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１ 件名 

平戸市ＲＰＡ導入・保守業務 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和４年３月 31 日 

 

３ 履行場所 

平戸市総務部人事課行革推進班（平戸市役所３階）ほか 

 

４ 業務の目的 

限られた人員・財源の中で多様化・高度化する行政ニーズに的確に対応し、住民サービスの維 

持、向上を目的に、大量処理の伴う定型業務等に対して、ＲＰＡ（Robotic Process Automation） 

を導入することで、業務の自動化、効率化を推進し、企画立案業務や住民への直接的なサービス 

提供など職員でなければできない本来業務に注力できるような環境の構築を図る。 

実施にあたっては、導入効果が高い事務から効率的に順次展開し、全庁的にＲＰＡの活用を図 

りながら更なる業務効率化及び適正化を推進していく。 

なお、ＲＰＡ導入はＲＰＡツールの導入に加え、シナリオ作成や保守など、多岐にわたる作業 

を限られた時間で効率的に進める必要があり、職員だけでなく知見を有する民間事業者の支援を 

必要とすることから、ＲＰＡ導入に係る当該業務を委託するものである。 

 

５ 対象事務と委託業務範囲 

（１）今回のＲＰＡ導入対象事務は、以下に記載している事務を必須とし、その他の新規事務等で 

対象となり得るものがある場合については年度内においてＲＰＡ導入の拡大を予定する。 

①時間外手当管理業務（人事課） 

②給食費等口座振替伝送業務（教育総務課） 

③保育所等の入所・認定内容変更等にかかる一覧表の作成業務（子ども未来課） 

④母子保健事業ケース検討会資料作成業務（子ども未来課） 

⑤国民健康保険高額療養費支給勧奨業務（健康ほけん課） 

   ※上記以外に年度内において５業務を上限に新規業務を選定の上委託業務として追加実施 

予定。 

（２）本委託業務の範囲は、下記の通りとする。 

①ＲＰＡツールの提供 

②シナリオ作成業務 

③シナリオ保守業務 

④管理業務 

⑤業務実施報告 

 

６ 業務要件 

各業務の要件は以下のとおりとする。 

なお、ＲＰＡツール及びシナリオ作成、保守業務に係る費用は、全て受注者が負担すること。 

（１）ＲＰＡツールの提供 
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下記要件を満たすライセンス（２ライセンス）を納品すること。 

ア. 製品仕様の概要 

①シナリオの実行のみができるライセンスであること。 

②今後を見越してシナリオの編集が可能なライセンス種別を有していること。 

③クライアントインストール型であること。 

④提案するライセンスは利用料型（年額）であること。 

⑤作成したシナリオが相当数になった場合、一括で管理できるシステムに移行できるこ 

と。 

イ. 動作環境 

以下の環境で問題なく動作することができること。 

OS 

 Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Windows Server 2016 

Microsoft Windows Server 2019 

実行環境  Microsoft .NET Framework 4.8 以上 

対応ブラウザ 

 
Internet Explorer 11、Google Chrome 

Mozilla Firefox、Microsoft Edge(Chromium) 

対応ソフトウェア 
 Microsoft Office 2013, 2016, 2019 

※Office 連携時 

ウ. 操作自動記録・動作機能 

①GUI を利用した操作、動作ができること。 

②操作端末内のアプリケーション (Microsoft Office を含む)の入力操作の記録及びそ 

の動作ができること。 

③アプリケーション画面内相対位置により操作対象の認識ができること。 

④画像認識技術を用いて操作対象の認識ができること。 

エ. プログラム作成機能 

①条件に応じた処理の分岐を行うことができること。 

②エラー時に行う処理を設定できること。 

③プログラム中の単一もしくは連続した複数動作の部分実行ができること。 

オ. 運用管理機能 

①管理画面がすべて日本語に対応していること。 

②すべての画像、機能、操作方法などについて日本語に翻訳されたマニュアルが準備さ 

れていること。 

③フローチャート形式等、プログラムを構成する処理の内容や流れが視覚的に確認しや 

すい画面構成となっていること。 

④エラー発生時に管理画面等で実行状況が把握できること。 

⑤エラー箇所及び内容の特定ができること。 

⑥Windows の標準機能のタスクスケジューラを活用することで、シナリオの実行をスケ 

ジューリングできること。 

カ. ライセンス認証 

①インターネットに接続していないオフライン環境で利用ライセンス認証機能。 
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②インターネットに接続していないオフライン環境でＲＰＡツールのバージョンアップ 

機能。 

③端末機の更新や運用の変更などに伴い、利用ライセンスを別端末に移す機能。 

（２）シナリオ作成業務 

ア. シナリオ作成対象業務は下記の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 業務内容ヒアリング 

①シナリオを作成する前に、業務担当者にヒアリングを行い、詳細に業務内容を確認する 

こと。 

②シナリオはヒアリングをした結果に基づき作成すること。 

③ヒアリングの結果、業務フロー改善により更なる業務効率化が見込まれる場合は、発注 

者へ提案の上、協議しシナリオにも反映すること。 

ウ. シナリオ作成 

①ＲＰＡが安定的に動作し、業務に支障を来すことのないようなシナリオを作成すること。 

また、不具合等によりシナリオが停止した際は原因を迅速に究明し、復旧を行うこと。 

②本市の情報セキュリティポリシー及び関係規定を遵守し、庁内ネットワークの構造を考 

慮したシナリオとすること。 

エ. 動作確認 

①作成したシナリオが正常に動作するか確認すること。 

オ. 操作研修 

①操作方法等について、手順書等を作成すること。また、業務担当者へシナリオの内容を 

説明すること。 

（３）シナリオ保守業務 

No 対象の業務名 業務内容 
利用 

システム 

1 時間外手当管理業務 
各課から提出された時間外連絡票（Excel）を人事給与シ

ステムへ転記する作業。 

人事給与 

システム 

2 
給食費等口座振替伝送

業務 

各調理場から送付された口座振替データを銀行毎に統合

し口座振替依頼データに変換後、会計課へ送付する。口

座振替（再振替）日後、振替結果データを会計課から受

領し、給食費管理システムに取り込む。振替結果を各調

理場へ送付する。 

給食費管理

システム 

3 

保育所等の入所・認定

内容変更等にかかる一

覧表の作成業務 

入所及び認定内容変更の決定を行う際、申請書のデータ

を入力後、当該決定内容を網羅した一覧表を作成する。 

子ども子育

て支援 

システム 

4 

母子保健事業ケース検

討会資料 

作成業務 

健康管理システムよりデータを CSV 出力し、月 1～2回行

われる庁内会議用の資料を作成する。 

健康管理 

システム 

5 

国民健康保険高額療養

費 

支給勧奨業務 

高額療養費（医療費が月毎に限度額を超えた分に対し払

い戻しを行うこと）の該当者に申請の勧奨を行う業務。 

国保総合 

システム 
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ア. シナリオの保守サービス 

①提供したシナリオにバグがあった場合、無償にて修正すること。 

②ＲＰＡツールがマイナーバージョンアップした場合、本市と協議の上、無償にて対応す 

ること。 

③OS のアップデートしたことによるシナリオの不具合について、無償で対応すること。 

④シナリオの不具合に関する、問い合わせ窓口を有していること。 

⑤原則として、問い合わせ窓口の対応時間は平日 9：00～17：00 であること。（年末年始除 

く）ただし、受注者所定の休業日がある場合、本市と協議し、承認を得ること。 

⑥問い合わせ窓口への連絡手段は、電話またはメールであること。 

⑦本市が必要と判断した場合、現地訪問にて対応すること。 

⑧保守の実施日、作業内容などを記録した保守の作業記録を作成すること。 

⑨ 

（４）管理業務 

ア. 実施計画の策定 

業務実施体制、業務内容及び業務スケジュール詳細等を示した実施計画を策定し、本市の 

承認を得ること。 

なお、作成するシナリオの詳細については本市と協議のうえ決定する。 

イ. 業務責任体制の明確化等 

本件業務の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者及び作業者を定めるととも 

に、受託期間中は、本市との連絡調整担当者を配置すること。 

実施体制については、以下の要件を満たすこと。 

①業務全体を統括する業務責任者を選任すること。 

②体制図を作成し、提出すること。 

③要員の変更に際しては、本市に報告すること。 

ウ. 進捗管理 

①スケジュールに従い進捗管理を行うこと。 

②進捗に遅延が発生した場合は必要な対策を報告すること。 

（５）業務実施報告 

本件業務完了時には、次のドキュメントを整理して本市へ提出すること。 

ア. 業務完了報告書 

イ. 操作マニュアル   

ウ. 上記ドキュメント類のデータを保存した電子媒体（CD-R または DVD） 

 

８ 作業環境 

（１）作業場所及び作業端末等の必要なものは、受注者の負担で準備すること。 

（２）本市の施設内で全庁系及び基幹業務系ネットワークに接続し、作業を行う場合には、作業場 

所及び作業端末を本市が準備する。 

（３）作業時間については、本市と協議の上決定すること。 

（４）受注者が本市の施設に出入りする場合は、本市に事前に連絡し、承認を得ること。または、 

本市の指示に従うこと。 

（５）ＲＰＡツールをインストールする端末は、本市指定したものを利用することとする。 
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９ 遵守事項 

（１）セキュリティ要件 

ア. 本業務は、本市の全庁及び基幹系業務ネットワークに接続された端末を使用することから、 

受注者はプライバシーの保護には細心の注意を払い作業にあたること。 

イ. 本業務は、個人情報並びに特定個人情報を取り扱う可能性がたかいため、受注者において 

は、プライバシーマーク認証（JIS Q 15001）及び情報セキュリティマネジメントシステム 

（JIS Q 27001:2014（ISO/IEC27001：2013））の認証を受けており、安全対策及び品質、環境 

対策が十分に確立されていること。 

また、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の登録範囲には、保守・運用支援 

だけではなく、システム開発業務が含まれており、受注者における今回の実施部門が登録範 

囲に含まれていること。 

ウ. 受注者は、プライバシーマーク認証（JIS Q 15001）及び情報セキュリティメネジメント 

システム（JIS Q 27001:2014（ISO/IEC27001：2013）の認定証のコピーを提出すること。 

 

（２）再委託の禁止 

ア. 受託者は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託してはならない。 

イ. 受託者は、個人情報の処理に関する部分を第三者に委託してはならない。 

ウ．受託者は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ本市に書面によ 

り報告し、本市の承認を得なければならない。再委託される第三者についても、プライバシ 

ーマーク（JIS Q 15001）及び情報セキュリティマネジメントシステム（JIS Q 27001:2014 

（ISO/IEC27001：2013））の認定を受けていること。 

エ. 受託者は、本市の承認を得て、本業務の一部を第三者に委託したときは、この仕様書に定 

める事項を第三者に尊守させなければならない。なお再委託を受けた業者がさらに第三者へ 

再委託を行うことは、情報の漏洩の危険性から禁止する。 

 

（３）守秘義務について 

受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、提供を行っ 

てはならない。また、契約終了後も同様とする。 

 

10 文書作成 

本業務における報告、申出、質問、回答等は、原則としてすべて書面で行うものとする。 

なお、緊急又はやむを得ない場合は口頭で行うことができるとするが、事後において必ず書面 

に記載し、交付するものとする。 

 

11 その他特記事項 

（１）受注者が本業務において、他の業者と連携を取る必要が生じた場合には、相互に協調を保ち、 

作業の便宜と進捗を図ること。 

（２）受注者は、本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、 

速やかに本市と協議を行い、承認を得た上で作業を実施すること。 

（３）成果物の帰属等について 
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ア．取得財産 

本業務で取得したすべての財産（調達機器・ソフトウェア等）は、本市へ帰属するものと 

する。なお、商用製品に関する、ソフトウェアの追加・改修は適用されているソフトウェア 

ライセンスの内容に準拠する。 

イ. 著作権の帰属 

本件業務の実施により生じた著作物に関するすべての著作権（著作権法第 27 条及び条及 

び第 28 条に規定する権利を含む）は本市へ帰属するものとする。 

ウ. 著作権の処理 

本件業務の実施による成果物は、映像・画像等の著作権上の権利関係を済ませたうえで納 

入すること。また、それらに関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応するも 

のとし、本市は一切の責任を負わない。 

（４）業務適用範囲の確認について 

本業務の実施について、社会一般に通常実施される業務項目は、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。受注者は当該範囲について疑義がある場合は、本市と協議する 

ことができる。 

 

 


