管理が可能であるこ
と。

1-7 検索 1
　氏名（漢字、カナとも）、住所、生年月日、識別ID等について、部分一致・複合
検索が可能であること。

2
　検索条件に合致する対象が複数存在した場合は、画面一覧に表示されるこ
と。

3
　検索により表示された一覧の情報を、ファイル出力及び印刷出力可能であるこ
と。

1-8 データ抽出 1
　指定する条件に合致するデータを、利用者の操作で容易に出力可能であるこ
と。

1-9 統計 1 　指定する条件により、統計の作成が可能であること。

1-10 帳票出力 1
　仕様書別紙５「出力帳票・リスト等一覧」に記載する帳票及びリスト等が主力可
能であること。

2 　各帳票はExcel形式及びPDF形式で出力可能であること。

3
　指定する帳票について、Excel形式及びPDF形式に加えてCSV形式による出
力が可能であること。

4 　帳票の出力前にプレビューで出力内容を確認できること。
5 　一覧表及びリストについては、条件を設定しての出力が可能であること。
6 　過去に出力した通知書等を、簡易に再出力可能であること。
7 　指定する帳票について、郵便用のカスタマバーコードを印字可能であること。
8 　利用者が帳票内の文言や形式等の軽微な修正を行えること。
9 　EUC機能として、利用者が条件を設定してデータの抽出を行えること。

２　対象者登録・管理
2-1 登録・管理全般 1 　対象者の登録・管理が行えること。

2
　対象者に対して、それぞれ個別に、対象者を一意に識別できる管理番号を自
動的に付番できること。

3
　上記管理番号については、同一の対象者が市内での転出入等により市内で
移動した場合には変更せず、一貫した管理を行えること。

4 　登録した対象者の情報を検索し、その詳細を表示する画面に展開できること。

5
　対象者詳細画面には、氏名、生年月日及び本事業の利用状況等に関する基
本情報が表示できること。

2-2 対象者管理 1 　対象者については、連携基盤の情報情報を取り込む仕組みであること。
2 　連携基盤の死亡や転入出情報を反映できること。

3
　他システム内の対象者情報を反映する自動更新のほか、利用者が手動で対
象者の情報を登録・更新できること。

３　事業の利用状況管理

3-1
高齢者特別乗車
証明書管理

1
　高齢者特別乗車証明書の有無（辞退等）、IC媒体の連番、利用開始日等を登
録・管理できること。

3-2
高齢者フリーパス
管理

1
　高齢者フリーパスの利用の有無、券種、適用期間、発行窓口等を登録・管理
できること。

3-3 福祉パス管理 1
　福祉パスの利用の有無、適用期間、福祉パスの要件（障害者手帳の種類
等）、適用期間、発行窓口等を登録・管理できること。

3-4 新規発行 1 　IC媒体の発行機能を有すること。

3-5 再発行管理 1
　上記3-4で発行したIC媒体を紛失した場合に、新たなIC媒体の発行及び新た
なIC媒体と対象者の紐づけ、紛失したIC媒体の無効化の機能を有し、発行履
歴を管理できること。

４　システム管理

4-1 利用者管理 1
　利用者の登録、削除及び権限の更新を、管理者権限を持つ利用者が実施で
きること。

4-2 マスタ管理 1
　バス事業者コード、営業所コード、系統コード、停留所コード及び町丁コード
等、コードで管理するマスタデータを適切に管理できること。

4-3 ログ管理 1
　本システムへのログインからログアウトまでの全ての操作について、時刻、利用
者ID・使用した機能及び捜査対象となったデータを含むアクセスログを取得し、
管理できること。

4-4 バックアップ 1 　定期的にシステムの全データのバックアップを自動で取得できること。
2 　バックアップからのリカバリ機能を有すること。
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新事務処理フローチャート　1 高齢者特別乗車証明書　　対象抽出→発行

   川崎市 (管理サーバ)  委託者 利用者

宛名

ラベル

庁内端

末

ICカード
リーダライタ

プリンタ

未使用の

IC媒体読取り

宛名ラベル印刷

【すでに書き込まれている内容】

・識別ID

【新規発行時の書き込み内容】

・券種（高齢者特別乗車証明書）

・開始日（生年月日）

中継サーバ

変動情報の連携

市民文化局戸籍住民

サービス課

新住記システム

データベース

システム連携

基盤

総務企画局

システム管理課

変動データ
照会

結果

中継サーバ

高齢者特別乗車証明書の

発行対象者を照会

発行対象者リスト作成、委託

発行対象者リスト

発行作業
外部端末

書き込み

【登録内容】

・連番

・券種（高齢者特別乗車証明書）

・開始日（生年月日）

照会結果

同一のIC媒体

中継サーバは、定期的にシステ

ム連携基盤に照会を行い、変動

データを入手する

１発行対象者ごとに、IC媒体の
連番、券種を登録クラウドへの登録

バス事業者窓口でフ

リーパス発行時に発行

済みの連番を参照可能

にするための登録 A

登録

（暗号データ）

受領

暗号化されているデータを復号

化する

１発行対象者ごとに読取ったIC
媒体のID、券種を追記する

システム連携基盤には、新住記

システムデータベースより変動

データ（転入、転出、７０歳到

達、死亡など）が送信される

書き込まれ、

高齢者特別乗

車証明書とな

る





仕様書別紙４

新事務処理フローチャート　２ 高齢者特別乗車証明書の利用 → 利用実績集約



仕様書別紙４

新事務処理フローチャート　３ 高齢者特別乗車証明書 （フリーパス含む）の再発行



仕様書別紙４

新事務処理フローチャート　４ 高齢者フリーパスの発行 （1）



高齢者フリーパスの発行 （2）
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新事務処理フローチャート　５ 権利喪失（転出・死亡）情報の抽出と配信

健康福祉局 （クラウド）

照会情報入力

端末1

特乗証中継サーバ

権利喪失者のIDが報告
される

権利喪失者リスト

端末2 権利喪失者のID転送

完了報告

権利喪失者情報抽出

権利喪失者のID無効化

端末1

権利喪失者を照会

高齢者特別乗車証明

書無効リストを配信

権利喪失した高齢者特別乗車証明書の

IDを無効化

市民文化局戸籍住民

サービス課

新住記システム

データベース

システム連携

基盤

変動データ
照会

結果

特乗証中継サーバは、定期的にシステ

ム連携基盤に照会を行い、変動データ

を入手する

バス車内

高齢者特別乗車証明書無効リストの配信により、権

利喪失者の高齢者特別乗車証明書は利用できなくな

る

システム連携基盤には新住記システ

ムデータベースより変動データ（転

入、転出、７０歳到達、死亡など）

が送信される

総務企画局

システム管理課
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新事務処理フローチャート　６ 特乗証中継サーバとクラウド上データの整合

健康福祉局 （クラウド）

データの整合 高齢者フリーパスの発行情報はバス事業者の窓口からクラウドサーバに

登録される

バス車内での日々の利用情報もバスからクラウドサーバに登録される

利用状況の集計や、高齢者フリーパスの発行状況を健康福祉局及び各区

役所・支所の端末１から最新の情報を参照する場合は、クラウドサーバ

上にある情報を健康福祉局の特乗証中継サーバに連携させる必要がある

情報要求
外部端末

中継サーバ

高齢者フリーパス発行情報、利用情報

（前回転送時からの差分）

庁内端末
転送

（定期的に行う作業）



仕様書別紙５

川崎市高齢者外出支援乗車事業事務利用者管理システム　出力帳票・リスト等一覧

　１　次の帳票及びリスト等を出力可能であること。
　２　出力は、印刷及びファイル出力の双方が可能であること。
　３　出力ファイルはExcel形式又はPDF形式とし、必要に応じてCSV形式での出力も可能であること。
　４　各出力帳票・リスト等の種類及び名称は現段階の想定であり、変更・増減があり得るため注意すること。

【台帳】
　１　利用者台帳

【通知書類】
　１　個人ID通知書
　２　利用停止通知書
　３　高齢者フリーパス発行控え

【一覧・名簿類】
　１　対象者一覧
　２　対象者ID一覧
　３　新規発行対象者一覧
　４　異動者一覧
　５　月別集計
　６　年度別集計

【統計】
　１　各種利用回数統計
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川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等構築業務委託　成果物一覧

１　川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システムの設計・構築業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 要件定義書

・システム化の目標
・適用する業務要件
・品質要件
・運用要件
・処理方式要件
・業務フロー図
・データフロー図

要件定義フェイズ完了時

2 システム機能仕様書

・システム方式設計
・データフロー図
・サブシステム構成図
・システム性能、サイジング設計
・開発手法
・セキュリティ設計（セキュアコーディング規約等）

要件定義フェイズ完了時

3 データベース設計書
・データ関連図
・テーブル定義
・インデックス定義

要件定義フェイズ完了時

4 外部入出力仕様書

・ユーザインタフェース定義
・画面設計及び画面推移
・入出力一覧表
・帳票レイアウト設計
・コード設計表

要件定義フェイズ完了時

5 テスト方針書

・テスト工程全体の構成
・テスト体制
・各テストの目的
・テスト項目の定義方法
・テスト工程全体のスケジュール
・テストに関する資源計画

要件定義フェイズ完了時

6

テスト計画書
（単体テスト、結合テス
ト、システムテストについ
て個別に作成すること）

・テストの目的
・テストの範囲
・テストの方法
・テストの項目
・テストの開始及び完了の基準
・スケジュール

システムテスト：要件定義フェイズ完了時
結合テスト：内部設計完了時
単体テスト：各モジュールの設計完了時

7

テスト結果報告書
（単体テスト、結合テス
ト、システムテストについ
て個別に作成すること）

・テスト実績
・発見された不具合の件数
・未対応の不具合の件数
・発見された不具合の対応状況表

各テスト完了時

２　各種設定及びソフトウェアの導入業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 環境設定書

・ソフトウェア構成
・ネットワーク構成
・ソフトウェア環境設定
・運用・管理用アカウント情報一覧

サーバ機器等の設置及びネットワーク構
築後

３　機器調達支援業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 機器調達仕様書（案）

・機器の仕様
・機器の調達に関する要件
・機器の設置に関する要件
・ハードウェア保守に関する要件

令和３年８月末まで
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４　システム運用・保守準備業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 運用・保守計画書

・システム運用計画
・システム保守計画
・ヘルプデスクサポート体制図
・障害対応計画
・バックアップリカバリ設計

機能開発完了まで

2 障害対応計画書
・障害対応マニュアル
・復旧計画（規模・深刻度別）

機能開発完了まで

５　利用者に対する研修業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 研修計画書
・研修の方法
・研修の内容
・スケジュール

各研修の２か月前まで

2 研修テキスト ・研修において必要な事項 各研修の２週間前まで

3 研修結果報告書
・実施した研修の概要
・研修における質疑応答事項

研修完了後

６　各種マニュアル等の作成業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1
操作マニュアル
（システム利用者向け）

・システムの機能ごとの操作手順 仮運用開始前まで

2
運用マニュアル
（管理・運用担当者向
け）

・システムの機能ごとの操作手順
（管理・運用担当者向けの機能を含む）
・運用体制図
・障害報告体制図
・運用手順書
・システム保守手順書

仮運用開始前まで

７　プロジェクト管理業務に関する成果物
項番 成果物 記載内容 納入時期

1 業務実施計画書

・プロジェクトの業務対象範囲
・業務の内容及び方法
・プロジェクト体制図
・資源計画
・プロジェクトの全体スケジュール
・リスク管理計画

契約締結日から14日以内

2
WBS（Work Breakdown
Structure）

・作業項目
・各作業の担当者及び責任者
・各作業項目間の依存関係
・作業スケジュール
・マイルストーン及びチェック項目

業務実施計画書の承認後速やかに

3 進捗報告書

・作業の予定
・作業の実績
・プロジェクトの進捗状況
・プロジェクトに関して生じた課題

進捗報告会開催時

4 議事録 ・各種会議の議事内容 会議開催から５開庁日以内

5 課題管理表

・課題の発生日
・課題の具体的内容
・対応責任者
・対応期限
・対応状況

随時

6 リスク管理表

・リスクの要因
・リスクの分類
・リスクの評価
・リスクへの対応

随時

7 変更管理台帳
・変更依頼事項
・変更対応状況

随時

8 委託業務実施報告書
・各業務の完了日
・提出した成果物の一覧

業務完了時



仕様書別紙７

川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム　権限一覧

システ
ム

抽出 更新 閲覧
システ
ム

抽出 更新 閲覧

1 高齢者在宅サービス課長、いきがい係長及びシステム運用担当者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 高齢者在宅サービス課職員（項番１に該当する者を除く。） × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

3 各販売窓口職員 × ○ ○ ○

○：権限あり
×：権限なし

※項番１は３名、項番２は10名未満、項番３は約100名を想定している。

　１　高齢者在宅サービス課長、いきがい係長及びシステム運用担当者（項番１）
　　　高齢者外出支援乗車事業利用管理システムの管理・運用を担当し、システム管理者として次の処理を行う。
　 (1)　利用者の操作権限の設定
　 (2)　マスタ管理及びコード保守等のシステム保守
　 (3)　バッチ処理のスケジュール設定
　 (4)　システムで管理を想定している　アクセスログの抽出
　 (5)　対象者に関する個人情報も含めた情報の抽出
　 (6)　対象者に関する個人情報も含めた情報の更新
　 (7)　対象者に関する個人情報も含めた情報の閲覧

処理の種類

庁内端末（基幹系） 庁外端末（インターネット系）役職等項番


