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１ 委託業務の名称 

みやぎ産業振興機構次期会計システム開発・移行・保守・機器提供等業務 

２ 委託業務の目的 

みやぎ産業振興機構（以下「機構」という。）では、経理事務の効率化を図るため、平成 9年度から

現行会計システム（公益法人会計）を運用している。一方で、支出伺い作成から支出処理までの作業や

決算書作成作業の連携、また、ペーパレスの推進など事務の効率化が求められている。更に、電子帳簿

保存法への対応や、複雑化・巧妙化するサイバー攻撃に対応しセキュリティ対策を強化も求められてい

る。   

みやぎ産業振興機構次期会計システム（以下「次期会計システム」という。）の稼働後には、給与シ

ステムの再構築や、起案文書のワークフローのシステム化などの取り組みも想定されており、これらと

の連携も必要となっている。 

このような背景を踏まえて、本業務の受託者は、単にシステムを開発し導入するのではなく、機構が

抱える課題の解決が図られるよう長期的な視点で、次期会計システムのありかたについて提案し構築

等を行うこと。 

 （特に実現すべき目標） 

(1) 手書き伝票を削減し電子化を図ること 

(2) 支出伺と伝票作成など二重作業を削減し事務の効率化を図ること 

(3) 電子帳簿保存法に基づき帳簿類の備えを不要にすること 

(4) 他のシステムとの連携や機構のシステム管理の省力化など将来を見据えた構築を行うすること 

３ 委託業務の内容 

本業務は、①次期会計システムの開発業務及び現行会計システムからのデータ移行業務、②システム

保守、③次期会計システムに係る各種機器及びミドルウェアなどの納入・設置・機器等リース（賃貸

借）・保守管理などの一連の機器提供業務）等、大きく分類して３種類の業務を調達対象範囲とする。 

各業務の基本要件は次のとおり。 

 

 

区 分 業務の概要 

(1) プロジェクト管理 本調達に係るシステム開発等のプロジェクト全体管理を行うこと。 

(2) システム設計・開発・テス 

ト・セットアップ 

・システム設計、プログラム作成・テスト及び運用テストなど開発

に係る作業を行う。なお、受託者は、機構が課題とする事項及び現

行の業務フローが変更になることについて業務分析を行い、説明会

を開催するなどして十分説明を行い調整すること。また、利用職員

を含むリハーサルを行い、新たな業務フローの周知をすること。 

・パッケージに併せて様式の改正に取り組みますが、一部様式など

対応できないものは、パッケージからＣＳＶデータなどでエクスポ

ートし、Excel などで帳票化する対応も考えられるので作業に見込

むこと。 

(3) 新旧システム間データ移 

行、システム移行 

現行システムからのデータ移行作業は受託者が行うものとする。ま

た、必要に応じて現行システムのデータ分析、データ移行設計を行

い、データ変換ツールの開発及び変換作業を実施しなければならな

い。なお、データのエクスポートについては、現行会計システムが
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満喜株式会社のパッケージを使用しているので、その機能による。 

(4) 操作研修 受託者は、利用職員（２０人程度を見込む）に対して、研修計画及

び資料を作成し操作研修を行うこと。（研修機器の導入、環境設定、

講師の調達を含む） 

(5) システム保守 

※期間は R4.4から R9.3ま

での保守とする。 

稼働後のシステム運用支援、業務機能の変更、作業を行い、システ

ム機能及び資産を 長期的に良好な状態で維持する。システムエラ

ー等の際には早急な復旧対応を行うこと。 

(6) 機器等提供・ 保守管理 

※原則として R4.4 から

R9.3 までの賃貸借契約と

する。 

・システムの稼働に必要となるサーバ及びミドルウェア等の提供 

（賃貸借）及び分電盤増設等電源工事（必要となる場合）・ネットワ

ーク配線工事・機器設置・設定作業並びに故障対応等の保守対応の

一切を含む。 

・受託者は、現地対応が必要な場合、障害の通報から概ね３時間以

内に担当者又は保守作業員等を障害発生場所に到着させる体制を

整えること。受注者は、連絡体制図を作成し、発注者の承認を得る

こと。 

・なお、クラウドシステムによる提案も可能とする。 

 

(7) その他必要事項 ・伺書の作成及び決済を行うなど、次期会計システムを利用する端

末について１１０台程度を見込む。 

・次期会計システムへの同時接続数は、１５台を見込む。 

・職員ＰＣは令和４年度以降 Windows11への移行も予定されている

ため、Windows10 及び Windows11（機構が指定する OS）での動作が

可能となること。 

・職員ＰＣへの必要なソフトウェア（当該パッケージ等のバージョ

ンアップ等）のインストールは、すべて受託者が行うこと。 

・Office2016及び Office2019で出力可能なこと。 

 

４ 委託業務のスケジュール等  

(1) システム稼働開始時期（令和４年４月の稼働は厳守すること）  

令和４年４月（統計月分）から次期会計システムの稼働を開始する。現行会計システムについては

業務処理を令和３年度の決算分までの処理をもって停止し、移行データの参照専用環境として令

和４年９月末までのオンライン稼働を予定している。新旧システムの切り替えスケジュールにつ

いては、業務処理タイミングを十分考慮してシステム移行計画を策定すること。特に、並行作業期

間が必要と考えられる場合は、現行会計システムと次期会計システムへの２重入力作業を極力回

避するなどの職員負担軽減について十分考慮して計画策定すること。 

(2) システム開発業務（想定：令和３年１１月～令和４年２月） 

次期会計システムの開発期間は、令和４年３月までの６か月で完了する必要がある。なお、開発業

務のリスクとして、機構の担当者を集めての検討会議は、実務の多忙さから開催回数が２～３回程

度に限られる。稼働開始直後の令和４年６月までの２か月間は、稼働直後の性能調整及び不具合対

応が見込まれることから、会計事務が円滑に行われるよう、開発に携わった要員を確保するなどの
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人員配置計画を検討すること 

(3) データ移行（想定：令和４年３月） 

本業務においては、現行会計システムから次期会計システムに円滑にシステム移行することが最

も重要であり、そのためにはデータ移行作業を可能な限り完全な形で行う必要がある。移行データ

の対象範囲は、システム稼働時点において過去１０年分の関係データを基本とし、次期会計システ

ムで正常に利用可能な状態とする必要がある。また、今回調達した次期会計システムから他のシス

テムに移行する場合に、データの取り出しが可能であること。 

(4) 操作研修会（想定：令和４年３月） 

システム稼働開始前に職員へシステム操作方法を説明するため、令和４年３月までに操作マニュ

アルを作成し操作研修を実施すること。会場確保は機構にて行うが、説明用資料の作成、操作環境

整備等は受託者が行うこと。 

(5) 保守作業（想定：本番稼働～令和９年３月） 

本番稼働から令和年度までの期間中に対応を要する機能改善・不具合対応等の保守を行うこと。 

(6) システム稼働用機器提供（想定：本番稼働～令和９年３月）  

受託者の税務パッケージが必要とするサーバー・ミドルウェア等システム稼働用機器類の機構機

械室の利用に必要な分電盤工事、電気配線工事、ネットワーク敷設工事、機器組立て調整、保守等

一式について、賃貸借を行うこと。 

なお、機構の機械室を使用せず、クラウドシステムなどの活用による提案も可能とするが、その

費用をすべて当該調達に含めて一括した契約とすること。 

 

 (７)その他仕様等について 

・公益法人会計に準拠した予算管理、仕分け、元帳等の記帳、決算整理、計算書類の作成、 

    消費税の計算等を可能とするもの。※消費税の計算等：消費税申告書作成機能も必要となりま

す。そのほかの消費税関連機能としては消費税収支計算書、税区分別台帳、消費税区分別明細

表、消費税別集計表を主に使用している。 

・平成 20年度改正の新公益法人会計基準にプログラムが対応しており、かつ、会計基準の改

正、法律改正がある場合には修正、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ等迅速な対応が可能であるもの。 

・電子帳簿保存法に対応するための資格（規格）及び機能を有しており、効果的な対応ができる

もの。 

・伺書の作成から支払処理、資料保管（電子帳簿保存）までが可能であり、効果的な業務フロー

の提案が可能なこと。（請求書の代行受領、データスキャン、請求書等 10年保存のサービス等

の提案を含む）※請求書の代行受領：電子帳簿保存法に対応し、機構の代理として請求書を受

領し、その後スキャン、仕訳データ作成を行うなどのサービス（他の公益財団法人で実績等が

あるものなど）。 

・現行会計システムから保有するデータを新システムへ移行できること。 

・公益申請定期報告に有用なデータの出力及び決算書類（公益法人会計に準拠した財務諸表、注

記等）の作成が可能であり、作業の効率化が図られるもの。なお出力帳票は編集なしでそのま

ま決算書類としての使用を想定。 

・次期会計システム導入後には給与システム等の更新やシステム開発も予定しているため、連動

したシステム開発や機能の修正、追加等が可能であり、効率的な構成を構築できるもの。 

   ・上記内容の他、各社で考える機能的な効率的な提案、改善ができること。 
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・機構事務所外からのアクセスが可能となること（在宅勤務及びテレワークに対応）。なお、クラ

ウドシステムなどの活用による提案も可能とする。※次期会計システムを利用するパソコンは、

インターネットに接続しているので次期会計システムを利用した場合に、情報セキュリティが

確保されていることが必要となります。 

・機構が指定するインターネットバンキング及び経費精算システムとの連携が可能となること。 

 ※現時点で経費精算システムは導入していないが、将来的にそうした類のシステムを導入した

場合、相互間において CSV形式等でインポート・エクスポートできることが必要である。 

・機構は、受託者が決定後に「ＩＴ導入補助金」の申請を予定している。受託者は、当該ＩＴ導入

補助金申請に必要なことについて可能な限り対応すること。 

 

５ 令和４年度以降に見込まれるシステム開発 

(1) 給与システム（令和４年度第４四半期に仮稼働、令和５年度以降本稼働） 

・勤怠管理（勤怠管理により時間外手当計算）、出勤簿の電子化） 

・報酬者（支払調書）、委託者（源泉徴収票）の発行や対象データ登録のシステム化 

・給与明細書の電子メール配信 

・各種届出（通勤、扶養、残業等） 

・マイナンバー整備 

・給与システムの規模 

事務所２か所（上杉、二日町事務所）に分散している。それぞれで同じ給与システムを導入し

ており、計算～支給～給与明細配付までを各事務所で行う。上杉 84名、二日町 36名（令和３

年 7月末現在） 

(2) ワークフロー検討（令和５年度第４四半期に仮稼働、令和６年度以降本稼働） 

・起案書、復命書、各種申請（有給休暇申請書等）の電子化 

・テレワークを踏まえたもの 

 

６ 成果品及び提出物 

本調達における受託者が納入すべき成果物の一覧及び成果物の納入における共通事項 を以下に示

す。  

(1) 受託者は、指定の成果物を紙及び電子媒体（DVD-R又は CD-R）により提供すること。 

(2) 紙のサイズは、日本工業規格 A列４番を基本とする。 

(3) 電子媒体に保存する形式は、MicrosoftOffice形式かつ編集可能な状態とする。機構が承認した場

合はこの限りでない。  

(4) 電子媒体については、ウィルスチェックを行い、チェックの際に用いたソフトウェア及び日時を記

載したラベルをはること。  

(5) 成果物に修正等がある場合、紙については更新履歴と修正ページ、電子媒体については修正後の全

編を速やかに提出すること。 

(6) 紙及び電子媒体の部数については２部を基本とする。  

(7) 上記納入物の検査の結果、不適合の場合は再納入とする。 

(8) 本調達における納入成果物及び提出期限並びに支払時期の案を「表１ 成果物 提出期限等一覧」に

示す。支払時期・条件等の詳細については、表１の内容を基準として契約締結時に機構と受託者が
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協議して定めるものとする。（ＩＴ導入補助金導入に係る変更に対応すること。） 

 

表１ 成果物提出期限等一覧 

区 分 成果物 提出期限 支払時期 

(1) プロジェクト

管理 

プロジェクト計画書、進ちょく管

理関する報告書、議事録 

契約締結後１

週間以内 

令和 3 年度末の検査合

格後（⑴から⑷まで）に

令和 4 年 4 月から令和

9年 3月までの(5)、(6)

の実績を翌月確認し、

60 か月の均等払いとす

る。（IT補助金利用の際

はこの限りではなく協

議する場合がある） 

(2) 設計・開発、テ

スト 

設計・開発実施計画書 契約締後２週

間以内 

設計書、テスト結果報告書 テスト終了後 

(3) データ移行、シ

ステム移行 

移行計画書、移行結果報告書 移行終了後 

(4) 操作研修 研修資料 研修後 

(5) システム保守 実績報告書 毎月（月末実

績 を 翌 月 当 

初に提出） 
(6)機器等提供・ 

保守管理 

実績報告書 

７ 企画提案に関する事項 

本業務において提案を依頼する事項は以下のとおりである。 

また、提案書の記述内容と以下の提案依頼事項との対応表を作成し、提案書と併せて添付書類等とし

て提出すること。 

(1) 次期会計システムの概要 

イ）次期会計システムの概要（機能要件、非機能要件等） 

ロ）セキュリティ 

ハ）障害等対策 

二）ハード保守 

ホ）防保守の内容  

へ）障害時の駆け付け体制・連絡体制 

ト）運用後のシステムのバージョンアップの対応 

チ）稼働後のシステム運用支援、システムエラー等の対応 

※参加資格の確認を行った者には、別紙「機能要件一覧」を公開するので、対応可否についても回

答すること。評価は、回答があった対応状況を参考とするが、必須要件で「×」がひとつでもあ

れば、失格とする。 

※提案があった事項及び別紙「機能要件一覧」で対応可能（パッケージのカスタマイズによる対応

も含む）としたものの費用は、本調達に含まれるもの。 
(2) 次期会計システム構築に係る実施体制及び・検討手法について 

イ）プロジェクトマネージャーの実績（同規模以上の構築実績などの具体的な提示）を提示する
こと。 

ロ）プロジェクトの構成員を提示すること。企業連合体で構成されている場合は，役割分担を提
示すること。また、再委託により構成されている場合はその役割分担を提示すこと。 

ハ）導入スケジュール、構築手法、教育訓練の体制及びマニュアル作成支援などについて具体的 
に提案すること。 

(3) 次期会計システムによる想定される事務改善について 

   イ）手書伝票の削減と直接入力実施の作業量の比較 

   ロ）決算書作成支援機能による省力効果等 

   ハ）公益法人定期提出書類作成支援による省力効果等 
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   ニ）電子帳簿保存に係る手順及び効果等 

   ホ）システム導入後を想定した効率的フロー（伺い作成～支払い～書類保存迄） 

(4)導入後のシステムの発展性（令和４年度以降に開発が見込まれるシステムへの連携） 

イ）給与システムとの連動し、勤怠管理、出勤簿、給与明細書配信の電子化、マイナンバー管理、

起案文書のワークフローのシステム化などの取り組みも想定されているので、その連携につい

て提案すること。 

ロ）機構のシステム管理の省力化などについても提案すること。 

(5)これまでの業務実績について 

本業務と同等のシステム開発・データ移行・保守・機器提供等業務構築支援業務等の実績を提示

すること。 

(6)その他 

本業務を確実に進めるための留意点があれば提案すること。また、上記提案依頼事項の他に追

加提案事項があればあわせて提案すること。 

８ 留意事項 

(1) 受託者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報（以下「機密情報」という。）につい

て、次の事項を遵守しなければならない。また、委託期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

イ）機密情報を第三者に漏らさないこと。 

ロ）機密情報が漏えいしないよう管理を徹底すること。 

ハ）機密情報を複製又は複写しないこと。 

ニ）機密情報を本業務以外の目的に使用しないこと。 

(2) 受託者は、本企画提案依頼書に定める事項に疑義が生じた場合又は本企画提案依頼書に定めのな

い事項がある場合は、機構と協議を行うこと。 

(3) 参考（現在の状況等）  

・現行のシステム契約の概要 契約期間（令和元年９月１日～令和６年８月 31日） 

満喜㈱ ヒューマンライズ Infinity公益法人会計システム  

      Windoｗs版 LAN・VAN 5年使用権 

        LAN・VAN版基本システム５年使用権パック（ｻｰﾊﾞｰ＋ｸﾗｲｱﾝﾄ 10） 

        SQL Server 2017 Standard 

       SQL Server 2017 ｸﾗｲｱﾝﾄｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ（1CAL） 

        ｲﾝｽﾄｰﾙ、現地操作説明、現場調整  

 ・現行の事業数および月間伝票枚数 

事業数は、現システム上では 30事業。伝票数は、年間 12,000枚（いずれも令和 2年度分）程

度。 

 ・現行の業務フローは、別紙参照のこと。また、機構の財務諸規程について、調達期間内の閲覧

資料としており参照願います。 

 


