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小野市上下水道料金システム及び公営企業会計システム

再構築業務委託仕様書 

 

１ 目 的 

(1) 上下水道料金システム 

現行システムでは、上下水道料金及び滞納管理業務を行っている。令和 4 年 3

月末にシステム・ハードウェアの保守期間が満了することに伴い、上記システム

の機能を一体的に実現できるシステムの再構築を行い、市民サービスの向上及び

業務の効率化を目指すものである。 

(2) 公営企業会計システム 

現行システムでは、予算編成・執行、財務状況、決算の管理に加え、本市が保

持する固定資産・企業債等の管理を行っている。上下水道料金システム同様、令

和 4年 3月末にハードウェアの保守期間が満了し、令和 3年 3月末にはシステム

の保守期間が終了している。上記の管理を一体的に実現できるシステムの再構築

を行い、経営の健全化、財務状況の明確化、および各種施設・備品等の効率的な

維持管理を図り、業務の円滑な実施を目指すものである。 

 

今回のシステム再構築では、両システムにおいて、実績豊富な統合型パッケージ

ソフトウェアを採用し、情報の一元管理や操作性の向上、さらにできる限り標準機

能を活用することで、開発費用の削減を図り、迅速かつ効率的な事務処理の実現を

進めるものである。 

なお、本仕様書は、小野市水道部（以下、「発注者」という。）が小野市上下水道

料金システム及び公営企業会計システム再構築業務（以下、「本業務」という。）を

実施するにあたり、本業務受託者（以下、「受託者」という。）が事業を適正に履行

するために必要な事項を定めるものとする。本仕様書に記載された要求事項は、原

則として全て実現するべきものであるが、受託者が代替案を提示し、発注者がこれ

を了承した場合は要件を満たすものとする。また、仕様書に記載されていない事項

であっても、業務を実施するにあたり効果的と考えられる事項については、積極的

に提案するものとする。 

 

２ 業務内容 

本業務は、小野市上下水道料金システム（以下、「料金システム」という。）及

び公営企業会計システム（以下、「会計システム」という。）の構築・保守を対象

作業の範囲とし、それぞれに必要となる技術基盤（ハードウェア・ソフトウェア

（ミドルウェアを含む））の調達を含めるものとする。本業務における保守の範囲

とは、調達するアプリケーション、ハードウェア、ソフトウェア（ミドルウェ

ア）を対象とする。ただし、導入するシステムの機能や、本業務における機能要

件を実現するにあたり、周辺機器等が必要であれば本調達内で提供し、保守を実

施すること。 
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本業務の詳細については、下記のとおりである。 

(1) 料金システム／会計システムの構築・導入（必要なカスタマイズ作業を含

む。） 

(2) 料金システム／会計システムの機器の構成設計・設定及び設置 

(3) 料金システム／会計システムのネットワークの調整及び設定 

(4) 電源管理等の調整及び設定 

(5) データ移行 

(6) 料金システム／会計システムに関する研修及び各種マニュアル作成 

(7) 保守業務 

(8) 出力帳票の様式・印字調整 

(9) 金融機関等とのデータ授受・読取テスト等、各種調整（コンビニ含む） 

(10) 帳票プリントアウトソーシング業務 

(11) 金融機関との口座振替データ連携業務 

(12) 年間スケジュール（各種バッチ処理日、口座振替日）の作成支援 

(13) その他関連する業務 

※ (9)～(12)については、料金システムのみの対応を想定している。 

 

３ 業務範囲 

料金システム、会計システムでは下記業務の管理・遂行ができること。 

(1) 料金システム 

ア 窓口業務 

イ 検針業務 

ウ 調定業務 

エ 請求・収納業務 

オ 未納・滞納管理業務 

カ メーター管理業務 

キ 統計業務 

ク アウトソーシング業務 

(2) 会計システム 

ア 予算編成業務  

イ 予算書作成業務 

ウ 繰越予算業務  

エ 支出管理業務 

オ 収入管理業務  

カ 日次・月次監査資料作成業務  

キ 決算管理業務 

ク 決算統計業務 

ケ 固定資産管理業務 

コ 企業債管理業務 
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サ 貯蔵品管理業務 

※各業務の遂行に際し、システムに求める機能は、別紙：「システム機能仕様

書」を確認すること。 

 

４ 契約期間 

本業務の契約期間は下記のとおり設計・開発工程及び保守工程を含む期間とす

るとともに、(3)に示すとおり、瑕疵担保期間を設けるものとする。 

(1) 設計・開発工程の契約期間 

契約開始日 ～ 令和４年３月３１日まで。 

なお、本稼働日は令和４年４月１日とする。ただし、本稼働前に１か月程

度、受入検証期間を設けるなど、システム及び機器の引き渡しは本稼働に余裕

を持って行うこと。 

(2) 保守工程の契約期間 

令和４年４月１日 ～令和９年３月３１日まで（５年） 

(3) 瑕疵担保期間 

料金システム、会計システムの本稼働時点から１年間とする。 

 

５ システムの利用場所 

小野市役所３階水道部業務室内 

〒６７５－１３８０ 

 小野市中島町５３１番地 

※出張所などの出先機関はないため、上記１拠点となる。 

 

６ 本業務に関する事項 

(1) 基本的事項 

ア 受託者は、システムの機能が十分に発揮できるよう、本仕様書その他の関

係書類（現場説明を含む。）に基づき、誠実に業務を遂行すること。 

イ 受託者は、業務の実施にあたり、条例、規則及び関連する各種法令等を遵

守すること。個人情報の保護についても含める。 

ウ 受託者は、業務上知り得た事項を一切漏らしてはならない。 

エ 受託者は、業務記録等業務の履行または確認に必要な書類を整備し、発注

者が提出を求めた場合は速やかに提出すること。 

オ 受託者は、業務の履行に関する報告書等を指定された期日までに発注者へ

提出すること。 

カ 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務を実施する

上で当然必要な業務等は良識ある判断に基づいて行うこと。 

キ 受託者は、本業務の実施にあたり、作業の一部を第三者に委託する場合、

その旨を事前に発注者に申請し、承認を得ること。変更が発生した場合も同

様とする。 
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(2) 業務実施場所 

業務実施は、発注者が指定もしくは承認した場所にて実施すること。 

(3) 業務従事者等 

受託者は、適正な体制のもと業務を遂行するため、次の業務従事者を確保し

て、本市に届け出るものとする。 

ア 業務責任者 

① 業務責任者は、上下水道事業にかかる営業業務、会計業務に精通し、か

つ、料金システム、会計システムの構築・導入等に習熟し、業務の統括・計

画・指導を行うもので、本仕様書に基づき、業務に関する技術上の一切の事

項を処理すること。 

② 業務従事者の指揮・監督を行い、業務にあたるとともに、仕様書その他の

関係書類により、業務の目的、内容を十分に理解し、業務の適正かつ円滑な

遂行を図ること。 

③ 本市と同規模（人口５万人）以上の水道事業者に対して、料金システム、

会計システム再構築業務の経験を複数有すること。 

④ 料金システム、会計システムごとに業務責任者を配置してもよいが、その

場合は両者で齟齬なく情報連携を行い、円滑に業務を進めることができる体

制を準備すること。 

イ 業務従事者 

業務従事者は、料金システム、会計システムの構築・導入等に習熟し、業務

の円滑、迅速な進行を図ることとし、業務を適切かつ正確に行うことができる

こと。 

(4) 業務計画 

受託者は、作業の開始前に業務の内容、体制、スケジュール等を記載した業

務計画書を作成し、発注者に提出し、承認を得たうえで作業に着手すること。 

また、緊急時等に備え、連絡先を発注者に提示すること。リスクや課題を早

期に検知し、対策を講じることでシステムへの影響を回避すること。さらに、

料金システムの品質に常に留意し、品質保持のための十分な体制及び適正な管

理方法で行うこと。 

(5) 納品・検収 

本業務に係る納品については、下記の通りとし、受託者は指定された期間内

に関係書類を提出し、承認を得るものとする。 

ア 受託者は、あらかじめ成果品及び関係資料等を備え、検収を受けること。

現在、納品物は下記を想定しているが、発注者と協議の上で確定させるこ

と。 

① 料金システム、会計システム 一式 

② 業務計画書（作業工程表、担当者名簿、体制図など） 

③ 要件定義書（カスタマイズ、アドオン実施箇所に限る） 

④ ネットワーク構成図 
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⑤ 納入機器一覧表 

⑥ 操作マニュアル 

⑦ 研修資料 

⑧ 打合せ議事録等 

⑨ 業務完了報告書 

イ 受託者は、業務終了時に業務完了報告書等を提供し、発注者の検収を受け

ること。 

ウ 受託者は、納品後であっても過失または遺漏等に起因する誤りがあった場

合は、ただちに受託者の負担により訂正すること。 

 

７ 現在の業務状況（令和元年度：年間実績） 

＜営業業務概要＞ 

給水人口 ４８，４２９人 

給水戸数 ２０，２３１戸 

開栓／閉栓件数 １，６９３件／１，５３６件 

検針サイクル 
奇数月地区、偶数月地区による

隔月検針。一部、毎月検針あり。 

検針件数 １１６，６１４件 

上水調定件数 １１６，６１３件 

下水調定件数 １０４，０５７件 

取扱金融機関数 １０機関 

コンビニ収納代行業者 株式会社電算システム 

収納件数 
口座振替：９０，６７５件 

納付制 ：２２，４６１件 

納入通知書発行数 約２２，０００件 

督促状発行数 約４，０００件 

給水停止執行件数 約１００件 

上水／下水不納欠損執行件数 ９５件／４１件 

メーター取替件数 ２，５２２件 
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＜会計業務概要＞ 

伝票関係 

移行対象件数 約９０，０００件 

年間登録件数 約６，３００件 

固定資産関係 

移行対象件数 約３，６００件 

年間登録件数 約３０件 

企業債管理関係 

移行対象件数 約３７０件 

年間登録件数 約６件 

 

８ 導入要件 

料金システム及び会計システムの導入にあたり、以下の要件を満たすこと。 

(1) ハードウェア・環境要件 

別紙：「システム機能仕様書」、「機器一覧」に準拠するものとする。 

なお、新システムが十分動作する機器を選定し、導入を行うこと。 

(2) システム機能要件 

ア Web方式のシステムであること。 

イ 発注者がシステムを利用する上で必要な機能を有し、業務を滞りなく運用

できることを前提とする。 

ウ 現行システムで行っている業務は、新システムでも同様の業務を行えるよ

う、システムパラメータの調整等で対応すること。 

エ システム機能については、別紙：「システム機能仕様書」に準拠するものと

する。 

(3) 作業要件 

ア 本件の作業範囲は、パッケージ導入、本市業務固有のカスタマイズ、現行

システムからのデータ移行、機器搬入、データセンターからシステム利用場

所への回線の敷設工事、据付設置（電源、ＬＡＮ配線含む）、動作確認、シス

テムセットアップ作業、試験運用、運用者・利用者研修、本システム稼働後

のハードウェア及びソフトウェア保守・サポートとする。 

イ 受託者は自己の責任と負担において、システムを稼動させるにあたり必要な

検証を行うこと。 
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(4) システムの運用形態 

ア セキュリティ確保及び自然災害などに対する業務継続性の観点からサーバ

機及び周辺機器はデータセンターに設置し、受託者が提供するクラウドサー

ビス（ホスティングサービス）を利用するものとする。 

イ システム構築環境は受託者が提供する料金・会計システムの専用環境と

し、通信は暗号化すること。 

ウ データセンターと接続する回線については専用回線および暗号化を可能と

するセキュリティ対策を施し、回線敷設工事費用、回線利用料（60月分）を

見積に計上すること。なお、セキュリティの観点からインターネット VPNは

不可とする。 

エ 本市とデータセンター間の回線障害に備えて、回線は主・副の 2本での運

用とすること。 

オ 水道部業務室内のネットワークは既存線を流用しても問題ないが、HUBは本

調達の範疇とし、既存のものと置き替えること。 

 

９ データ移行 

本業務に関するデータ移行については下記のとおり実施すること。 

(1) 現行システムのデータは、受託者が主体となって、現行業者と協議し、提供

を受けるものとする。なお、現行業者は株式会社オプテージとなる。 

(2) (1) において、現行業者の作業にかかる費用は、発注者が既存業者に見積を

徴収し、費用を確保するため、本見積には計上しないこと。なお、提供を受け

たデータを受託者のシステムに取り込むにあたり、必要となる費用は本見積に

含めること。 

なお、今回の作業仕様は下記のとおり。 

ア データ種別： 

① 料金 

水栓情報、お客さま情報、調定情報、収納情報、滞納整理の交渉記録、

各種コード情報、外字情報など 

② 会計 

取引先情報、予算科目及び会計科目情報、伝票決裁欄情報、金融機関情

報、伝票情報（※）、予算編成情報（算出基礎データ、決算見込みデータ、

仕訳データ、予算書データ）、固定資産情報（過去明細含む）、企業債情報な

ど、現行システムで管理しているすべてのマスタ情報 

※ 伝票情報は、現在の各伝票項目すべてとし、新システムにてすべての伝

票データを参照及び複写することができ、複写した伝票データを利用し

て新規伝票を作成できること。 

イ 提供回数：原則３回（初回分析用、動作検証用、本番移行用） 

ウ 仕様調整：（打合せ） ４回程度、（メール） １０回程度 
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(3) データ移行に関する現行業者との打合せには原則発注者も同席させること。 

また、受託者は打合せの議事録等を残すこと。 

なお、発注者が同席できなかった場合は、議事録等での周知を可とする。 

(4) 現行システムの移行にあたっては、データの件数・内容を一致させること。 

(5) データ移行については、現行システムに保存されている過去データを含むす

べてのデータを移行対象とすること。特に、（料金）各種備忘メモ及び、滞納整

理等の交渉履歴、（会計）過去の伝票、固定資産の過去明細についても同様とす

る。 

また、ワード、エクセル等のファイルを含むものとするが、詳細については

発注者と十分に協議を行い、対応すること。 

(6) データ移行については、データ移行の正確性を保つため、コンバートにて実

施することとする。手入力でのデータ移行については認めない。 

(7) 貯蔵品情報について、新システムにデータ登録を行うこと。登録の手法につ

いては、発注者と協議すること。貯蔵品情報については、現在は Excelにて管

理しているが、新システム稼働後は会計システム上で管理する予定をしてい

る。 

 

10 導入前後サポート要件 

(1) 本稼働前にシステムの操作・運用指導を十分に実施すること。また、導入期

間中に、職員から質問があった場合には速やかに対応すること。 

(2) 研修は、集合研修の形態で行うこととし、研修場所は発注者が提供する。研

修に必要な機器等は原則として受託者が用意することとするが、協議の上、発

注者の機器等を貸し出しすることも可とする。 

(3) 発注者の業務負荷を考慮して、なるべく負担の少ない研修スケジュール、受

入検証を計画すること。 

(4) システム導入後、2週間及び初回の定例業務及び発注者が必要と判断する業務

については、現場での立会を行うこと。 

 

11 保守業務 

(1) 今回調達した機器については、原則当日オンサイト保守を実施すること。 

ただし、プリンタ、ハンディターミナルについては、現行機器を継続使用し、

かつ、現在の保守内容を継続すること。 

保守契約先を一本化するために、プリンタ、ハンディターミナルの保守につい

ては現行業者から受託者に保守契約を移管すること。なお、それが難しい場合は、

発注者－受託者－現行業者の契約形態とすること。その際の保守費用については

現行業者から見積を取得し、本見積に計上すること。 

※ハンディターミナルの現在の保守内容 

①受託者が当該機器の引き取りを実施し、修理センターに送付する。 

②修理完了時に稼働環境を設定し、動作確認を行い、発注者に納品する。 
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(2) 今回導入する機器及びソフトウェアについては、運用開始から６０か月分の

保守費用を本見積に計上すること。 

(3) 保守対応の時間帯は、原則として平日：８時３０分から１８時３０分までと

する。ただし、それ以外の時間帯でも緊急を要する場合は発注者と協議の上、

対応すること。 

(4) 保守受付の方法は、電話、Ｅ－ｍａｉｌにより対応すること。 

(5) システム保守は、問合せ対応による保守と障害対応における訪問保守を実施

すること。なお、プログラムバグ等の不具合に対する改修についても保守の範

囲内で対応すること。 

(6) システム稼働後は、担当者が適正かつ円滑に業務が遂行できるよう、システ

ムの操作方法や業務に関する問合せにも対応すること。 

特に会計システムに関しては業務の特性上、以下にも対応すること。 

ア 受託者を通して、公認会計士に質疑応答ができること。 

イ 下記内容に関する講習を実施すること。講習の形態については問わない。

なお、講習は無償で受講できること。 

① 初心者向け操作説明（簿記の仕組みや日次・月次伝票の作成について） 

② 決算業務担当者向け操作説明（決算業務の流れについて） 

③ 予算編成業務担当者向け操作説明（予算編成業務の流れについて） 

(7) 障害・動作不良（天災や停電、職員の過失による操作に伴う機器動作不良、

ウィルス感染によるクライアントのデータ初期化等）の発生時、発生箇所の切

り分け・原因調査を行うこと。内容により、現地調査・対応を行うこと。 

(8) 障害・動作不良発生時は、逐次対応状況を報告し、発注者と協議の上、応急

処置・恒久的対応等各種対応を実施すること。 

(9) 修理が完了した機器については、必要な稼働環境の構築・設定を行うこと。 

(10) 障害対応収束後は速やかに原因・対応経過・対応結果及び対策（障害の種類

による）などを報告すること 

(11) サーバ障害などシステムの重大な障害の際に可及的速やかに対応できるよ

う、バックアップ等を確実に自動で行うこと。 

ア 障害発生時、最低でも前営業日終了時点の状態に戻せるよう、バックアッ

プデータの取得を計画・実施すること。 

イ バックアップデータは５世代分保持すること。 

ウ サーバとは別の機器にバックアップデータを退避させること。 

エ 可及的速やかにデータを復元できるよう、リストアの手順を明確にしてお

くこと。 

(12) ウィルス対策など、年間ライセンスが必要なものについては、適宜更新し、

その費用は保守費用に含めること。 

(13) ウィルス対策ソフトの更新パターンファイルを反映させる仕組みを提供する

こと。 
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12 帳票 

原則、選定したパッケージ製品の標準帳票に運用を合わせるものとするが、外

部向け帳票（料金：納入通知書、督促状など、会計：納付書など）に関しては発

注者指定の様式に合わせること。詳細については、発注者と協議のうえ定めてい

くものとする。 

 

13 帳票プリントアウトソーシング 

(1) １度に大量数を出力する帳票の出力・加工を受託者にアウトソーシングする。

想定（現在）の帳票アウトソーシングに関する処理は以下のとおりとなる。 

ア 処理・発送までの流れ 

① 夜間：出力用データを作成し、プリントセンターで帳票を出力する。必要

に応じて、圧着加工等を行う。 

② 翌朝：出力された帳票を確認し（帳票が揃っているか、適切な加工がされ

ているかなど）、発注者に向けて、専用自動車便にて発送（宅配不可）。 

※発注者は到着した各種帳票の抜き取りを行い、郵送する。 

イ バッチ処理、出力用データの送付は自動で行うこと。 

※処理漏れのリスクを踏まえて、手動での実施は認めない。 

ウ バッチ処理の翌々日中には発注者に帳票が納入されること。 

※※災害発生など、緊急時はその限りではない。 

(2) 対象帳票及び年間の想定件数は以下のとおり。なお、下記帳票については、原

則、現行様式に合わせることとする。 

帳票名 ハガキ加工 想定件数 

納入通知書（初回請求分） ○ ２２，０００枚 

納入通知書（口座振替不能分） ○ ２００枚 

督促状 ○ ４，０００枚 

口座振替不能通知 ○ １，４００枚 

口座振替済通知 ○ ９，６００枚 

(3) 用紙の校正・発注・在庫管理を行うこと。 

ア 用紙に刷っている文言、レイアウト変更（システム改修を含まない軽微なも

の）について対応し、校正管理を行うこと。 

イ 各処理における用紙の使用枚数を把握し、不足しないよう発注を行うなど、

適切な在庫管理を行うこと。 

ウ 管理対象は前述（2）で使用する用紙とする。 

エ 納入通知書、メーター取替指示票については本市窓口で随時出力することが

あるため、ハンディターミナルで使用する用紙と同様に、発注者の指示に従い、

運搬・納入すること。 

(4) プリントセンターへのデータ送付及び帳票運搬において、データの流出・帳票

の紛失などの情報漏えいが発生した場合は、受託者の責任により適切な対処を行

うものとする。これらを十分に考慮した環境構築・セキュリティ対策を施すこと。 
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(5) 当該サービスの実施において、必要となる費用は用紙代を含めて、全て本見積

に計上すること。なお、印刷不良等、受託者の不手際により再出力が発生した場

合も、費用は全て受託者で負担するものとする。 

 

14 金融機関等との口座振替データ授受 

(1) 水道料金／下水道使用料等の口座振替を実施するにあたり、金融機関とのデー

タ送受信、システムへの取込を受託者にアウトソーシングする。想定（現在）の

口座振替アウトソーシングに関する処理は以下のとおりとなる。 

ア 処理の流れ 

① 請求：夜間バッチで今回引落対象となる請求データを作成し、事前に取り

決めた期限までに、各金融機関に請求データを送付する。 

※請求データは振替日の 6営業日前に作成（自動処理）。なお、それ以降に発

生した請求停止（取消）処理は、システム外で発注者が直接金融機関に依

頼。 

② 振替結果反映：各金融機関から振替結果データを受信し、システムに取り

込む。 

※振替結果データは振替日の 2営業日後にシステムに取り込む。 

イ バッチ処理、口座振替用データの送受信は自動で行うこと。 

※処理漏れのリスクを踏まえて、手動での実施は認めない。 

(2) 関係箇所でのデータ送受信において、データの流出などの情報漏えいが発生し

た場合は、受託者の責任により適切な対処を行うものとする。これらを十分に考

慮した環境構築・セキュリティ対策を施すこと。 

(3) 受託者が提供するサービスで、請求～振替結果の反映までの期間が現行より短

縮される（請求データの作成日が後倒しになる、振替結果データの反映日が前倒

しになる）ことは問題ないものとする。 

(4) 振替結果を受けて、振替済通知、振替不能通知（再請求あり、請求打ち切り）

を出力し、それに準ずるリストも出力すること。 

※初回請求時：資金不足以外の振替不能、再請求時：振替不能の場合、以降は

口座振替対象とせず、納入通知書での請求となる。 

(5) 振替日は原則１５、２７日（月２回）とする。休日の場合は翌営業日とする。 

(6) 発注者が取り扱っている金融機関は以下のとおりとなる。現在の授受方法は

全金融機関でデータ伝送となる。 

※みなと銀行、三井住友銀行、但馬銀行、姫路信用金庫、播州信用金庫、日新

信用金庫、中兵庫信用金庫、兵庫県信用組合、兵庫みらい農業協同組合、ゆ

うちょ銀行 【10機関】 

(7) 当該サービスにおける全ての費用を本見積に計上すること。 

※なお、口座振替における手数料の支払は、発注者と各金融機関で契約を行っ

ており、本契約は原則継続する。この費用は見積計上の対象外とすること。 
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(8) 発注者が指定する金融機関と、口座振替データの授受テスト及び納入通知書

等の読み取りテストを調整・実施すること。 

(9) 口座振替データ授受に関する各種調整は受託者で行うこと。また、金融機関

との契約変更については発注者で行うが、手続きの支援を行うこと。 

 

15 年間スケジュールの作成支援 

全取扱金融機関と受託者で、請求データの送付期限、振替処理日、振替結果デー

タの受信日を確定させる。これらを受けて、下記処理の翌年度の実行スケジュール

案を作成し、発注者と調整し、毎年 2月末までに確定させる。 

(1) 本調定：検針結果を元に調定を確定し、計上する。 

(2) 口座振替（請求）：次回口座振替対象となる請求データを作成する。 

(3) 口座振替（収入）：金融機関から返ってきた振替結果データをシステムに取り込

む。 

(4) 督促：督促対象の調定を抽出し、督促状を発行する。 

 

16 コンビニ収納代行業者との収納データ授受 

(1) 発注者が契約しているコンビニ収納代行業者との収納データの受信テスト及

びバーコード読取テストを調整・実施すること。 

(2) コンビニ収納代行業者からのデータ受信については、発注者が本調達範囲外

で行うものとする。料金システムでは、本市がコンビニ収納代行業者より取得

したデータを取り込み、収納結果を反映する機能を提供すること。 

(3) コンビニ収納代行業者からのデータ受信についての各種調整は受託者で行う

こと。また、コンビニ収納代行業者との契約変更が発生する場合、手続きは発

注者で行うが、支援を行うこと。 

(4) 発注者が契約しているコンビニ収納代行会社と取扱店舗等は以下のとおりとな

る。 

ア 収納代行会社：電算システム株式会社 

イ 取扱店舗：ローソン、ポプラ、ファミリーマート、ミニストップ、デイリー

ヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、コミ

ュニティ・ストア、くらしハウス、スリーエイト、セブン－イレブン、セイコ

ーマート、生活彩家、ハマナスクラブ 

ウ キャッシュレス決済：LINE Pay、PayB、楽天銀行、PayPay、au Pay 

(5) 毎営業日、コンビニ収納データの取得処理を行うが、何らかの不具合により、

データ受信ができなかった場合、翌営業日に当日分と合わせて２営業日分のデー

タを受信する。対象が複数営業日分のデータであっても、料金システムへの取込

が正常に処理できること。 
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17 受託業務終了時のデータ移行に関して 

(1) 受託者は、契約期間が満了したとき、または、契約が解除されたときには、

業務を遂行するにあたり、蓄積・保有した全ての電子データを委託者が指示す

る形式により変換して提示すること。 

(2) 受託者は、受託期間内で委託者の指定する期間内に、次期の業務受託者に対

して、データを移行する業務に協力すること。 

 

18 その他特記事項 

本業務仕様書に定めのない事項については、発注者と協議し定めること。 

 

 

以  上 


