
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付システム構築業務委託仕様書 
 
 本契約の受託者は、次により母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付システム構築業務を

行うものとする。 
 
１．現状の問題点 

現在、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づく貸付金の登録業務、支払処理、償還金

の調定・収納処理、滞納者への督促処理等を現行のシステムにより行っている。本庁及び

出先機関（各県民センター及び福祉相談センター）の担当はこれらに係る各種情報の入力

を行うほか、個々の貸付状況・償還状況の管理及び各種照会への対応等を行っている。 
本貸付金は、年間で 100 件～200 件の貸付実績があり、加えて 200 件を超える債権管

理を行う必要があることから、業務上、担当がシステムを利用する機会は多い。 
しかしながら、現行のシステムは、長年更新がされていないため、出力される帳票の加

工ができないことや、担当が各種情報を一度入力すると修正ができない部分が多く、その

都度システム業者に保守を依頼する必要があるなど、業務に支障を与えることがある。ま

た、軽微な法令改正も改修が必要となるなど、迅速な対応ができず、人的ミスが起こり借

受者に被害を与える要因にもなっている。 
  これらの結果、システム改修費、システム保守費がかさむなど、財政的な負担増も懸念

する事項である。 
 
２．システム導入の目的 

柔軟な対応が可能なシステムの構築により、職員の負担軽減、人的ミスの未然防止及び

システム維持に係る経費削減を図る。 
 
３．制約条件及び前提条件 

本業務従事者は下記のすべての要件を満たすこと。 

・本システムは、茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤上に構築し、支障なく

運用できるようにすること。（クラウド型仮想基盤の仕様書は別添のとおり。） 

・日本工業規格（ＪＩＳ）の個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの

要求事項「ＪＩＳ Ｑ １５００１」に準拠した適切な個人情報保護措置を講ずる体

制を整備したプライバシーマークを取得し、本業務にＪＩＳ Ｑ １５００１が要求

する個人情報の管理を適用できること。外部委託により実施する場合においては、

同様の認定を受けている企業であること。 

又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度において、ＩＳＭＳ認

証基準を認証取得し、本業務にＩＳＭＳ認証基準に準拠した情報管理を適用できる

こと。 



・他官公庁において仕様書の機能と同等のシステムの開発実績があること又は他官公

庁への営業実績もしくは事業展開の見込みがあること。 

 

４．サーバ仕様 
 (1) 構築台数 

茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤上に構築する。 

サーバ名称 数量 単位 OS 

AP サーバ 1 台 茨城県行政クラウド基盤環

境でサポートしているOS（下

記(2)のとおり） 

DB サーバ 1 台 茨城県行政クラウド基盤環

境でサポートしているOS（下

記(2)のとおり） 

 

 (2)茨城県行政クラウド基盤環境でサポートしているＯＳ 

サポート対象ＯＳ 備考 

Windows Server 2019 Datacenter(SP なし)(64bit) （※１） 

Windows Server 2016 Datacenter(SP なし)(64bit) （※２） 

Red Hat Enterprise Linux 8 以降 （※３） 

※１ Windows Server 2019 Datacenter については、情報システム課で用意したラ

イセンスを利用可能。 

    ※２ Windows Server 2016 Datacenter については、情報システム課で用意したラ

イセンスを利用可能。 

   ※３ Windows Server を利用したシステムを構築する場合において、CAL ライセン

スが発生する場合は、受託者の負担とすること。 

    ※４ Red Hat Enterprise Linux については、情報システム課で用意したライセン

スを利用可能。 

また、Red Hat Enterprise Linux におけるサポート可能な Update について

は，ヴイエムウェア社公式マニュアルの動作 OS を参照のこと。 

 

 (3) AP サーバ(1台) 

茨城県のクラウド基盤（茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤）上に 

構築すること。 

① 提供する仮想サーバのスペック（想定） 

ア ＣＰＵ  ： 2GHz × 4 コア相当 

イ メモリ  ： 8GB 

ウ ディスク容量 ： 50GB 

 



② ソフトウェア仕様 

ア 基本ＯＳ （ＯＳは茨城県で用意する） 

上記(2)のとおり 

イ アンチウイルスソフトウェア 

茨城県より提供するアンチウィルスソフトのインストール及び設定を 

行うこと。 

ウ その他 

システムを稼動させる上で必要なソフトウェアがある場合には、すべて 

含めること。 

③ 設定 

ア 母子父子寡婦福祉資金貸付システムの AP サーバとして構築すること。 
イ 茨城県が提示するＮＴＰサーバと時刻同期をとること。 
ウ インストールするソフトウェアについては、メーカー提供の最新セキュリ 

ティパッチを適用すること。 
エ 不要なサービスは稼働させないこと。 

 

(4) DB サーバ(1 台) 

茨城県のクラウド基盤（茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤）上に 

構築すること。 

① 提供する仮想サーバのスペック（想定） 

ア ＣＰＵ  ： 2GHz × 4 コア相当 
イ メモリ  ： 8GB 
ウ ディスク容量 ： 100GB 

 

② ソフトウェア仕様 

ア 基本ＯＳ （ＯＳは茨城県で用意する） 
上記(2)のとおり 

イ アンチウイルスソフトウェア 
茨城県より提供するアンチウィルスソフトのインストール及び設定を 

行うこと。 
ウ その他 

システムを稼動させる上で必要なソフトウェアがある場合には、すべて 
含めること。 

 

③ 設定 

ア 母子父子寡婦福祉資金貸付システムの DB サーバとして構築すること。 



イ 茨城県が提示するＮＴＰサーバと時刻同期をとること。 
ウ インストールするソフトウェアについては、メーカー提供の最新セキュリ 

ティパッチを適用すること。 
エ 不要なサービスは稼働させないこと。 

 
５．システムの概要 
(1) 当システムに関連する法令とその内容 

 ① 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法の貸付金に係る申請受付、登録業務 

・貸付金の支払い処理 

・償還金の調定収納処理 

・債権簡易業務 

  

(2) システムの利用範囲 

【本庁】       福祉部子ども政策局青少年家庭課  利用者 約３人 

【県北県民センター】 県民福祉課地域福祉室       利用者 約３人 

【鹿行県民センター】 県民福祉課            利用者 約３人 

【県南県民センター】 県民福祉課地域福祉室       利用者 約３人 

【県西県民センター】 県民福祉課地域福祉室       利用者 約３人 

【福祉相談センター】 地域福祉課            利用者 約３人 

 (3) 業務処理フロー 

別紙１のとおり 

(4) データベースで取扱うデータの項目 

    別紙２のとおり（別紙等で分類別に分け、項目や単位等を提示する。） 

(5) 帳票様式 

    別紙３のとおり 

  

６．業務委託内容 

(1) プロジェクト実施計画の策定 

・プロジェクト実施計画を策定すること。 

・プロジェクト実施計画には、作業項目、各作業のアウトプット、役割分担、スケジュ

ール等を記載すること。 

(2) 要件定義 

・システムの運用に当たっての業務手続き、運用方針等について検討を行い、定義する

こと。 

・要件をまとめ、システムの主要機能を定義すること。 



(3) システム設計・開発 

・県が指定するハードウェア上で稼働するシステムの設計、開発、テストの一連の作

業を行うこと。なお、テストについては「テスト計画書」を作成し、テスト結果を

とりまとめた「テスト結果報告書」も作成すること。また、社会保障・税番号制度

に伴う本県団体内統合宛名システムとの連携テストも行うこと。 

(4) インストール・セットアップ 

本システムのサーバへのインストール・セットアップ及びシステム稼働に必要な

情報の初期セットアップ作業を行うこと。 

(5) データ移行 

県が提供する貸付、償還等のデータを新システムへ移行すること。また、データレ

イアウトの整形、コード値変換、桁数変換等については受託者が行うこと。（提供デ

ータ形式：ＣＳＶファイル(貸付者データのみ)、登録データの規模：令和４年 7月時

点で約 10,100 件の貸付者） 

また、データ移行に際し、必要不可欠となる資料（テーブル定義書・ER 図）につ

いては、県を通して提供を求めること。これに係る費用は、原則として県が負担する。 

その他資料の提供については、現行業者と別途協議し、原則として受託業

者の負担にて対応すること。 

 なお、データ移行に当たっては、事前に「データ移行計画書」を作成し、県と十分    

協議した上で実施すること。 

 (6) 本番移行 

本番データを新システムに移行する。本番移行の際は、作業者立ち会いのもと実施

すること。 

(7) 運用設計・テスト 

  テスト計画の策定を行うこと。 

システムが稼働する環境において、バックアップ管理を行うこと。 

システムの単体テスト、結合テスト、総合テスト、運用テストを行うこと。 

各テストは、システム要求事項を網羅してテストケースを設定して行うこと。 

各テストは、適切なテスト手法及び標準を使用すること。 

(8) システム移行計画の策定、既存データのシステムへの取り込み 

(9) リスク分析及び情報セキュリティ実施手順の策定 

(10) 成果品作成 

(11) 利用者向け操作研修、運用管理者向け操作研修 

利用者向け及び運用管理者向け操作研修を必要回数行うこと。 

研修の内容については協議のうえ決定する。 

研修方法については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて WEB 開催をする等

柔軟な対応を行うこと。 



(12) システム稼動後の各種問合せ対応、不具合等への対応及び修正作業の実施 

 

７．システム要件 

 (1) システムの形態 

・システムの形態は、Web アプリケーション型(クライアントに特別なソフトウェア 

をインストールしない)とすること。 

・クライアント側は、ブラウザソフトによりシステムにアクセスする形態とする。なお、 

システムは、Microsoft Edge、Google Chrome のいずれのブラウザソフトからのアク

セスでも問題なく動作すること。 

(2) 複数利用者の同時接続 

複数利用者が同時にアクセスしても安定して稼動するシステムであること。 

(3) データバックアップ 
システム及びデータベースについては、バックアップが可能な構成とし、障害時には

簡単かつ迅速に復元できる対策が講じられていること。 
 
８．機能要件 
(1) 共通機能 

① 業務に沿った利用者にわかりやすいメニュー配置であること。 

② 画面レイアウトは、申請書、各種届出の様式を踏まえ、容易に入力可能なこと 

③ 住所入力、金融機関（支店）入力の際はコード入力により住所、金融機関（支店）

名が自動取得できること。 

④ 利用者毎にシステムの利用制限が可能なこと。（別紙１業務フローも参照のこと）

特に個人番号を含む特定個人情報については、閲覧・照会・入力の可否が設定可

能なこと。 

⑤ 各種帳票、一覧表は随時出力可能で再作成も可能なこと。各種一覧表及び集計表

は福祉事務所毎かつ母子・父子・寡婦別に作成できること。 

⑥ 各種通知書は、宛名が県で使用する封筒の窓あき部分に入るように出力されるこ

と。 

⑦ パッケージシステムの場合、パッケージシステムの根幹機能を除き、茨城県向け

のカスタマイズ機能（画面構成、画面操作、帳票レイアウト等）は可能な限り柔軟

に対応すること。特に帳票レイアウトについては、現在茨城県で使用しているも

のを参照し、カスタマイズすること 

⑧ 法改正時などのためのシステムやデータの拡張性があること。 

⑨ 法令等の改正が契約期間中にあった場合は、速やかにプログラム等の変更に対応

すること。 

 



(2) ログイン機能 

① 業務用ＩＤ・パスワード 

(ⅰ)業務用ＩＤ・パスワードは、使用者個人ごとに付与できること。 

(ⅱ)業務用ＩＤ・パスワードによる機能制限が行えること。 

（制限する機能については別紙１業務フローも参照のこと） 

② 上記ＩＤ・パスワードをマスタで管理できること。 

  

(3) 登録機能 

① 申請者登録機能（仮登録機能） 

貸付申請者から提出される申請書及び添付書類を元に、申請者及び連帯借主、連

帯保証人情報を登録できること。 

    登録項目：氏名、住所、年齢、本籍地、連絡先、職業、年収、勤務先、世帯状況、

貸付資金種別、貸付金額、口座（貸付用・償還用）、償還方法（月賦、

半年賦、年賦）、所管福祉事務所、学校区分等 

② 本登録機能 

・貸付番号は、「福祉事務所番号 + 資金区分 + 連番 4桁」とする。 

・貸付番号の付与の後、貸付決定通知、償還計画表等を出力できること。 

・年度別・月別の貸付け状況が出力できること。 

  ③ 継続貸付登録 

    前年度からの継続貸付の登録を行えること。 

 

 (4) 変更機能 

  ① 共通機能 

    一度登録した情報についても担当が変更を行えること。 

  ② 借受者データの変更 

    申請者及び修学者並びに連帯保証人の基本情報の変更が行える。基本情報は(3)① 

に記載の内容と同じ。 

  ③ 償還者の変更 

  ④ 特定個人情報の削除 

  ⑤ 据え置き期間の延長・変更 

  ⑥ 償還方法の変更 

    償還回数・償還月額の変更、一部繰り上げ償還入力、全額一括繰り上げ償還の入力 

    が行えること。 

  ⑦ 支払い猶予の変更 

    償還開始日・支払い猶予期間の変更が行えること。 

  ⑧ 貸付月額の変更・期間の延長 



 

 (5) 貸付機能 

  ① 貸付支払 

    各出先機関（４県民センター＋福祉相談センター）による支払ファイルの作成及び

本庁でのファイル結合ができること。 

  ② 貸付の停止 

    借受者の死亡や失踪による貸付の停止処理ができること。修正があった場合も担

当が修正できること。 

  ③ 貸付辞退 

    貸付辞退があった場合の処理ができること。修正があった場合も担当が修正でき

ること。 

  ④ 貸付休止・再開 

    借受者の休学・復学に伴う貸付休止・再開の処理が行えること。 

  ⑤ 償還免除 

  ⑥ 償還計画シミュレーション 

    指定された元金・利子の償還期間をもとに計算された償還計画の作成及び出力が 

できること。 

  ⑦ 戻入処理 

 

 (6) 調定業務 

  ① 調定内容の確認のため、調定のデータ更新を行う前に、処理対象の明細が一覧形式

で画面に表示されること。なお、所得階層によっては、調定額が０円になることも

あるが、調定対象の明細としては画面に表示されること。  

  ② 調定処理は各出先機関で実行できること。 

③ 茨城県が定めるペイジー納付対応の納入通知書に沿ったデータの出力ができるこ

と。 

④  繰越調定の処理ができること。 

  ⑤ 金融機関等への口座振替用に電子媒体用のデータ（全国銀行協会ファイルフォー

マット）を作成できること。 

⑤ 月次調定処理（月末が納期の調定を一括で確定させること）ができること。 

⑥ 償還金の分納償還処理ができること。 

⑦ 調定年度別調定・収納・収納未済集計表、資金別調定状況表を作成・出力できる 

こと。 

 

 (7) 口座引落処理等 

  ① 口座引落処理 



    毎月の口座引落処理について、口座振替情報を入力した納入義務者に対して、茨城

県が契約している金融機関の口座引き落としサービスの形式にあわせて、データ

の出力処理ができること。 

  ② 引落不能結果処理 

    引落不能となった結果を各出先機関に共有できること。 

  ③ 引落結果の配布・消込処理 

    金融機関から戻った結果を取り込み、各出先機関に配布できること。 

各出先機関において消込処理ができること。 

  ④ 収納日・日計日の変更 

  ⑤ 収納日別集計表の出力 

    月別に収納結果を配布できること。 

 

 (8) 債権管理機能 

  ① 償還状況の更新 

    償還状況については、日ごとに随時更新できること。 

  ② 督促処理・督促状の作成 

   ・滞納者への督促処理及び督促状の作成ができること。 

   ・督促状については、借受人、連帯借受人、連帯保証人（以下「借受人等」という。） 

宛ての作成ができること。 

  ③ 催告処理・催告書の作成 

   ・滞納者への催告処理及び催告書の作成ができること。 

   ・催告書については、借受人、連帯借受人、連帯保証人（以下「借受人等」という。） 

宛ての作成ができること。 

  ④ 借受人等又は貸付番号別情報検索 

   ・借受人等別又は貸付番号別の検索できること。 

・同一の借受人等が複数の貸付金を借りている場合は検索結果も同時に検索できる 

こと。 

  ⑤ 滞納者別未済情報・出力 

   ・滞納者別に検索ができること。 

・検索については、氏名、貸付番号での検索が行えること。 

  ⑥ 滞納者一覧出力 

   ・滞納者一覧がそれぞれ加工可能な状態で出力できること。 

・一覧については、借受人等・氏名、住所、貸付種別、貸付額、償還額（元金・利子・

違約金それぞれ）、滞納額（元金・利子・違約金それぞれ）、不納欠損済額、直近の

償還日、時効完成日、合計金額が記載されていること。 

・同一の借受人等が複数滞納している場合は、備考欄などにその旨の記載がされるな



ど、認識できるようになっていること。 

・滞納者一覧については、時点（令和○年○月末等）により抽出ができること。 

・現年・過年別の区別ができること。 

  ⑦ 償還完了者一覧出力 

   ・滞納者一覧がそれぞれ加工可能な状態で出力できること。 

・一覧については、借受者・氏名、住所、貸付種別、貸付額、償還額、不納欠損済額、

償還完了日（元金・利子・違約金それぞれ）が記載されていること。 

・同一の借受人等が複数滞納している場合は、備考欄などにその旨の記載がされるな 

ど、認識できるようになっていること。 

・償還完了者一覧については、時点（令和○年○月末等）により抽出ができること。 

⑧ 時効債権の一覧作成 

⑨ 未納者一覧表の出力 

  ⑩ 債権現在高の表示・出力 

    指定した期間に発生した債権のうち、未納となっている債権を表示・出力ができ 

る。 

  ⑪ 不納欠損内訳の表示・出力 

    年度別で不納欠損額の一覧を表示・出力ができる。 

(9) 貸付台帳（借受人等の登録データ）管理機能 

  ① 加工可能な状態での出力（エクセル・ＣＳＶ等） 

    作成した管理カードは、加工が可能な状態で出力されること。 

  ② 貸付者別の管理カードの作成 

貸付者別に住所、貸付番号借受者・氏名、住所、貸付種別、貸付額、償還額（元金・ 

利子・違約金それぞれ）、滞納額（元金・利子・違約金それぞれ）、直近の償還日、 

時効完成日が記載された管理カードの作成ができること。 

  ③ 台帳は、貸付時、貸付中、償還中のいずれにおいても、随時出力が可能で、出力条 

件設定ができること。 

③ 申請データの貸付決定、不決定と貸付データ、貸付決定者一覧表が、作成・出力で 

きること。 

④ 自己破産者、死亡者、時効援用の利用者、時効援用可能者の情報を登録し、管理で 

きること。 

⑤ 各償還者の償還残高が容易に検索・照会でき、償還者毎の未償還金の一覧表の出力 

できること。 

⑥ 債務者毎の交渉履歴等を記載できる特記事項欄や備考欄など利用者間で共有でき 

るメモ入力が可能なこと。 

 

(10) 帳票出力機能 



① 各種統計関係書類が随時出力できること。 

② 厚生労働省報告様式が随時出力できること。 

なお、具体的な出力形式等については、県と協議すること。 

 

(11) バックアップ機能 

 ・茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤のバックアップ機能を利用し、バック 

アップの設定を行うこと。 

 

(12) 社会保障・税番号制度に関する機能 

社会保障・税番号制度に対応するため、以下の機能を有すること。 

① 個人番号利用機能 

   (ⅰ)申請者登録事務において、申請者の個人番号を登録できること。 

   (ⅱ)登録した個人番号はデータ管理において申請者の情報画面で閲覧できること。 

   (ⅲ)(ⅰ)、(ⅱ)については、場合にマイナンバー機能の利用権限のあるユーザ 

のみ可能とすること。 

② システム間情報連携機能（団体内統合宛名システム） 

   (ⅰ)申請者登録事務の後、団体内統合宛名システムとのシステム間連携により、統合 

宛名番号の発番要求を行うことができること。 

   (ⅱ)貸付番号の発番後、団体内統合宛名システムとのシステム間連携により、情報提 

供処理を行えること。 

情報提供は、国の定める、個人番号法、施行令、内閣府令、特定個人情報データ 

標準レイアウトに対応し、ＣＳＶファイルで出力できること。 

現在の想定では、マイナンバー法、施行令、内閣府令、特定データ標準レイアウ 

トに記載された提供すべき情報について、毎月１回、個人番号をシステムで保有 

する全借主のデータついてＣＳＶファイルへの出力を行い、団体内統合宛名シ 

ステムへの取り込みを行うものとする。 

(ⅲ)国等による特定個人情報データ標準レイアウト等の変更に伴う対応についても、 

本委託業務の範囲内とする。 

(ⅳ)団体内統合宛名システムの外部インターフェイス仕様は（別添４：茨城県青少

年家庭課において配布）のとおりとする。 

(ⅴ)団体内統合宛名システムとの連携はテスト及び茨城県情報システム課との協

議等を行い、適正なデータ連係が可能であるかを確認すること。 

(ⅵ)個人番号の消去 

      当該借受人に対する貸付がすべて完済（元利のすべてが終了）となった年度か

ら５年が経過した年度の末営業日に対象者を自動で抽出し、システムが保有す

るその対象者の個人番号を一括消去できること。（消去の可否の最終判断は職



員が行うものとする。） 

 
９．ネットワーク要件 
  当システムは、行政情報ネットワークを利用するシステムであることから、行政情報ネ

ットワークに接続される部分の IP アドレスについては、行政情報ネットワークのアドレ

ス体系に従って付与する必要がある。この IP アドレスについては、契約後別途指示する。 
  また、行政情報ネットワークと当システムのネットワークを分ける必要があるため、当

システムの内部ネットワークは、プライベート IP アドレスを設定すること。 
 

１０．セキュリティ要件 
 (1) ソフトウェアの修正プログラムの適用 

    導入するソフトウェアは、最新のセキュリティ修正プログラムを適用すること。 

(2) 通信の暗号化 

本庁と各出先機関の通信は、暗号化処置を施すこと。 

(3) アクセス制限 

・ID/パスワードによるアクセス許可方式を導入すること。 

・パスワードは、利用者が変更できること。 

・管理者側で ID/パスワードを管理できること。   

(4) 権限の設定 

・IDを識別し、IDごとにシステムを操作できる範囲を制限できること。 

・管理者権限を設定し、管理者権限で全ての操作ができること。 

(5) アクセスログ・イベントログの収集・保存 

・アクセスログ・イベントログを収集できること。 

・茨城県行政情報システムクラウド型仮想基盤のバックアップ機能を利用しアクセ

スログ・イベントログを一定期間保存すること。 

(6) その他 

   「茨城県情報セキュリティ基本方針を定める規程」及び「茨城県情報セキュリティ対

策基準を定める要項」に準拠し、適切なセキュリティ対策を実施すること。 

 

１１．信頼性 

  ・サーバの計画停止を行っても、サーバを起動するだけでサーバ停止前と同様のサー 

ビスが利用可能となるシステムとすること。 

・障害からの復旧が確実に短期間で行えるようデータバックアップ等の対策を講じる 

こと。 

 

１２．柔軟性・拡張性 



将来の番号制度対応事務の追加、個人番号利用範囲の拡大、データ量の増加、処理件 

数の増加等に備え、柔軟性や拡張性をもったシステムとすること。 

 

１３．保守・運用要件 

  本システムの構築後は、本県が想定する予算の範囲内で保守を委託することとする。 

(1)  運用・保守の範囲 

ア  利用サポート 

     電話及びメール等による各種問合せ対応、システム運用開始時及び一括処理や

年間イベント処理時等における運用支援等 

イ  運用支援 

ウ  障害発生時等緊急時の対応 

     障害発生時においては、運用・保守業者が窓口となり一元的に原因を分析し、シ

ステム及びサーバ等機器の障害のいずれであるかの切り分けを行うこと。切り分け

の結果、システムに起因する障害であった場合、運用・保守業者が、障害復旧に向

けた対応をとること。 

(2)  体制 

     システムの保守、問合せ窓口を一本化し、総合的な保守体制、運用支援体制をと

ること。 

 

  (3)  作業場所 

    茨城県庁８階 TSS 室 

 

１４．成果品 

  以下の成果品を納品すること。納入場所は、茨城県福祉部子ども政策局青少年家課とす

る。なお、成果品は、DVD-ROM２部及び紙媒体２部を納品すること。 

  なお、パッケージソフト導入時の成果品については別途協議。 

  各成果品の納期は、以下で定める場合以外は、別途協議していくこと。なお、その場合

も、すべての成果品が運用開始日までに納品されること。 

 

(1) プロジェクト実施計画書：契約締結から７営業日以内に提出すること。 

(2) 要件定義書 

(3) システム設計書 

(4) プログラム設計書 

(5) プログラム（ソースプログラム、実行形式） 

(6) テスト計画書・結果報告書 

※テスト結果については、県の了承を得たうえ次の工程に進むこと。 



(7) 運用・保守計画書 

(8) 情報セキュリティ実施手順書 

(9) 利用者操作マニュアル 

(10) 運用管理者マニュアル 

(11) システム設定書 

  (12) データ移行計画書 

  (13) 進捗報告書・打合せ議事録 

  (14) 研修計画書・研修用資料 

  (15) その他県が指定するもの 

 

１５．履行期間等 

(1) 契約期間  契約の日から令和６年 3月 31日まで 

(2) 運用開始日 令和５年 10月１日からとする。 

         運用開始日に間に合わない場合は、別途協議を行うこと。 

 

１６．知的財産権（著作権） 

(1) 本件に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権（著作

権法第 21 条から第 28条に定める全ての権利を含む）は、受託者が本件のシステム開

発の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲

渡不可能と示されたもの以外、茨城県が所有する現有資産を移行等して発生した権利

を含めて全て茨城県に帰属するものとする。ただし、パッケージに関する部分につい

ては、この限りでない。（茨城県が新たにカスタマイズした部分を除く。） 

(2) 茨城県は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47 条の 3 の規定に

基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせること

ができるものとする。 

(3) 本件に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとす

る。 

(4) 本件に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であ

っても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

(5) 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権

利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使

用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に茨城県へ報告し、承

認を得ること。 

(6) 本件に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛

争の原因が専ら茨城県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を

処理すること。この場合、茨城県は係る紛争の事実を知った時は、受託者に通知し、



必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずる。 

 

１７．瑕疵担保責任 

(1) 本業務の検収後 1年以内の期間において、本業務の納入成果物に関して本システム

の安定稼働等に関わる瑕疵の疑いが生じた場合であり、かつ茨城県が必要と認めた場

合は、受託者は速やかに瑕疵の疑いに関して調査し回答すること。 

(2)  上記（1）における調査の結果、瑕疵等が認められた場合には、受託者の責任及び

負担において、速やかに修正作業を行うこと。なお、修正作業を実施する場合におい

ては、修正方法等について、事前に茨城県の承認を得てから着手すると共に、修正結

果等について、茨城県の承認を受けること。 

 

１８．留意事項 

 (1) 運用テストまで実施する各種作業については、原則として全て受注者側の環境で実 

施すること。現地における作業が必要となる場合には別途協議すること。 

(2) 原則として既存で保有するデータの庁外への持ち出しは認めない。庁内での閲覧の

み可とする。運用テストまでに受注者側環境で実施する各種テストについては、原則

として受注者側で仮データを作成してテストを実施すること。実データ利用が必要と

なる場合には、別途協議すること。 

(3) システム構築完了後、既存電子データの新システムへの移行作業は、当業務内で実

施する。 

(4) 委託業務の進ちょく状況を定期的に報告すること。また、各フェーズ（業務項目）

の終了ごとにレビューを開催し、当課の承認をもって次のフェーズに進むこと。報告

及びレビュー開催は原則として茨城県庁内とする。 

 (5) 県の仮想サーバにおける作業の実施に当たっては、茨城県行政情報システム基盤の

管理及び運用に関する要項第 27 条の規定に基づく「クラウド型仮想基盤の管理及び

運用に関する要領」の規定に従うこと。 

 (6) バックアップ及びバックアップからのリストアの動作テストを行い、正常に復元で

きることを確認すること。 

 

１９．その他 

  当仕様書に定めのない事項については、随時協議すること。 



別紙１

申請者 市町村福祉事務所 県民センター福祉相談センター 県青少年家庭課 団体内統合宛名システム

申
請

貸
付

償
還

完
済

申請書の提出

県へ進達

・宛名番号発番

・照会情報の回答

母子父子寡婦福祉資金貸付償還電子計算システム

★貸付決定

★貸付番号付番

★提供データの送付

・提供データの受取

・住所、氏名等の変更

・交渉履歴等の記載

・納付書等の随時発行
・住所、氏名等の変更

・交渉履歴等の記載

・納付書等の随時発行

・調定処理

・提供データの受取

★個人番号の削除

・銀行用データ作成

・提供データの送付

★支払処理

・申請者情報の入力

★個人番号の入力

★宛名番号の発番要求

★情報照会処理



テーブル一覧

No テーブル名

1 違約金分納

2 業種職種マスタ

3 欠損免除理由マスタ

4 元利金分納

5 支払履歴

6 資金種別

7 償還方法

8 性別マスタ

9 続柄マスタ

10 貸付金マスタ

11 貸付限度額

12 貸付番号採番

13 調定償還履歴

14 調定番号マスタ

15 費目マスタ

16 扶養区分

17 母子寡婦貸付マスタ

18 母子原因

19 戻入管理

20 戻入履歴

21 委託者マスタ

22 委託者変換マスタ

23 引落不納理由マスタ

24 銀行マスタ

25 銀行支店マスタ

26 市町村マスタ

27 市町村役場マスタ

28 支店マスタ

29 住所マスタ

30 町名マスタ

31 都道府県マスタ

32 福祉事務所マスタ



備考



違約金分納

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 償還回次 smallint

4 分納回次 smallint

5 収入日 datetime

6 日計日 datetime

7 違約金収入額 int

8 作成日時 datetime

9 更新日時 datetime



業種職種マスタ

No 項目名 属性

1 業種職種区分 varchar

2 業種職種コード varchar

3 業種職種名称 varchar

4 作成日時 datetime

5 更新日時 datetime



欠損免除理由マスタ

No 項目名 属性

1 欠損免除コード varchar

2 理由 varchar



元利金分納

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 償還回次 smallint

4 分納回次 smallint

5 収入日 datetime

6 日計日 datetime

7 元金収入額 int

8 利子収入額 int

9 違約金計算額 int

10 作成日時 datetime

11 更新日時 datetime



支払履歴

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 交付年月 datetime

4 内訳年月 datetime

5 交付回次 smallint

6 交付日 datetime

7 貸付金額 int

8 金融機関コード varchar

9 口座種別 varchar

10 口座番号 varchar

11 借受者カナ varchar

12 作成日時 datetime

13 更新日時 datetime



資金種別

No 項目名 属性

1 資金コード varchar

2 貸付金分類コード varchar

3 分類１ varchar

4 分類２ varchar

5 月額区分 varchar

6 据置開始区分 varchar

7 据置期間 varchar

8 償還期限 smallint

9 利子 real

10 第１表行位置 smallint

11 第３表行位置 smallint

12 第７表行位置 smallint

13 作成日時 datetime

14 更新日時 datetime

15 保証人有無 float



償還方法

No 項目名 属性

1 償還方法コード varchar

2 償還方法名 varchar



性別マスタ

No 項目名 属性

1 性別コード varchar

2 性別名称 varchar

3 作成日時 datetime

4 更新日時 datetime



続柄マスタ

No 項目名 属性

1 表示順 smallint

2 続柄名 varchar

3 作成日時 datetime

4 更新日時 datetime



貸付金マスタ

No 項目名 属性

1 母寡区分 varchar

2 貸付金分類コード varchar

3 貸付金名称 varchar

4 貸付金略称 varchar

5 貸付金記号 varchar

6 業種職種区分 varchar

7 ソート順 varchar

8 作成日時 datetime

9 更新日時 datetime



貸付限度額

No 項目名 属性

1 資金コード varchar

2 修学者学年 varchar

3 修学者自宅外 varchar

4 限度額 varchar

5 作成日時 varchar

6 更新日時 varchar



貸付番号採番

No 項目名 属性

1 事務所記号 varchar

2 貸付金記号 varchar

3 連番 int

4 作成日時 datetime

5 更新日時 datetime



調定償還履歴

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 調定回次 smallint

4 調定区分 varchar

5 完納フラグ varchar

6 調定日 datetime

7 納期限日 datetime

8 調定元金額 int

9 調定利子額 int

10 収入日 datetime

11 収入元金額 int

12 収入利子額 int

13 引落不能理由コード varchar

14 督促状発行日 datetime

15 免除欠損区分 varchar

16 免除欠損処理日 datetime

17 免除欠損元金額 int

18 免除欠損利子額 int

19 違約金計算額 int

20 違約金収入額 int

21 違約金不徴収処理日 datetime

22 違約金不徴収額 int

23 返済方式区分 varchar

24 金融機関コード varchar

25 口座種別 varchar

26 口座番号 varchar

27 口座名義人カナ varchar

28 口座新規フラグ varchar

29 作成日時 datetime

30 更新日時 datetime

31 調定番号 varchar

32 予備1 varchar

33 予備2 varchar



調定番号マスタ

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 採番年度 smallint

3 番号 int

4 作成日 datetime

5 更新日 datetime



費目マスタ

No 項目名 属性

1 母寡区分 varchar

2 資金名称１ varchar

3 資金名称２ varchar

4 費目コード varchar

5 依頼人コード varchar

6 ソート順 varchar

7 作成日時 datetime

8 更新日時 datetime



扶養区分

No 項目名 属性

1 扶養区分コード varchar

2 扶養区分名 varchar

3 作成日時 datetime

4 更新日時 datetime



母子寡婦貸付マスタ

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 個人番号 varchar

4 個人番号発行日 datetime

5 旧個人番号 varchar

6 統合宛名番号 varchar

7 統合宛名番号発行日 datetime

8 貸付決定日 datetime

9 母寡区分 varchar

10 旧事務所番号 varchar

11 移管日 datetime

12 借受者氏名 varchar

13 借受者かな varchar

14 借受者生年月日 datetime

15 借受者性別 varchar

16 借受者電話番号 varchar

17 借受者郵便番号 varchar

18 借受者住所コード varchar

19 借受者住所２ varchar

20 借受者住所３ varchar

21 借受者職業 varchar

22 借受者勤務先 varchar

23 借受者勤務先住所 varchar

24 借受者勤務先電話番号 varchar

25 借受者県コード varchar

26 借受者本籍 varchar

27 業種職種コード varchar

28 貸付金コード varchar

29 貸付金記号 varchar

30 貸付開始年月 datetime

31 貸付終了年月 datetime

32 申請時貸付総額 int

33 申請時貸付月額 int

34 借りたい理由 varchar

35 償還方法区分 varchar

36 旧償還方法区分 varchar



37 返済方式区分 varchar

38 据置期間開始年月 datetime

39 据置期間終了年月 datetime

40 償還開始年月 datetime

41 償還終了年月 datetime

42 貸付金融機関コード varchar

43 貸付預金種類 varchar

44 貸付口座番号 varchar

45 償還金融機関コード varchar

46 償還預金種類 varchar

47 償還口座番号 varchar

48 修学者フラグ varchar

49 修学者氏名 varchar

50 修学者かな varchar

51 修学者生年月日 datetime

52 修学者借受人との続柄 varchar

53 修学者電話番号 varchar

54 修学者郵便番号 varchar

55 修学者住所コード varchar

56 修学者住所２ varchar

57 修学者住所３ varchar

58 修学者修学先 varchar

59 修学者学年 smallint

60 修学者自宅外 smallint

61 保証人氏名 varchar

62 保証人かな varchar

63 保証人生年月日 datetime

64 保証人借受人との続柄 varchar

65 保証人修学者との続柄 varchar

66 保証人電話番号 varchar

67 保証人郵便番号 varchar

68 保証人住所コード varchar

69 保証人住所２ varchar

70 保証人住所３ varchar

71 保証人職業 varchar

72 保証人勤務先 varchar

73 保証人資産負債 varchar

74 納人フラグ varchar



75 納人氏名 varchar

76 納人かな varchar

77 納人電話番号 varchar

78 納人郵便番号 varchar

79 納人住所コード varchar

80 納人住所２ varchar

81 納人住所３ varchar

82 納人借受人との続柄 varchar

83 納人修学者との続柄 varchar

84 母子世帯コード varchar

85 発生年月日 datetime

86 扶養区分 varchar

87 貸付状態フラグ varchar

88 継続貸付開始年月 datetime

89 継続貸付終了年月 datetime

90 最新交付日 datetime

91 貸付停止開始年月 datetime

92 貸付停止終了年月 datetime

93 増減開始年月 datetime

94 増減額後貸付総額 int

95 増減額後貸付月額 int

96 交付済回数 smallint

97 戻入処理フラグ varchar

98 貸付終了理由 varchar

99 貸付終了日 datetime

100 償還状態フラグ varchar

101 繰上一時フラグ varchar

102 償還回数 smallint

103 利率 real

104 償還元金額 int

105 償還利子額 int

106 一回調定額 int

107 調定済回数 smallint

108 最新調定日 datetime

109 猶予回数 smallint

110 猶予後調定数 smallint

111 猶予開始年月 datetime

112 猶予終了年月 datetime



113 債権消滅年月日 datetime

114 個人番号登録日 datetime

115 個人番号更新日 datetime

116 統合宛名番号登録日 datetime

117 統合宛名番号更新日 datetime

118 作成日時 datetime

119 更新日時 datetime

120 備考 varchar

121 滞納メモ varchar

122 利子算出 float

123 死亡̲破産 varchar

124 未成年 varchar



母子原因

No 項目名 属性

1 原因コード varchar

2 母子世帯原因 varchar

3 作成日時 datetime

4 更新日時 datetime



戻入管理

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 交付年月 datetime

4 内訳年月開始 datetime

5 内訳年月終了 datetime

6 交付日 datetime

7 支払済額 int

8 戻入済額 int

9 完了フラグ varchar

10 戻入日 datetime

11 作成日時 datetime

12 更新日時 datetime



戻入履歴

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 貸付番号 varchar

3 交付年月 datetime

4 分納回次 smallint

5 戻入日 datetime

6 日計日 datetime

7 戻入金額 int

8 作成日時 datetime

9 更新日時 datetime



委託者マスタ

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 費目 varchar

3 委託者コード varchar

4 システムID varchar

5 種別コード varchar

6 委託者名 varchar

7 銀行コード varchar

8 銀行名カナ varchar

9 支店コード varchar

10 支店名カナ varchar

11 預金種目 varchar

12 口座番号 varchar

13 ファイル名 varchar



委託者変換マスタ

No 項目名 属性

1 銀行コード varchar

2 変換先銀行コード varchar



引落不納理由マスタ

No 項目名 属性

1 コード varchar

2 事由 varchar

3 作成日 datetime

4 更新日 datetime



銀行マスタ

No 項目名 属性

1 銀行コード varchar

2 銀行名 varchar

3 作成日 datetime

4 更新日 datetime



銀行支店マスタ

No 項目名 属性

1 銀行支店コード varchar

2 銀行支店名 varchar

3 作成日 datetime

4 更新日 datetime



市町村マスタ

No 項目名 属性

1 市町村コード varchar

2 市郡名 varchar

3 町村名 varchar

4 作成日 datetime

5 更新日 datetime



市町村役場マスタ

No 項目名 属性

1 市町村役場コード varchar

2 市町村役場名 varchar

3 事務所番号 varchar

4 住所コード varchar

5 住所２ varchar

6 郵便番号 varchar

7 作成日 datetime

8 更新日 datetime



支店マスタ

No 項目名 属性

1 銀行コード varchar

2 支店コード varchar

3 支店名 varchar

4 住所コード varchar

5 住所２ varchar

6 郵便番号 varchar

7 作成日 datetime

8 更新日 datetime



住所マスタ

No 項目名 属性

1 住所コード varchar

2 住所 varchar

3 郵便番号 varchar

4 作成日 datetime

5 更新日 datetime



町名マスタ

No 項目名 属性

1 市町村コード varchar

2 町名コード varchar

3 郵便番号 varchar

4 町名 varchar

5 作成日 datetime

6 更新日 datetime



都道府県マスタ

No 項目名 属性

1 都道府県コード varchar

2 都道府県名 varchar

3 作成日 datetime

4 更新日 datetime



福祉事務所マスタ

No 項目名 属性

1 事務所番号 varchar

2 地方名 varchar

3 事務所名 varchar

4 事務所名かな varchar

5 事務所略号 varchar

6 事務所長名 varchar

7 事務所略称 varchar

8 事務所記号 varchar

9 事務所コード varchar

10 郵便番号 varchar

11 住所コード varchar

12 住所２ varchar

13 電話番号 varchar

14 銀行支店コード varchar

15 母子委託者コード varchar

16 作成日 datetime

17 更新日 datetime

18 ファイルパス varchar



帳票一覧

No 帳票名 備考

1 母子福祉資金貸付決定通知書

2 償還計画表

3 母子福祉資金貸付停止決定通知書

4 母子福祉資金据置期間延長決定通知書

5 母子福祉資金支払猶予決定通知書

6 母子福祉資金貸付金送金内訳表

7 母子調定内訳明細書

8 納入伝票送付（報告）一覧表

9 MPNファイル出力対象者一覧表

10 督促状（４枚１シート）

11 督促状（１枚）

12 滞納金納入催告書

13 借受者一覧

14 母子・父子・寡婦福祉資金滞納状況

15 第1～3表

16 第4～13表

17 母子・父子・寡婦福祉資金貸付残高履歴（年度別）

18 母子・父子・寡婦福祉資金貸付残高

19 母子福祉資金継続貸付予定者名簿

20 母子福祉資金継続貸付終了者名簿

21 母子福祉資金貸付者一覧

22 母子福祉資金借受者一覧

23 年度償還開始者一覧

24 母子福祉資金滞納者一覧表（年度別）

25 母子・父子・寡婦福祉金貸付滞納者一覧表

26 母子福祉資金貸付決定者名簿

27 母子福祉資金償還状況一覧表

28 年度母子・父子・寡婦福祉金償還状況

29 福祉資金償還完了者名簿

30 督促状送付者一覧

31 監査用の帳票

32 滞納者収入未済内訳一覧

33 口座引落結果一覧表

34 母子・父子・寡婦福祉資金管理カード

35 年度別調定償還一覧表

36 償還計画・繰上償還

37 利息算出

38 違約金算出

39 調定年度別調定・収納・収納未済集計表


