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名張市公共施設予約システム再構築業務 仕様書（案）

１．目的

現行の名張市公共施設予約システムの更改時期に伴い、市民がより使いやすく、また施設管理者が効

率的かつ効果的な管理業務を実現するための次期公共施設予約システムの構築を目的とする。

２．業務名 

名張市公共施設予約システム再構築業務

３．業務期間

（１） 開発期間：契約日から令和２年１月３１日

（２） 運用期間：令和２年２月１日から令和７年３月３１日まで

４．対象施設

（１）名張市体育施設

（２）名張市武道交流館いきいき

（３）その他予約を必要とする施設

５．事業スケジュール

（１）システム構築期限  令和２年１月３１日

（２）システム説明会   令和２年２月下旬

（３）仮稼働       令和２年３月上旬

（４）本稼働       令和２年４月１日

６．事業概要

（１）導入にかかる作業（環境構築、運用テスト、マニュアルの作成、職員に対しての操作研修等）

（２）クラウド方式による名張市公共施設予約システム（以下、「本システム」という。）の提供

（３）本システムの保守及び運用（サポート窓口の設置を含む）

７．システム要件

（１）利用者側の OS、ブラウザの利用状況に合わせ必要となる、施設予約システムのバージョンアッ
プは受託者側の負担において行うこと。

（２）最新の OS、ブラウザに対応すること。

８．環境要件

（１）本システムをクラウド方式で提供するものとする。

（２）本業務に用いるデータセンターは、以下の要望を満たすこと。

① 日本国内に立地していること。
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② システム提供するデータセンターを運営する法人は、プライバシーマーク認証を取得していること。

③ システム提供するデータセンターは、情報セキュリティ国際規格 ISO／IEC２７００１を取得して
いること。

④ システム提供するデータセンターは、クラウドセキュリティ国際規格 ISO／IEC２７０１７を取得
していること。

⑤ 個人情報アクセス記録取得、追跡監視を行うこと。

⑥ 不正な侵入を防止するため、適正な入退室管理を行うこと。

⑦ 耐震又は免震構造であり、東日本大震災級の地震に耐えうること。

⑧ 代替機等を常備するなど、重大障害時（サーバ機能停止等）にもシステム停止がないよう、冗長性

を確保すること。

⑨ 停電時等による電力供給の停止に備え、機器が適正に停止するまでの間に十分な電力を供給する容

量の予備電源を備えること。

⑩ 外部からの受電が行えない場所に対して、自家発電設備を持ち、データセンターを７２時間以上機

能されることができる自家発電能力を有すること。また、そのための燃料備蓄をしていること。

⑪ 建築基準法、消防法の基づく自動火災報知設備が設置され、定期的に点検されていること。

９．機能要件

 本業務において、発注者が受注者より提供される「公共施設予約システム」の性能・機能は別紙「シ

ステム機能一覧」に準拠するものとし、動作環境及び利用可能な機器は次のとおりとする。なお、携帯

電話（スマートフォン）にも対応すること。

また、契約期間内に新 OSやブラウザがリリースされた際は、対応すること。
項目 施設利用者 施設管理者

端末 PC 
タブレット

スマートフォン

PC 

OS Windows8.1以降
MacOS 
iOS、Android 

Windows8.1以降

ブラウザ Internet Explorer 
Google Chrome 
Fire Fox 
Safari 
Opera 
Edge 

Internet Explorer 
Google Chrome 

１０．システム構築

受注者は、本システムの導入にあたり、本稼働前に以下の作業を実施するものとする。

（１） 要件・仕様打合せ・整理

システム設定の基準を発注者に説明し、設定条件を決定する。なお、施設管理者に対しては、
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集合形式のシステム説明会を実施するものとする。

（２） マスターデータの登録（コード情報、施設情報等）

システムを使用する上で必要な施設に関する情報（料金体系、貸出時間割、休館日、備品等）

や施設の種類、使用目的の種類、減免の種類等についてシステムに登録する。なお、登録項目

は受注者の指定する様式に従って発注者が作成する。

（３） 動作確認・運用テスト

システムを利用する機器（発注者端末）上でシステムが問題なく動作することを確認する。発

注者が動作確認や検証や練習等をした際に生じた問題点・疑問点についての説明やシステムの

対応を行う。

（４） 本番運用支援

システム開発当初、現場に混乱が発生しない運用支援を行う。また令和２年４月１日からシス

テム稼働予定であるが、令和２年３月１日から管理者側のシステム仮稼働期間として、システ

ム稼働開始までに受け付けた予約情報を発注者にて入力できるようにするものとする。

１１．運用及び保守要件

（１） 基本事項

① 本システムは２４時間３６５日稼動すること。ただし、システムのメンテナンス等を実施する場合

はこの限りではない。

② システムのメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止する際は、事前に市及び施設 

利用者に対して予告周知し、システムメンテナンス中も可能な限りその旨を周知するものとする。

③ システムの良好な運用を確保するため、業務に精通したもの（自社社員）が月次で定期保守を実施

すること。

④ システムに障害が発生した場合、２４時間３６５日、一次対応が執れること。

⑤ 定期保守作業及び障害復旧作業後は、その内容について文章及び電子媒体で報告すること。

⑥ 発注者からの問合せに対し迅速に対応を行うこと。問合せ方法は、電話又は電子メールとする。

（２）セキュリティ

① TLS暗号化通信について
施設利用者画面については、インターネットからの利用者登録画面、ログイン画面において、TLS
暗号化通信を行い、システム上の機密情報（ID、パスワード等）を含め暗号化した運用を行うこと。

② 発注者端末（管理者側）におけるセキュリティ対策について

管理者機能を使用する際には、IDとパスワードで個人認証による運用を行い、ID、パスワード等が
漏洩しても、「管理者機能」を利用できない構造（端末固有のMACアドレスや IPアドレスによっ
て制御等）とすること。

１２．利用者研修

新システムの導入及び運用に際して、当該システムの円滑な運用のため、発注者及び体育施設等管理

者を対象として、業務の流れに沿って、入力方法等の習得を目的とした説明会を実施すること。この際、

説明会に必要な資料等については、受託者において用意すること。
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説明会の実施時期については、発注者と調整すること。

１３．納品書類

（１）打ち合わせ協議簿        ２部

（２）システム管理者操作説明書    ２部

（３）施設管理者操作説明書      ５部

（４）利用者向け操作説明書      ５部

（５）機能仕様書           ２部

（６）施設マスターデータ登録内容一覧 ２部

（７）職員情報登録内容一覧      ２部

（８）各電子データ          １式

１４．著作権

本業務で作成されたドキュメント、データに関する著作権については原則として市に帰属するものと

する。

１５．個人情報保護対策

個人情報保護対体制を確立し、守秘義務の遵守と適切な管理体制を構築すること。なお、このことに

関しては、名張市情報セキュリティポリシーおよび名張市個人情報保護条例をあわせて遵守すること。

１６．その他

（１）本仕様書に記載のない詳細事項は、発注者と受注者が協議の上決定する。

（２）本サービスの利用期間の満了時において、次期システムのデータ等の移行支援を行うこと。
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別紙「システム機能一覧」

１．管理者機能

１年間の定期的な予約の登録入力が可能で、予約内容の一覧が出力可能な事

（１）施設予約

 ①空き照会、予約、登録機能、予約確認メール通知

 ②予約照会（変更・取消）機能

 ③実績照会機能

（２）利用者情報編集

 ①利用者登録機能

 ②利用者承認機能

（３）帳票出力機能

 ①使用料金領収書

 ②使用料金請求書

 ③使用許可書

 ④データ CSV出力機能
⑤データ CSV入力機能
（４）マスターメンテナンス機能（施設・利用者）

（５）使用料金マスターメンテナンス機能

（６）一斉メール送信通知機能

２．利用者機能

（１）利用者登録機能

（２）施設案内機能

（３）空き照会、予約、検索機能

（４）パスワード変更機能



情報セキュリティに関する特記仕様書

　「名張市情報セキュリティポリシー」に基づき下表のとおり措置するものとする。

名張市情報セキュリティポリシー

業務上知り得た情報の守秘義務

提供した情報の目的外利用及
び受託者以外への提供の禁止

提供した情報の返還義務

名張市に対する報告義務

名張市による定期的な報告徴
収、監査・検査の実施

従業員に対する教育の実施

情報セキュリティポリシー遵守
のために構築する体制

情報セキュリティポリシーが遵
守されなかった場合の規定

重要性分類Ⅰの情報資産の取
扱について

特定個人情報の適正な取扱い
について

受託者は、特定個人情報の取扱いに注意し、システム内の取扱いのみでなく、デー
タのバックアップやデータ輸送時においても盗難、不正コピー防止に努めなければ
ならない。
特定個人情報の漏えいや法令違反があった場合、名張市はその結果生じたあるい
は、生じるであろう損害の賠償を受託者に請求することがある。

受託者は、名張市の情報セキュリティポリシーについて、受託者の従業員に対し、
教育を実施すること。

受託者は、名張市の情報セキュリティポリシー遵守のために構築する体制を構築
し、名張市に報告しなければならない。

受託者に、名張市の情報セキュリティポリシーに違反があった場合、名張市はその
結果生じたあるいは、生じるであろう損害の賠償を受託者に請求することがある。

受託者は、特に、重要性分類Ⅰの情報資産に関しては、単にシステム内の取扱い
のみでなく、データバックアップ等外部施設等への搬送時においても情報資産の盗
難、不正コピー等の防止を厳重に実施しなければならない。

名張市より、情報セキュリティポリシーや本要求事項にもとづいて、受託者より報告
を徴収することがある。また、受託者に、監査や検査を実施することがある。

受託者は、名張市情報セキュリティポリシー基本方針及び情報セキュリティポリ
シー実施手順を遵守しなければならない義務を負う。

受託者は、業務上知り得た情報の守秘義務を負う。

名張市より提供した情報を、受託者が目的外に利用すること及び受託者以外への
提供は禁止する。

受託者は、名張市より提供した情報のうち、特に返還を求めた物は、速やかに返還
する義務を負う。

受託者は、作業の進捗やセキュリティの遵守状況に対して、名張市に報告する義
務を負う。



個人情報の取扱いに関する特記事項

（基本的事項）

第１条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっ

ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければな

らない。

また受注者は、個人番号を含む個人情報を取扱う業務を実施する場合には、「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」（平成 25年法律第 27
号。以下「番号法」という。）等関係法令を遵守すること。

（漏えい等の防止）

第２条 受注者は、名張市個人情報保護条例（平成 15年条例第 1号。以下「条例」という。）
第 11条第 2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個
人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

第３条 受注者は、条例第 11条の 2の規定に従い、この契約による業務に関して知ること
ができた個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（個人情報の適正処理等）

第４条 受注者は、この契約による業務を行うために利用する個人情報は、次の各号の定め

るところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。

（１）個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、

個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。

（２）個人情報の保管場所については、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずる

こと。

（３）業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情

報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。

（４）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバック

アップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。

（５）個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱

いの状況を当該台帳に記録すること。

（６）作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報

を扱う作業を行わせないこと。

（７）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられ

る業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。

（収集の制限）

第５条 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、

別記 



事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法か

つ公正な手段により行わなければならない。

２ 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、発注

者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。

（再委託の禁止）

第６条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。また、発注者の

承諾を得て受注者が再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な

措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。

２ 受注者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あら

かじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なけ

ればならない。

（１）再委託する業務の内容

（２）再委託先

（３）再委託の期間

（４）再委託が必要な理由

（５）再委託先に求める個人情報保護措置の内容

（６）前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先

の誓約

（７）再委託先の監督方法

（８）その他発注者が必要と認める事項

３ 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面

を発注者に提出しなければならない。

（１）再委託する業務の内容

（２）再委託先

（３）再委託の期間

（４）再委託先の責任体制等

（５）再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法

（６）その他発注者が必要と認める事項

４ 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければな

らない。

５ 受注者は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先によ

る個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。

６ 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求

めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。



（複写及び複製の禁止）

第７条 受注者は、この契約による業務に係る一切の個人情報を、発注者の許可なく複写・

複製してはならない。

（事故発生時の対応）

第８条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生

した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該

事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発

注者の指示に従わなければならない。

２ 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、

可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなけれ

ばならない。

（持出しの禁止等）

第９条 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持

ち出してはならない。

２ 個人情報を、前項の規定による発注者の指定に基づき電子データで持ち出す場合は、電

子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。

（目的外利用等の禁止）

第１０条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の

目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

（個人情報の返還、廃棄又は消去）

第１１条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自

らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて

個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。

２ 受注者は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人

情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

３ 受注者は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソ

フトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消

去しなければならない。

４ 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及

び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。

５ 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。

（点検の実施）

第１２条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合

は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。

（検査及び立入調査）



第１３条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に

基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託

先等に対して検査を行うことができる。

２ 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、

受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の執行に関して必要な指示

をすることができる。

（責任体制の整備）

第１４条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その

体制を維持しなければならない。

（責任者等の報告）

第１５条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任

者」という。」）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面によ

り契約から 7日以内に発注者に報告しなければならない。
２ 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発

注者に報告しなければならない。

（作業場所等の特定）

第１６条 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下、「作業場所」という。）とその移送方

法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。

２ 受注者は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告し

なければならない。

３ 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作

業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなけ

ればならない。

（監督及び教育の実施）

第１７条 受注者は、この契約による業務の適切な履行について、業務に従事している者を

管理・監督しなければならない。

２ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目

的以外の目的に使用してはならないこと、名張市個人情報保護条例（以下「条例」という。）

第 11 条及び条例第 11 条の 2、条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項にお
いて従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項に

ついて、教育及び研修をしなければならない。

（派遣労働者等の利用時の措置）

第１８条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労

働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守さ

せなければならない。



２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果に

ついて責任を負うものとする。

（契約の解除）

第１９条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約によ

る業務の全部又は一部を解除することができる。

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に

対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

（損害賠償）

第２０条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠っ

たことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、そ

の損害を賠償しなければならない。


