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本業務委託では、兵庫県内の感染症情報共有業務に係る Webシステム（以下「本シス

テム」という。）の開発を行う。本仕様書は、本システムを構築するために、県と受託

者の間において詳細な仕様を定めるものである。 

 

１ 調達件名 

兵庫県感染症情報共有システムの構築業務 

 

２ 本システムの概要 

全県の新型コロナウイルス感染者情報を集約・分析するため、兵庫県（以下、「県」と

いう。）の健康福祉事務所（12事務所）及び県内政令市・中核市（5 市）の保健所で利用

している様式の異なる電子ファイルについて、各健康福祉事務所及び保健所（以下、「保

健所等」という）がアップロードし、所定の項目・形式にて抽出・整形・出力するシステ

ムを構築する。 

   

３ 納期等 

納期 

令和４年３月３１日（木） 

概略スケジュール 

開発スケジュールは、図表 1 の通りとし、令和４年４月から運用を開始する。 

フェーズ R3年 12月 R4年 1月 R4年 2月 R4年 3月 R4年 4月 

入札・契約      

設計      

開発      

テスト      

職員向け説明      

運用開始      

図表 1 概略スケジュール 
 

４ 本システムの全体構成 

本システムの全体構成は図表 2に示す通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 2 システム全体構成図 



兵庫県感染症情報共有システム構築業務委託仕様書 

２ 

 

５ 本システムの利用者 

利用者の範囲 

ア 県職員 

・県の本庁所管課、保健所等（１２箇所）の職員 

イ 市職員 

・県内の政令市・中核市（５市：神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、姫路市）の本庁

所管課、保健所等の職員 

 

利用者数 

ア 県職員 

・約 450名 

イ 市職員 

・約 350名 

 

６ 本システムの基本要件 

利用者管理・認証等 

・利用する職員ごとに設定する ID・パスワードにより個人認証を行うこと。 

・本システムを利用可能な職員情報は、Excelファイルまたは CSV ファイルのアップ

ロード等により一括で登録及び更新できること。 

・利用者情報の管理のため、登録されている利用者情報のうち、選択した利用者につ

いて、一括で削除できること。また、Excel形式及び CSVファイル形式により利用

者情報の一括出力を可能とすること。 

 

権限管理 

・職員の所属や権限等の属性を管理し、自所属のデータのみ参照可能とするなど、職

員個人毎の権限制御を可能とすること。 

・職員側の権限は、システム管理者（全団体の全レコードを閲覧及び操作）、所属管

理者（所管分の全レコードを閲覧及び操作）、所属担当者（所管分の新規ファイル

アップロードのみ）等の区分で、複数階層で管理可能とすること。 

 

画面の操作性等 

・原則として操作マニュアルを参照せず、直感的に操作できる分かりやすい画面設計

とし、ボタン配置など操作性の統一を図る。 

 

各種マスタ管理 

・業務処理に必要となる各種マスタの管理をする。 

・団体名マスタ、保健所名マスタ、医療機関名マスタ、権限マスタ等の各種マスタ

のデータについて、Excel形式及び CSV形式での一括登録・更新や一括出力がで

きること。 

 

電子メールでの通知 

・一定の条件に合致する場合、利用する職員あてに、自動的に電子メールによる通

知を行う。 

・電子メールのテンプレートは、マスタで管理し随時修正を可能とする。 
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各種ログの保存 

・アクセスログ、操作ログ等を取得し、一定期間(5年程度を想定)保存すること。 

・保存方法は、アーカイブファイルでの保存も可とする。 

 

７ 本システムの機能要件 

ファイル取込・整形・出力機能 

ア アップロード 

・ブラウザ画面上の指定領域に、選択したファイル（複数可）をドラッグアンドド

ロップすることにより、ファイルをアップロードできること。 

・アップロード済のファイルは、保健所別のフォルダに格納すること。システム管

理者は全保健所のフォルダ内を閲覧可能、所属管理者は当該保健所のフォルダ内

を閲覧可能とする。 

・アップロードするファイル形式は、CSV、Excel（xlsx、xlsm）、Word（docx）に

対応すること（Word形式のファイルは４種類。他は CSVまたは Excel） 

・アップロードするファイルの形式チェックを行い、エラーのある場合は、画面上

にエラー表示するとともに、当該保健所等及び職員あてに電子メールでエラーの

旨を自動通知すること。 

・アップロード成功時は、その旨を、画面上に表示するとともにシステム管理者

（指定メールアドレス）あてに電子メールで自動通知すること。 

・アップロードするファイルは、保健所等（計１７箇所）ごとに異なる様式となっ

ている。図表 3 の通り、保健所等ごとに「一覧表」及び「個票」のファイルがあ

る。同一内容の項目であっても、項目名やデータ形式はファイルごとに異なる。 

・各様式の見本は、別紙１及び別紙２の通り。これらの様式は現時点の見本である

ため、今後修正される可能性がある。 

区分 内容 種類数 見本 

(a)一覧表 １ファイル１シート。その中に、複数名

の感染者情報（１行ごとに１名）が格納 

１７種類 別紙１ 

(b)個票 感染者ごとに別ファイル。１ファイル内

に複数のシートあり 

２０種類※ 別紙２ 

合計  ３７種類  
※２保健所等では個票がない。３保健所等では個票が２～３ファイルある。 

 図表 3 アップロードするファイルの種類  
 

イ 整形 

・各保健所等のアップロードファイルから、指定する項目（110 項目程度）のデー

タを取り出し、整形の上、データベースに蓄積すること。 

・２種類のアップロードファイル（図表 3(a)一覧表・(b)個票）の中に同一項目が

ある場合は、いずれか一方の指定するファイルのデータを抽出する（図表 4参

照） 

・既にデータベースにあるレコードと同一の感染者データ（感染者別の管理番号等

で識別）が新たにアップロードされた場合は、当該感染者のレコードを上書きし

て保存すること（図表 4参照） 

・整形は、別途指定する頻度（１日に１回程度を想定）でバッチ処理する。 
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△△保健所

(a)一覧表 (b)個票 No. A123 (a)一覧表

No. 氏名 性別 病院名 性別

A123 兵庫太郎 男 A病院 男 No. 氏名 入院日 ﾜｸﾁﾝ接種

A124 神戸花子 女 B病院 ﾜｸﾁﾝ接種 B101 姫路花子 未

（1行1レコード） あり B102 姫路太郎 2021/11/8 済

 （感染者別ファイル、複数シート） （1行1レコード）

氏名 性別 病院名 ﾜｸﾁﾝ接種

兵庫太郎 男 A病院 あり

神戸花子 女 B病院 なし

姫路花子 女 C病院 なし

姫路太郎 男 D病院 あり

△△保健所

氏名 性別 病院名 ﾜｸﾁﾝ接種 (a)一覧表
兵庫太郎 男 A病院 あり

神戸花子 女 B病院 なし No. 氏名 入院日 ﾜｸﾁﾝ接種

姫路花子 女 C病院 あり B101 姫路花子 2022/1/3 済

姫路太郎 男 D病院 あり B102 姫路太郎 2021/11/8 済

姫路市 女 C病院 ***

姫路市 男 D病院 ***B102 姫路市 2021/11/8

【追加】 アップロードファイル

住所 性別 病院名 担当者A124 神戸市

B101 姫路市 2022/1/3

No. 住所 入院日
A123 神戸市 2021/12/1

姫路市

姫路市 2021/11/8

データベース（整形後）

B102

住所 入院日

神戸市 2021/12/1

神戸市A124

B101

No.

A123

○○保健所

アップロードファイル

住所 性別 病院名

姫路市 女 C病院

担当者

***

******** R3.12.1 姫路市 男 D病院

電話番号 入院日

兵庫太郎 神戸市

住所氏名

一覧表から抽出

するため、個票か

らは抽出しない

○○保健所では、一覧表と個票の２種類のファイルがあり、

データ項目はファイルごとに異なる（一部の項目は共通）
△△保健所では、一覧表ファイルのみ

整形時に形式を統一

データベース登録済感染者のレコードが追加アップロードされ

た場合は、新規ファイルのデータを上書きして整形・保存

・エラーチェックを実行し、ファイルの入力値に問題がある場合は、エラー結果

（エラーのあったレコード、項目名等）を所管保健所にメールにより通知する。 
 

（実際の項目は、下記と異なる） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

図表 4 ファイルアップロード・整形のイメージ 

 

ウ 出力 

・利用職員の操作により、データベースから２種類のフォーマットの CSVファイル

及び Excelファイルを一括ダウンロードできること（図表 5・6参照） 

・項目数は、図表 5の（X）および (Y)合計で 110程度（一部の項目は両者で共通） 

・出力する権限は、システム管理者は全団体の全レコードを対象に、所属管理者は

当該所属の全レコードを対象に実施可能とする。 

・条件（期間等）を指定して、合致するレコードをダウンロードできること。 

区分 内容 整形する項目数 

(X) HER-SYS指定 

フォーマット 

HER-SYSにデータ登録する項目に

ついて HER-SYS指定の形式に整形 

約 90 

(Y) 分析用フォー 

マット 

データ分析に必要な項目につい

て、指定する形式に整形 

約 60 

 図表 5 出力するファイルの種類  
 

 

 

 

約 40項目は、 

両ﾌｫｰﾏｯﾄ共通 

→110項目 
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図表 6 ファイル出力のイメージ 

 

・(X)HER-SYS指定フォーマットについては、１ファイルあたりのレコード数を 50～

100件程度に分割して、別ファイルとして出力できること。１ファイルあたりの

出力レコード数は、利用職員が簡単に設定を変更できること。 

・(X)HER-SYS指定フォーマットで出力した感染者のレコードについて、データベー

スに「HER-SYS指定フォーマット出力済」フラグを立てること。 

 

HER-SYSとの連携機能 

・図表 5の(X) HER-SYS指定フォーマットについて、利用職員が端末に配置するプ

ログラム（VBAを想定）の「実行ボタン」を押下することにより、HER-SYSへのア

ップロードを自動化できること。 

・HER-SYSへのログインは、利用職員が手動で実施する（HER-SYS の仕様上、ログイ

ン操作を自動化することはできない）。 

・その後の下記操作について、プログラムにより自動化すること。 

① HER-SYS のシステム画面で、ファイルアップロード用のメニューを開く 

② 所定フォルダからアップロードするファイルを選択する 

③ HER-SYSに選択したファイルをアップロードする 

④ アップロードするファイルが所定フォルダ内に複数ある場合は、全ファイル 

がアップロードできるまで上記②～③を繰り返す 

 

８ 過去データによる稼働テスト 

・兵庫県内の新型コロナウイルス第５波（令和 3年 7月 1日～令和 3年 10月 31

日）のデータ（約 37,540人分）について、県が提供するファイルを利用し、本シ

ステムの開発及び稼働テストを実施し、９割以上のレコードで、整形・出力及び

HER-SYSへのアップロードに成功すること。 

・同期間内の全レコードについて、図表 5の(X)HER-SYS指定フォーマット及び(Y)分

析用フォーマットに出力するとともに、(X)HER-SYS指定フォーマットのファイル

を HER-SYSにアップロードすること。 

 

９ 本システムの非機能要件 

次の非機能要件を前提としたシステム設計とする。 

氏名 性別 病院名 ﾜｸﾁﾝ接種 病院名
兵庫太郎 男 A病院 あり A病院

神戸花子 女 B病院 なし B病院

姫路花子 女 C病院 あり C病院

姫路太郎 男 D病院 あり D病院

氏名 性別 ﾜｸﾁﾝ接種
兵庫太郎 男 あり

神戸花子 女 なし

姫路花子 女 あり

姫路太郎 男 あり

B101 姫路市 2022/1/3

B102 姫路市 2021/11/8

A123 神戸市 2021/12/1

A124 神戸市

男 姫路市 あり

（Y）分析用フォーマット

No. 住所 入院日

A124 神戸花子 女 神戸市 なし

B101 姫路花子 女 姫路市 あり

住所 ﾜｸﾁﾝ接種
A123 兵庫太郎 男 神戸市 あり

B102 姫路市 2021/11/8 B102 姫路太郎

B101 姫路市 2022/1/3

A123 神戸市 2021/12/1

A124 神戸市

No. 住所 入院日

データベース（整形後） 抽出・整形後のフォーマット

（X）HER-SYS指定フォーマット

No. 氏名 性別

データベースから、各フォーマッ

トの指定項目・形式で出力
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可用性 

ア 運用スケジュール 

・申請者側・職員側とも、原則として 365日 24時間の稼働とする。ただし、必要最

低限の計画停止は可能とする。 

・計画停止中または障害発生時には、利用者がシステム停止中であることがわかる

ように表示をすること。 

・県庁では年 2回程度、庁舎電気設備点検による計画停止（停電）がある。全シス

テムの停止及び起動を行い、稼働確認を実施すること。 

 

イ 業務継続性・目標復旧水準 

・障害発生時などの業務停止時間は 120分未満を目標とする。 

・障害発生直前にコミット完了したトランザクションまでリカバリを可能とする。

万が一、これが不可能な場合でも、前日夜間のバックアップ取得時点までリカバ

リできること。 

 

ウ 稼働率 

・計画停止を除くシステムの稼働率は 99.9%以上を目標とする。 

 

 

性能・拡張性 

ア 業務処理量 

・５（２）項で示す利用者を前提として、同時アクセス数は 300 名程度とする。 

・年間処理件数は 5万レコード程度とし、添付ファイルを含め、最大７年間程度保存

可能とする。 

 

イ 性能目標 

・画面の応答時間時間について、一般的なネットワーク環境において、通常時５秒以

内とする。 

・ファイルアップロード時、データ検索結果表示等において、画面が長時間停止状態

にならないよう、必要に応じページ制御や表示件数の制御、バックグラウンドでの

処理等の対応をすること。 

・バッチ処理が必要となる場合、通常時の３倍の処理でも支障なく処理できること。 

 

ウ 拡張性 

・システムの利用者増加、負荷増加、セキュリティの強化に対して、将来的に拡張が

可能なシステム構成とすること。 

・システム導入後の制度変更や仕様変更に柔軟に対応できるような設計とすること。 

 

運用性・保守性 

ア バックアップ 

・各種データ（ログを含む）のバックアップは、少なくとも日次で行う。できるだけ

短時間で行ない、利用者へのサービスに影響を与えないよう配慮すること。 

・バックアップは複数世代の管理を行う。少なくとも、８世代は管理できること。 
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イ 運用監視 

・各種リソースや、アプリケーションのレスポンス監視を自動的に行うこと。 

・ジョブのスケジュール管理、自動実行状況の自動監視を行うこと。 

・設定している閾値を超える異常を検知した場合は、電子メール等によりシステム管

理者に通知すること。 

 

ウ 保守運用 

・ソフトウェアのパッチ適用、アプリケーションのバージョンアップ等を適切に、短

時間で行える設計とすること。 

・通常運用時及び障害発生時のマニュアルを整備すること。 

 

セキュリティ 

・本システムと利用者間の通信は TLSによる暗号化通信とすること。 

・Web不正アクセス対策として、セキュアコーディングを行うこと。 

 

１０ 構築・利用環境仕様 

・本システムは、県が提供する機器により、県庁 WANの特定セグメント上に配置する

こと（データセンターを想定）。なお、来年度以降、新たに調達するサーバに、本

システムを移行する可能性がある（本業務委託の範囲外）。 

・本システムは、物理サーバ２台で構成し、冗長構成とすること。 

・本システムへの接続経路は次の通りとすること。 

- 県：県庁 WAN 経由 

- 市：県市間の既設ネットワーク（兵庫県情報セキュリティクラウド等）経由 

・本システムと端末間は HTTPS通信とし、市役所等ネットワークから通信できるよう 

ネットワーク保守業者と調整すること。 

・OSは Linux OS（CentOS 7 最新版）を標準とすること。 

・仮想環境は VM ESX、KVM又は Dockerを使用すること。 

・開発言語は PHP ver.7.4以降、Laravel ver.8以降すること。 

・Vue.js等の Javascriptは安全に配慮して使用すること。 

・各種 Webブラウザ（IE,Chrome,FireFox,Safari）に対応したウェブアプリケーショ

ンとしてシステムを構築すること（端末に本システム利用のために特別なソフトウ

ェアのインストールは不要とする。）。 

・LGWAN内で稼働する次の端末で利用できること。 

（OS）Windows8.1、10 

（ブラウザ）InternetExplorer11 以降、Google Chrome、Chromium 版 Edge、

Firefox（各最新版） 

・IPAが発行の『TLS 暗号設定ガイドライン

(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)』に準拠した暗

号化設定を実施すること。 

・IPAが発行の『安全なウェブサイトの作り方

(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)』に準拠したシステム

構築・データ保護・プログラム開発を実施すること。 
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１１ 構築における留意事項 

作業の管理体制 

受託者は、本業務の実施に先立ち、コミュニケーション管理、進捗管理、品質管理、

リスク管理、課題管理、変更管理、セキュリティ管理等の管理要領を定めたプロジェ

クト管理要領を作成し、当該要領に基づき、本業務に係るプロジェクト管理を適切に

行うこと。特に定期的な進捗状況の報告に努めること。 

 

業務主管課、既存システム運用者との連携 

業務遂行にあたっては、県の業務主管課、既存システムの運用委託委事業者と緊密に

連携して行うこと。 

本事業における主要な関係者の役割分担を図表 7に示す。 

関係者 役割 

県企画県民部科学情報局

デジタル改革課 
• 本事業全般のプロジェクト管理・運営を行う。 

県健康福祉部感染症等対

策室感染症対策課 

• 保健所等や業務関係者との調整を行う。 

• 必要な業務データの入手・整備を行う。 

• テストを実施する。 

県健康福祉部感染症等対

策室疾病対策課 
• 出力する項目を決定する。 

県庁WAN等保守運用事業

者 

• 県庁WAN及び県情報セキュリティクラウドの保守運用

業者として、県の指示に従い本事業に協力する。 

既設機器提供事業者 • 既設機器等の賃貸借及び保守を行う。 

図表 7 関係者の役割分担 

 

個人情報の取り扱い 

・委託事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別紙３「個人情報取扱

特記事項」を遵守するとともに、実データを処理する際は県庁などの県が指定する

場所に限定する。また、個人情報の取扱者は、事前に県に許可を受けた者に限定す

る。 

 

１２ 運用引継ぎ 

・ 県または県が委託した事業者が保守運用をできるよう、引継ぎ資料を整備する。 

・ 引継ぎ資料として、引継ぎ管理書、保守マニュアル、操作手順書等を整備する。 

・ 特に、利用者（職員）向けの操作手順書は、簡潔に分かりやすいものとすること。 

 

１３ 納品物 

ドキュメント一覧 

提出すべきドキュメント一覧を図表 8に示す。 

納品ドキュメント名 納品形態 提出時期 

構築計画書 

・構築作業計画、工程表 
紙及び電子媒体 着手前 
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納品ドキュメント名 納品形態 提出時期 

・体制表 

構築設計書 

・基本設計書 

・詳細設計書 

・テスト計画書及びテスト結果報告書 

・移行設計書 

・運用設計書 

・環境設定シート 

紙及び電子媒体 構築完了後 

プログラムソースコード・実行モジュール 電子媒体  

運用引継ぎ資料 

・引継ぎ管理書 

・保守マニュアル 

・設定手順書・運用手順書 

・操作手順書（利用者、システム管理者用等）、想

定問答 等 

紙及び電子媒体  

会議資料・議事録 紙及び電子媒体 随時 

図表 8 提出ドキュメント一覧 

 

事前承認 

・ 各種設計書については、開発スケジュールに従い、適切な時期にレビューを実施し

て県の承認を得ること。 

・ ドキュメントを納入前に提出し、県の承認を得ること。 

 

作成上の注意 

・ 納入に必要な資材は、受託者において用意すること。 

・ 製本版は、原則としてA4判の用紙を使用し、種類別にチューブファイル等に収め、

背表紙等には内容を簡記すること。ただし、必要に応じてA3判で作成してもよい。 

・ 電子媒体の表面には収録内容を簡記すること。 

・ 電子データは、Microsoft Office 2016以降で編集できること。なお、製品カタロ

グや製品マニュアル等印刷物については PDF化すること。 

・ 電子媒体（CD-ROM または DVD-ROM）版と製本版（ソフトウェアを除く）に編纂し、

各 2部納品すること。 

 

１４ 留意事項 

契約不適合責任 

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、

県は受託者に対し、履行の追完を請求することができる。 

履行の追完は、民法第 562条第 1項本文にかかわらず、代替物の引渡し又は不足分

の引渡しの方法による。 

 

機密保持 

受託者は、本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、本契

約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
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法令等の順守 

受託者は、開発、保守に関して、県の個人情報保護条例、情報セキュリティポリシ

ー等を順守すること。また、法令及び契約書の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守

すること。 

 

知的財産の取扱い 

ア 受託者は本委託業務で得られた成果物の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48

号）第 27条、第 28条の権利を含む。）を無償で県に譲渡すること。 

イ 受託者は本委託業務で得られた成果物に著作者人格権を行使しないこと。また、本

委託業務で得られた成果物に第三者の著作者がある場合は、当該著作者に著作者人

格権を行使しないように必要な措置をとること。 

ウ 受託者は本委託業務によって得られた成果物について、県が使用する権利及び県が

第三者に使用を許諾する権利を無償で許諾すること。 

エ 受託者は特許権、著作権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術等を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。また、それに関わる費用につ

いては受託者の負担とする。 

 

疑義の解釈 

本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定

めるものとする。 

 

 


