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別紙１ 

青森県人事評価システム構築業務委託仕様書 

 

第１章 システム化の背景 

 

１ 人事評価制度の概要 

本県においては、すべての一般職員を対象に平成１８年度から人事評価制度を実施している。 

評価は、国と同様に能力評価及び業績評価（前期及び後期）を行っており、具体の事務は、毎

年度改訂する「人事評価実施マニュアル」（別添。以下「マニュアル」という。）に基づき行って

いる。 

評価及び評価結果の集計等は、マニュアルに定めた各種様式（エクセル（xls,xlsx 以下同じ）

シート）により行っている。 

評価結果は、人材育成、昇任、人事配置等の参考資料として活用しているほか、平成２８年度

からは評価結果を昇給及び勤勉手当の反映に活用している。 

 

＜能力評価の流れ＞ 

評価 

 

 

 

前年 10月～当該年 9月  9月上旬    9月上旬    9月上～中旬 9月下旬 

  指導観察記録  ⇒ 自己評価⇒ 指導面談⇒ 第 1評価⇒ 第 2評価⇒ 

 

 

～10月中旬       ～11月上旬         ～12月中旬 

⇒ 評価結果の調整・提出⇒ 評価結果のフィードバック⇒ 評価に対する相談対応 

 

 

＜業績評価の流れ＞ 
 

目標設定 

【前期】 
～5月上旬    5月中旬    5月下旬   6月上旬      

組織目標設定⇒ 個人目標設定⇒ 指導面談⇒ 個人目標の確認・決定 

評価 

【前期】 

 

 

 

 

9月上旬   9月上旬   9月上～中旬   9月下旬    

自己評価⇒ 指導面談⇒ 第１評価⇒  第２評価⇒ 

 

～10月中旬       ～11月上旬          ～12月中旬 

⇒ 評価結果の調整・提出⇒ 評価結果のフィードバック ⇒ 評価に対する相談対応 

目標設定 

【後期】 
9 月上旬     9月上旬    9 月中～下旬  

個人目標設定⇒ 指導面談⇒ 個人目標の確認・決定 

評価 

【後期】 

 

 

 

 

2月上旬   2月上旬  2月上旬    2月中旬    

自己評価⇒ 指導面談⇒ 第１評価⇒ 第２評価⇒ 
 
 
 

  ～3月上旬        ～3月中旬         ～4月下旬 

⇒ 評価結果の調整・提出⇒ 評価結果のフィードバック⇒ 評価に対する相談対応 

 

 

（全体集計、昇給設定） 

（全体集計、勤勉手当設定） 

（全体集計、勤勉手当設定） 

（評価結果公表） 

（評価結果公表） 

（評価結果公表） 
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評価関係者 

 

〔１〕被評価者 

   知事部局及び各種委員会等事務局のすべての一般職の職員を対象としている。 

※ただし、県外情報センターに勤務する他県からの併任職員や長期にわたる休暇、休職、育児休業、組合専従等に

より、評価対象期間の大部分（原則として３／４以上の期間）の勤務を欠いている等、評価することが困難であ

ると総務部長が認める職員は評価対象外としている。 

また、令和２年度より、会計年度任用職員及び臨時的任用職員も評価対象となるが、これらの職員は本システ

ムにより管理せず、従来どおり紙により評価事務を行う予定としている。 

なお、知事部局及び各種委員会事務局の詳細については、別添の青森県行政機構図を参照すること。 

 

〔２〕評価者 

① 第１評価者 

    原則として、被評価者の直接管理者としている。 

    第１評価者は、職務遂行の過程で見られた被評価者の行動、意欲・態度等の職務遂行能力

や業績について把握し、一次評価を行う。 

② 第２評価者 

    所属長等、第１評価者を管理する立場にある者としている。 

第１評価者の評価及び所見等を基に、被評価者の職務遂行能力や、仕事に対する 意識・

姿勢、業績について、第１評価の偏りを是正し、大局的見地からの評価を行う。 

③ 調整者 

    原則として、部局長等の部局の責任者としている。 

第２評価の結果について、職員ごとの評価結果にばらつきが大きく公正を欠くと考えられ

る場合に、必要に応じ職員ごとの評価結果を調整する。 

 

  ○評価関係者数（令和元年度） 

被評価者 約 3,800人 

第１評価者 約 850人 

第２評価者 約 150人 

調整者 約 20人 

   ＊各評価関係者の詳細はマニュアルを参照 
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＜人事評価における現状と課題等＞ 

 現状における一連の人事評価事務は、エクセルシートによる手作業で管理しており、以下のと

おり各段階において相当の時間と労力を要している。 

 

① 評価事務 

  ・被評価者、第１評価者、第２評価者が、それぞれの作成段階における評価シートをそれぞれ

が管理し、作成・保存・送信を行っている。 

  ・被評価者が目標設定や自己評価を行う際、過年度の自身の評価シートを参考として作成する

場合が多く、その際、保存しているエクセルシートを複数立ち上げて確認するなど、当該事

務に時間を要している。 

  ・所属取りまとめ担当は、評価シート作成に係る各職員の進捗状況を確認することができない。 

 

② 評価結果の集計・分析 

  ・所属取りまとめ担当は、所属職員の全シートを１つのエクセルファイル内にまとめる必要が

あり、作業に時間を要している。 

  ・部局取りまとめ担当（部局分）、人事課取りまとめ担当（全庁分）は、提出された評価結果

一覧を個々の評価シートと一致しているか確認しながら、短期間で一覧をつなぎ合わせ集計

を行なわなければならない。記載漏れや転記ミス、入力箇所の誤りなども多い。 

  ・人事課取りまとめ担当は、作成した全庁分の評価結果一覧により、評価の分布（Ｓ、Ａ、Ｂ、

Ｃ等の割合）等を作成しているが、分析に必要な集計は、能力評価と業績評価の相関など多

岐にわたる。 

 

③ 勤勉手当・昇給上位区分の設定 

  ・部局取りまとめ担当（部局分）及び人事課給与担当（全庁分）は、各所属・各部局が選定し

た勤勉手当・昇給適用者が要件を満たしているか、設定した枠内に収まっているか等を、エ

クセルシートの一覧表により一つひとつ確認している。期末手当、昇給への反映を短期間で

速やかに行わなければならないが、確認事項や修正も多く、多大な労力となっている。また、

過去の上位区分適用履歴を参考とするケースもあるが、エクセルシートで年度ごとに管理し

ているため、確認に時間を要している。 

 

④ 評価結果の活用 

  ・被評価者は、当該期間の評価結果を紙のフィードバックシートで把握しており、過去の履歴

についてデータ等での管理や確認はできない。このため、職員本人がこれまでの評価の傾向

（例：「企画力」が低い傾向にある）を意識した業績目標の設定や、自身の課題解決のため、

日々の業務執行において改善を図っていくこと等に十分に活用されていない。 

  ・各部局及び人事課人事担当者は、職員個人の過年度の評価結果の詳細を確認するため、年度

ごと、所属ごとに保存された評価シートをその都度開き確認し、必要に応じて履歴資料を作

成している状況である。 
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  ・評価結果のうち、データとして一覧化している情報は評点のみであり、例えば、能力評価に

おける自己評価はデータ管理しておらず、評点との相関が分析できないほか、自己観察記録

や評価者コメントも個々のシートで確認せざるを得ない状況となっている。 

 

２ 自己申告制度の概要 

   本県においては、職員の異動希望や異動に当たって配慮してほしい事項等を本人が申告する

「自己申告」を実施しており（年１回実施、対象者約３，３００人）、エクセルシートにより

入力・出力した紙で管理している。 

また、紙で出力した自己申告書の様式を手作業で仕分けしたうえで入力依頼し、そのＣＳＶ

も手作業で加工するなどして利用しているため、人事評価と同様に事務に時間を要している。

（別添の自己申告書関係資料を参照） 

 

  自己申告のスケジュール 

10月上旬 

 

10月中旬 

 

 

10月下旬 

 

11月上旬 

 

 

11月中旬～ 

 

職員に自己申告の提出依頼 

 

各職員が作成し、紙出力して各所属長に提出（各所属でとりまとめ） 

提出された自己申告をもとに職員と所属長が面談 

 

各所属から部局等の主管課に提出（各部局等でとりまとめ） 

 

各部局から人事課に提出（全庁分をとりまとめ） 

とりまとめたデータを入力（事業者に依頼） 

 

入力されたＣＳＶを加工して活用 

 

３ システムを導入する理由 

現状と課題を踏まえ、以下の理由により、人事評価及び自己申告に係る一連の事務を一元化し

て行う「人事評価システム」を導入するものである。 

 

○人事評価作業に多くの時間と労力を費やしている状況にあり、評価者や被評価者、取りまと

め担当者等の事務の効率化を図り負担を軽減する必要がある。 

 

○評価結果を一元的に管理し、容易に検索・抽出できる環境を整えるとともに、人事・給与シ

ステムとの連携等により、評価結果を人材育成や人事異動・昇任等により効果的に活用して

いく必要がある。 

 

○自己申告についても、事務の効率化を図り負担を軽減するほか、各職員の異動希望や異動に

当たって配慮してほしい事項等をより効率的に分析、活用していく。 
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第２章 人事評価システムの概要 

 

１ 評価対象者（本システムを利用する職員） 

知事部局及び各種委員会等のすべての一般職の職員（約 3,800人）。 

  （会計年度任用職員及び臨時的任用職員は本システムの対象外。） 

 

２ 人事評価システムの主な機能 

   以下のとおり、人事評価事務及び自己申告（異動希望等）をシステム上で行う。 

詳細については、別添「青森県人事評価システム機能要件一覧」のとおりとする。 

    

 項目 内 容 

人

事

評

価 

① 評価の実施 
組織目標設定、個人目標設定、第１評価、第２評価、評価

の調整、評価結果のフィードバック 等 

② 評価結果の集計 

評価対象者数一覧、評価結果一覧（所属別・部別・全体）、

昇給・勤勉手当の上位区分割当一覧 

昇給・勤勉手当の上位区分適用一覧 等 

③ 評価結果の分析 
評価結果分布（所属別・部局別、職位別等）、能力評価項

目別分布（所属別・部局別、職位別等） 

④ 評価結果（履歴）の管理 

過年度評価シート、過年度評価結果一覧（個人別・所属別・

部局別・全体）、過年度昇給・勤勉手当等適用履歴、年度

別対象者抽出（総合評価 S,Cの職員など） 等 

自

己

申

告 

① 自己申告書作成 自己申告書作成・提出 

② 自己申告データの集計 自己申告データ一覧（所属別・部局別・全職員） 

 

３ 利用者端末 

本システムを利用する端末は（以下「情報系端末」という。）は、本県職員が様々な事務事業に

使用しているノート型パーソナルコンピュータとし、発注者が用意する。 

情報系端末の動作環境について、令和２年４月現在の主な仕様は、以下に記載のとおりであり、

常に最新のセキュリティパッチ・ウィルス対策パターンファイルが適用される。 

なお、情報系端末を使用できない他団体に派遣中の職員や情報系端末を共同利用する運転技能員

などもおり、本システム導入後も従来と同じくエクセルシートで作成した結果を本システムに取り

込む必要があるため、ＣＳＶで取り込む機能も本システムには必要である。 
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○主な端末仕様（令和２年５月現在） 

項 目 内 容 

基本ソフト Windows10 Enterprise LTSB 2016 1607 以上 

CPU Corei ５ 以上（インテル社） 

内蔵メモリ 4.0GB 以上 

液晶画面 15.6 型ワイドＴＦＴ（1366×768 ドット）程度 

ハードディスク ５００ＧＢ ＨＤＤ 程度 

ＤＶＤ／ＣＤ ＤＶＤスーパーマルチ 

ＵＳＢポート ＵＳＢ３.０(右側×３,左側×１,背面×１) 本体内蔵 

Ｏfficeソフト Microsoft Office Professional Plus ２０１６ 

管理用ソフト Skysea，ESET Endpoint Antivirus 

ブラウザ Internet Explorer１１ 

回線サービス ＮＴＴビジネスイーサワイド 1Ｍｂｐｓ～1,000Ｍｂｐｓ 

ネットワーク構成 センターエンド タグ付きＶＬＡＮ使用 

内部環境 プロトコルフリー 

外部接続 ＲＤＳ使用 許可プロトコルＴＣＰ/ＩＰ 許可ポート８０・４４３ 

 

４ ネットワークの構築 

人事評価システムを情報系端末で操作できるように、青森県行政情報ネットワークの LGWAN系

ネットワークにネットワークを構築する。 

 

５ システム・機器等一式の調達 

受注者は、本システムの運用に必要となるシステム・機器等一式を調達し、実務的な運用が開

始できるように、必要な情報の取り込みや設定等を行った状態で設置するものとする。 

システム・機器等一式は発注者による買い取りとなり、正常稼働を求める保証期間は５年間と

する。 

 

６ 業務パッケージの活用 

本システムの構築にあたっては、経費圧縮の観点から、必要な場合は、市販の業務パッケージ

を活用し、本仕様書に適合するようにカスタマイズして構築することも可能とする。 

 

７ データ連携 

本システムが必要とする対象職員の情報や組織に関する情報は、それらの情報を管理する

「人事管理システム」及び「給与管理システム」（いずれも青森県人事課所管）とのネットワ

ーク連携により取得する。ネットワーク連携の構築にあたっては、人事管理システムの管理・
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保守について発注者から委託を受けている事業者（日本電気株式会社青森支店）に出力可能な

データ形式等を確認し、調整したうえで、構築作業を行うこと。 

人事評価システムに蓄積された評価結果等は、ＣＳＶに変換し、ＵＳＢ等媒体によるデータ

受け渡しを行い、人事管理システム及び給与管理システムに取り込んで活用する。 

   なお、ＵＳＢ等の媒体はセキュリティ対策済みのものを発注者が用意する。 

 

 

８ システム起動の流れ 

  本システムを起動するに当たっては、起動ＵＲＬを設定したうえで、ＬＧＷＡＮ系ネットワー

クにある職員ポータルトップ画面のメニュー項目からログイン画面に誘導することを想定して

いるので、内部 webのＵＲＬ連携により起動を可能とすること。 

  なお、職員ポータルからのリンク設定及び県内部ＵＲＬの登録は青森県行政経営課が行うので

経費に含めないこと。 

 

 ＊職員ポータル：青森県情報行政ネットワークを活用し、職員間の情報共有・コミュニケーショ

ンの効率化等を図る行政情報基盤となるシステム 

 

９ システムの継続運用 

本システムの運用に当たっては、令和３年４月から単年度の保守管理契約を締結して運用を開

始し、以後も継続して利用することを想定しており、維持コストを抑制しながら、保守・運用・

セキュリティなどの基本要件が高いシステム構成とする。 

人事データ

・職員番号

・氏名

・職名

・所属 評価結果 評価結果

など データ データ

システム管理専用のＰＣ端末

（人事課　人事管理システム担当）

全庁ＬＡＮのＰＣ端末 人事評価システム

（職員が業務で使用するＰＣ端末） 管理専用端末

・職員（評価者） （人事課人事評価担当）

人事データ 職員の 評価結果をベースに ・職員（被評価者）

・職員番号 給与情報 調整・作成される給与 ・部局や所属のとりまとめ担当

・氏名 ・基本給 への反映情報 ・人事課　人事評価担当

・職名 ・手当 ・人事課 給与担当

・所属 など ＊人事課　給与担当が など

など システム外で別途作成

人事評価システム　ネットワーク概念図

ＬＧＷＡＮ系ネットワーク

人事評価システム

人事データ 人事データ

人事管理システム

人事評価

データベース

給与管理システム

＊「全庁ＬＡＮ」とは「県行政情報ネットワーク」を指す

番号利用事務系ネットワーク

出力

ネットワーク

連携

取り込み

データ

受け渡し

反

映
反

映

取り込み

出力

ACOS
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なお、年に数回程度、定期的な点検・パッチファイル適用などによる予防保守を行うとともに、

運用要件の見直しやシステムのチューニングなどを実施し、システムパフォーマンスの維持向上

に努めること。管理・保守にあたって常駐は必須ではないが、迅速な対応を必要とする。 

さらに、本システムは、法制度改正などにより、経年的に変化することも想定されるため、運

用における柔軟性・拡張性の高さも考慮して構築する必要がある。 

また、バックアップ機能については、集中利用時期は１日１回以上、それ以外の時期でも一週

間あたり３回以上はバックアップできる必要がある。 

本業務終了後に、保守管理業務として以下に記載する関連業務を予定しており、本契約とは別

に契約する予定としている。 

○本システムに関連する業務（予定） 

業務名称 契約期間 備考 

青森県人事評価システム機器等

保守管理業務（仮称） 

令和３年４月から令和４年３月まで  

 

10 機密性 

本システムは、人事評価や自己申告など職員の個人情報を取り扱うほか、人事管理や給与事務

にも影響するため、改ざんや情報漏洩の防止を徹底する必要がある。このため、許可を受けた者

以外は、直接データベースにアクセスできないように制御するとともに、データベースにアクセ

スした者の情報や日時（年・日・時・分・秒）が追跡できるようにする必要がある。 

  アクセスログの保存年限は３年、解析データはＣＳＶ形式での提供とすること。 

 

11 業務のスケジュール 

本業務は、令和２年度内に完了し、令和３年４月から運用を開始する予定である。 

受注者は、以下の想定スケジュールを参考として、本業務の詳細なスケジュールを検討し、

発注者の承認を得るものとする。 

○本業務における想定スケジュール 

時期（想定） 内 容 

令和２年５～６月 ５月下旬：プロポーザル公告、６月下旬：企画提案書提出 

令和２年７月 ７月上旬：審査会、本業務契約締結・業務開始 

令和３年２月 運用テスト・発注者への操作説明会（仮称） 

令和３年３月 業務委託完了・成果物の最終納品・検収・本システムの機器等納品 

令和３年４月 本システム運用開始 
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第３章 委託業務の内容 

 

１ 業務管理 

発注者及び受注者は、本業務の目的を達成するため、双方の業務責任者を筆頭とする体制を

構築する。「業務計画書」で定めた事項を遵守すること。 

受注者は、業務を円滑に進めるために、以下の記載をもとに、必要な作業を実施すること。 

（１）業務計画書の作成 

受注者は、本業務の契約締結後 14日以内に、発注者に「業務計画書」の素案を提出し、業

務の進行案等を説明すること。業務計画書は、「業務計画書」の作成に当たっては、以下のア

からクまでの記載を遵守し、発注者と受注者が協議の上、双方の実施責任者の承認をもって正

式版とする。 

また、「業務計画書」は受注者が責任を持って管理し、修正が必要になった場合は、発注者

と受注者で協議した上で、協議完了後速やかに発注者へ改版案を提示すること。発注者及び受

注者の実施責任者の承認をもって、正式に改版とする。 

 

ア.業務計画書の構成 

受注者は、以下を参考として業務計画書素案を作成すること。 

○業務計画書の構成例 

構成要素 内 容 

業務の定義 本業務の名称・目的・範囲・期間・位置付け・前提条件といった定義や業務

全体に共通する基本的な進め方・ルール・仕様書と提案書の違いにおける優

位性、などを記載したもの。 

全体スケジュー

ル 

「作業構成」をもとに、業務全体を俯瞰できるように可視化したもの。 

成果物構成 成果物・中間成果物について、それぞれの名称・概要・納入期限を記載した

うえで、階層的に表現したもの。 

実施体制 発注者及び受注者の実施体制について、業務責任者および主任担当者、作業

従事者など、各担当者の氏名・所属・役割・連絡先等を記載したもの。 

進捗管理計画 スケジュールどおりに業務を実施するため、進捗状況の報告や遅延発生時の

対応方針のほか、発注者と受注者の連絡手段等を記載したもの。 

資料授受管理計

画 

本業務で扱う情報や資料について、個人情報などの重要度に応じ、授受・保

管・複製・返却・廃棄などに関するルールを記載したもの。 

変更管理計画 業務計画書に記載した事項について、変更の必要性が生じた場合の変更方法

を記載したもの。 

成果物一覧 本仕様において提出を求めている各成果物について、実際に納入する成果物

と「中間成果物」を階層化し、一覧化したもの。 
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計画等作成規約 文書作成上の留意事項・文書様式・文字フォント・ポイント・項番の付番ル

ールなどを記載したもの。 

その他付属資料 ○会議録（雛形） 

○課題管理票（雛形） 

○受領資料管理票（雛形） 

○変更管理票（雛形） 

 

イ.会議の開催 

発注者と受注者が進捗状況や課題等について共有しながら、業務を確実に進めるため、以下の

とおり目的に応じて会議を開催すること。会議の内容は、「会議録」として簡潔に整理し、原則と

して、会議実施後７日以内に発注者に提出し、承認を得ること。 

○会議の種類 

名称 開催頻度 会議の目的 留意事項 

キックオ

フ会議 

業務開

始前 

・受注者が作成した「プロジェクト計

画書」をもとに、業務の進め方や遵守

すべきルールなどについて発注者に

説明すること。 

・受注者及び発注者双方の業

務責任者と主任担当者が必

ず出席すること。 

定例会議 月 1回 ・業務全体の進捗状況や受注者及び

発注者双方の作業状況について共有

化を図る。 

・受注者及び発注者双方の業

務責任者と主任担当者が原

則として出席すること。 

担当会議 適宜 ・作業着手の承認・工程終了の判断

などを行うこと。 

・業務単位の仕様などの検討・協議

を実施すること。 

・課題などに対する対応策の検討や

決定を実施すること。 

・受注者及び発注者双方の主

任担当者が原則として出席

すること。 

計画変更

会議 

問題発

生時等 

・業務の成否に影響を与える変更や

重大なリスク等に対する対応策の検

討・協議・決定などを実施すること。 

・受注者及び発注者双方の業

務責任者と主任担当者が必

ず出席すること。 

業務完了

判定会議 

業務完

了前 

・業務全体を振り返り、各作業工程

における成果の報告を行うこと。 

・発注者の業務責任者から業務完了

及び本システム稼働について承認を

得ること。 

・受注者及び発注者双方の業

務責任者と主任担当者は、必

ず出席すること。 
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２ 機器等の調達・設置 

サーバや管理専用端末など、本システムの運用に必要となるシステム・機器等一式を調達し、

実務的な運用が開始できるように、必要な情報の取り込みや設定等を行った状態で納品するこ

と。 

   納品場所については青森県庁内の発注者指定の場所とすること。（青森県青森市長島１丁目

１－１ 青森県庁 北棟８階青森県総務部財産管理課所管のサーバ室内又は東棟２階青森県総

務部人事課内） 

納品されたシステム・機器等一式の所有権は発注者に帰属することとすること。なお、ライ

センス等所有権移転とならないものがある場合には、当該リストを納品前までに提出すること。 

 

３ 要件定義 

受注者は、事業着手前に、以下の項目を記載した要件定義書を作成し、本県の承認を受ける

こと。 

 

○要件定義書の構成例 

構成 内 容 

システムの概要 システムの概要、解決すべき課題、対象とする組織および事務事

業の範囲、取り扱う情報等を記載したもの。 

システム化の範囲 システム化の対象範囲、実装すべき機能要件を明確にし、情報シ

ステムが対応すべき事項を整理し、体系化したもの。 

画面・帳票一覧（機能要

件定義） 

システムで実装すべき機能、画面および帳票を一覧化したもの。 

データ項目定義 システムで実装すべきデータ項目およびデータ量を一覧化したも

の。 

システム間インターフェ

ース定義 

関連システムとのデータ連携の要件（連携元システム名称、連携

データ項目、連携先システム名称、連携サイクル等）を記載した

もの。 

非機能要件定義 システムで実装すべき非機能面（性能、信頼性、保守性、拡張性、

セキュリティ等）に関する要件を記載したもの。 

運用・保守要件定義 システムで実装すべき運用要件や保守業務に関する要件を記載し

たもの。 

システム全体図 システム間連携も含めた全体像を表したもの。 

画面遷移図 全業務の画面遷移について可視化したもの。 
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４ 設計 

受注者は、「要件定義書」を基に、システムの構造や実装方針を決定し、機能や画面の動作等

を具体化し、次工程の開発で製造するプログラム等の内容やシステムを構成する機器などの環

境構築の内容を決定すること。 

設計に当たっては、以下により必要な作業を実施すること。 

 

（１）基本設計 

受注者は、「要件定義書」を基に、発注者と受注者で協議を行い、本システムが実装すべき

機能、画面や帳票のレイアウトなどの入出力に関する事項、生成・保管されるデータの概要、

他の情報システムとの連携、機器等の構成、運用方法など、システムの基礎的な仕様を検討し

て「基本設計書」を作成すること。 

  

○基本設計の記載例 

構成要素 内容 

画面設計書 画面レイアウト、画面項目説明を記載したもの。 

帳票設計書 帳票レイアウト、帳票項目説明を記載したもの。 

データベース設計書 データを格納するテーブルの仕様を記載したもの。 

コード設計書 システムで用いるコード体系、コード内容を記載したもの。 

メッセージ一覧 システムで用いるメッセージを一覧化したもの。 

システム連携設計書 関連システムとの連携の仕様（項目名称、連携方式等）を記載し

たもの。 

システム方式設計書 システムの方式（オンライン処理方式、バッチ処理方式等）の仕

様を記載したもの。 

システム環境設計書 

（システム構成設計書） 

テスト環境及び本番環境を構築するためのハードウェアおよびソ

フトウェア等の仕様およびネットワーク構成を記載したもの。 

環境設定書 機器等に設定する情報を記載したもの。 

機器間接続図 システムで利用する各機器のケーブル接続の方法を記載したも

の。 

機器等の調達仕様書案 システムで利用する機器等の「調達仕様書」の案を記載したもの。 
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（２）詳細設計 

受注者は、「基本設計書」をもとに、システムの構造や仕様等をプログラム単位に分割し、

各プログラムの動作を検討して「詳細設計書」を作成するとともに、システムの方式や運用方

法を考慮し、後の作業で実施するテスト作業を見据えて「テスト計画書」「テスト仕様書」な

どを作成すること。 

 

○詳細設計の構成例 

構成要素 内容 

アプリケーション構造設

計書（改造仕様書） 

システムのプログラム単位で、システムの内部構造の仕様を記載

したもの。 

バッチ処理設計書 システムで実装するバッチフロー、バッチ処理の内部構造の仕様

を記載したもの。 

標準化・共通部品設計書 システムで利用する画面スタイル、帳票スタイル、ネーミングル

ール、共通部品の仕様を記載したもの。 

 

○その他 

構成要素 内容 

運用方法・手順 システムの運用方法（運用タイムチャート、ツールの利用等）、運

用手順（トラブル対応手順等）を記載したもの。 

テスト計画書 システムの稼働に向けたテスト計画を記載したもの。 

テスト仕様書 結合テスト、総合テストで実施する事項を記載したもの。 

 

５ 開発 

受注者は、「設計」に基づき、本システムが動作するために必要なプログラムを開発すること。 

開発に当たり、受注者は、「詳細設計書」などを基に、プログラムの構造や処理手順を詳細に

定義する「プログラム設計書」を作成した後に、「プログラミング」を行い、プログラム単位で

正しく動作するかを検証するテストを実施すること。単体テストの結果等について、定例会議

等で報告すること。 
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６ 環境構築 

受注者は、設計の成果を基に、本システムが稼働するために必要となるソフトウェア類のイ

ンストールや設定などを行い、本システムを稼働させる環境を構築すること。 

作業終了後は、以下のとおり「環境構築作業報告書」を作成し、発注者の承認を受けること。 

 

○環境構築作業報告書 

区 分 内容 

環境構築作業報告書 環境構築作業計画書に基づく、作業の内容や結果を記載すること。 

環境構築テスト仕様書

兼成績書 

環境構築における業務パッケージなど動作確認のテスト仕様および

テスト結果を記載すること。 

 

７ データ移行 

受注者は、本システムの稼働にあたり、過去の評価結果（平成１８年度以降を予定）を取り

込むため、「人事管理システム」及び「給与管理システム」が保有するデータ（職員番号・職員

氏名・所属、評価結果などの本システムに必要なＣＳＶ）を本システムへＵＳＢ等により移行

する場合は、以下により必要な作業を実施すること。 

 

（１）移行の進め方 

受注者は、「移行計画書」を作成し、発注者及び人事管理システムの運用保守事業者と調整

した上で、「移行計画書」をもとに本システムへ対象データの移行を実施すること。 

なお、原則として人事管理システム側での作業が発生しないようにするなど、既存の情報シ

ステム側への影響を極力抑えること。 

作業終了後は発注者に「移行作業報告書」を提出すること。 

 

成果物名称 内 容 

移行計画書 移行対象データ、移行スケジュール、移行作業・手順等の内容を記載する

こと。 

移行作業報告書 移行計画書に基づく、作業の内容やテスト結果等を記載すること。 

 

（２）データの変換・加工 

受注者は、人事給与システムが保有するデータを本システムが取り込むために、データ形式

への変換や過不足な項目の加工を実施すること。 
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８ マニュアルの作成 

受注者は、以下のとおり、本システムの利用者全般を対象とした「システム操作マニュアル」及

び本システムの管理者・運用者を対象とした「システム運用マニュアル」を作成すること。 

特に「システム操作マニュアル」については、利用者目線に立ち、誰もが使いやすく、分かりや

すい内容とするため、利用頻度の高い基礎的内容を重視した構成とすること。 

 

区 分 内容 

システム操作マニュアル システム利用者用に、各画面、各機能の名称及び説明等、情報

システムの操作に関する説明を記載したもの。 

システム管理者向けと一般利用者向けの２種類作成すること。 

システム運用マニュアル 受注者用に、サーバ運用、バッチ運用、オンライン操作、アク

セスログの取得方法の説明など、本システムの運用に関する説明

を記載したもの。 

また、本システムを所管する総務部人事課用に特化した本シス

テムの運用に関する説明を記載したもの。 

 

９ テスト 

受注者は、各段階における作業完了時においてテストを行い、開発したシステムの動作・機

能・性能などが適正であることを検証すること。 

また、開発したシステムが全体として予定通りの機能を満たしているか、また、発注者が業

務で本システムを利用する環境において、他の情報システムとのデータ連携、性能、負荷、信

頼性などを検証する「総合テスト」を実施すること。 

テストの実施後は、完了について発注者の承認を受けること。 

 

10 運用保守基準 

受注者は、設計を基に、発注者と協議を行い、令和３年４月１日から開始する運用保守に向

けて、「運用保守計画書」を作成すること。 

運用保守計画書は、令和３年２月２８日までに発注者に提出すること。 
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11 運用テスト支援 

受注者は、発注者が主体となって実施する運用テストについて、以下の項目をもとに、必要

な作業を実施すること。 

 

（１）運用テストの位置付け 

運用テストは、発注者が確認するためのテストであり、本システムを業務で利用する環境に

おいて、情報システムを操作して、業務への適用に支障がないか確認する。 

受注者は、発注者が運用テストを実施するに当たり、受注者が想定していなかった不具合や

認識の違い、疑問点等が生じた場合は、これを解消すること。 

 

（２）運用テスト実施の支援 

受注者は、運用テストで発注者へ確認を依頼する事項を、「運用テスト項目」としてまとめ

るとともに、運用テストを実施する際は、発注者のサポートを行うこと。 

テスト実施後は、テスト結果をとりまとめ、発注者へ報告すること。 

 

成果物名称 内 容 

運用テスト項目 発注者が運用テストを実施するにあたり、主要な確認事項等の仕様を記載

すること。 

運用テスト実施

報告書 

運用テストの実施結果等を記載すること。 
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第４章 開発体制及び開発環境 

 

１  開発体制 

（１）受注者は、本事業を推進し全体の責任をとる実施責任者と、同責任者のもとで開発を行う 

実施担当者の２名以上を配置すること。技術協力事業者の実施者を含めて提案する場合におい

ても、実施責任者及び実施担当者の計２名以上は自社の実施者であることを要すること。 

（２）実施責任者及び実施担当者は、発注者と充分な意志疎通が図れること。 

（３）作業体制に変更が生じる場合、その旨を発注者に報告し、承認を得ること。 

 

２  開発環境 

（１）システム開発に必要な開発環境（ハードウェア、ソフトウェア環境等）は、受託者が用意す

ること。また開発に使用する環境においては、ウィルス対策、セキュリティーホール対策等、

十分なセキュリティ対策が実施されていること。 

（２）開発用に必要な人事評価データ等は発注者から提供する。 

 

３ 作業場所 

本業務に必要となる作業場所などの環境は、受注者の負担で用意すること。ただし、発注者が

作業場所を提供した場合はその限りではない。 

 

４ 作業機材 

本業務の遂行のため、受注者が必要とする機材は、受注者の負担で用意すること。ただし、

発注者が業務用機材を提供した場合はその限りではない。 

 

５ 再委託 

受注者は、受注者以外の者に作業を実施させる必要が生じ、その行為が再委託に該当する場

合は、発注者に「再委託申請書」と再委託先が押印した「秘密保持誓約書」を提出し、発注者

の承諾を受けること。 

なお、受注者は、再委託を行う際に、「作業従事者名簿」において、再委託先の従事者名な

どが判別できるように記載すること。 
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第５章 成果物 

 

１ 成果物の種類 

 

（１）履行報告書 

本業務の最終的な成果を「履行報告書」として取りまとめ、提出すること。 

（２）ネットワーク構築機器等 

人事評価システムのサーバ、管理専用端末など、人事評価システムの運用において必要とな

るシステム・機器等一式を、実務的な運用が開始できるように、必要な情報の取り込み及び設

定等を行った状態で納品すること。 

（３）プログラムファイル 

（４）基本設計書及び詳細設計書 

（５）操作マニュアル及び管理マニュアル 

 

２ 成果物の納品方法 

紙媒体については、「紙面に印刷した成果物」として作成するほか、データについては、「紙

面に印刷した成果物」及び「CD-R等に格納した成果物」として作成し、それぞれ正本と副本を

1セットとして、1部ずつ納品すること。 

システム・機器等一式の納品場所については、青森県庁内の発注者指定の場所（青森県青森市

長島１丁目１－１ 青森県庁 北棟８階青森県総務部財産管理課所管のサーバ室内又は東棟２階

青森県総務部人事課内）とすること。 
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第６章 その他 

 

１ 機密保持等 

（１）委託業務の実施に当たっては、青森県の個人情報保護条例及び発注者のセキュリティポリ

シーに従うこと。 

（２）本業務に係るデータ及び情報システムの取扱いには細心の注意をもって管理すること。ま

た、発注者である県が指示する場所以外へデータ等を持ち出す場合は、発注者の許可を得る

こと。なお、機器保守の際の交換部品についても同様の取り扱いとすること。 

（３）委託業務の処理上知り得た情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必

要な措置を講じること。 

（４）発注者及び受託者は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の機密を他に漏洩

せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しないものとする。ただし、発注者が法令等、

官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 

 

２ 著作権等 

（１）受託者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、第三者

からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受託者の責において解決するものとする。 

（２）本業務の成果品（以下「成果品」という。）については、成果品に関する著作権（著作権

法第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む。）及び所有権を含めて、全て発注者に

帰属するものとする。帰属時期については、受託者が本件業務により作成したシステムに関

するプログラム、ソースコード、付随データ、素材、モジュール等の著作権は、特に受託者

が留保したものを除き、業務委託料が完済されたときに発注者に移転する。 

ただし、成果品に含まれる受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術

に関する権利等については受託者に留保されるものとし、受託者がこれらを利用し成果品

に類似した製品を作成することを妨げない。 

（３）２において帰属した権利を保有した成果品（著作物）については、発注者が発注者の業務

に使用する場合において、受託者の承諾なく自由に使用できるものとする。 

（４）受託者は、発注者並びに発注者から正当な権利を取得した第三者に対し、著作権人格権（公

表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しない。 

 

３ その他 

（１）契約は、採用された提案内容を原則とするが、協議によりその内容を変更する場合がある。 

（２）社会一般で通常実施される情報システム開発における業務項目は、本仕様書に記載のない

事項であっても業務の範囲とする。受託者は、当該項目について疑義があるときは、発注者

と協議をすることができる。 

（３）業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議・調整を行うとともに、発注者が必要と認

め、指示した事項については、その指示に従うものとする。 

（４）本業務の仕様は、発注者が最低限必要と考えているものである。受託者の専門的な立場か

ら、他団体の事例や技術革新等を見据え、本業務の費用範囲内で効果的な提案をすること。 


