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第１条（目的） 

 本業務は、八尾市（以下「発注者」という。）が保有する建設工事及び建設工事関連業務

に関する業者情報、入札契約情報及び検査情報を管理するとともに、現在、発注者が運用

している電子入札システム及び財務会計システムとの連携を行い、本仕様を満たす事業者

の選定を行うものである。 

 なお、八尾市契約管理システム（以下「本システム」という。）は、Ｗｅｂブラウザで利

用できるシステムとし、サービスはデータセンターを活用したクラウド形態とする。 

 

第２条（契約及び期間等） 

（１） 契約管理システム構築業務 

本業務の契約期間は、契約締結日から平成 31 年４月 30 日までとする。 

（２） 契約管理システムサービス提供業務 

本システムのサービス提供開始日は、平成 31 年５月１日とする。 

また、本システムの運用期間については、平成 31 年５月１日から平成 36 年４月 30

日までの５年間を前提とする。 

 

第３条（適用範囲） 

 本業務は、この仕様書に記載する範囲とする。ただし、仕様書に記載がない事項であっ

ても、本システムの導入及び利用にあたり、受注者が「企画提案書」等により提案した事

項及び社会通念に照らし、本業務の履行において必要不可欠と判断される事項については、

本業務の範囲に含むものとし、本仕様書で特に負担者又は負担方法を定めている場合を除

き、全て受注者の負担で実施するものとする。 

 なお、上記の範囲を超えた仕様の追加や変更が生じた場合は、費用負担等も含め、発注

者及び受注者双方が協議の上、決定するものとする。 

 

第４条（業務履行場所） 

 大阪府八尾市本町一丁目１番１号 

  八尾市役所本館４階 

   八尾市 総務部 契約検査課 

 

第５条（基本要件） 

（１） 本システムにおいて、業者情報、入札契約情報及び検査情報に係る管理業務が完結

できること。 

（２） 建設工事及び建設工事関連業務の区分に対応ができること。 

また、全機能を一つのシステムとして利用できること。 

（３） 電子入札システム、電子申請システム及び財務会計システムとのデータ連携機能を
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有し、システムの機能として、それぞれのシステムで管理する情報を電子的に受け

取り処理できること。 

また、加工した情報を電子的に引き渡せること。 

（４） 10 台以上の端末接続が同時に可能であること。 

（５） 自治体・官公庁に導入実績のあるＷｅｂブラウザで利用できるシステムとし、サー

ビスはデータセンターを活用したクラウド形態とする。 

（６） 現在、発注者が保有している業者情報、入札契約情報及び検査情報等を移行できる

こと。 

なお、データ移行は本業務には含まないものとし、データ移行に必要となる費用等

は別途協議の上、新たに契約を締結するものとする。 

（７） 作業画面が時系列順に整理されており、進捗状況が容易に確認できること。 

（８） 豊富なオプション機能を有し、将来的な拡張性があるシステムであること。 

（９） 業者情報、入札契約情報及び検査情報に係る帳票及び統計資料等の印刷機能を有す

ること。 

（10） 受注者が導入するシステムにおいて、より利便性の高い機能、効率的な処理方法を 

有する場合は、提案を受け、発注者の事務処理方法に適合する場合は、それを採用 

するものとする。 

（11） 受注者は、システム導入業務に着手したときは、遅滞なく「業務着手届」を本市に 

提出すること。 

（12） 受注者は、システム導入業務を完了したときは、遅滞なく「業務完了届」を本市に 

提出すること。 

（13） 受注者は、システムのサービス開始及び成果物の納品にあたり、各種動作確認の検 

収、電子入札システムとの連携確認等を行い、合格しなければならない。 

 

第６条（導入支援業務に関する要件） 

（１） サービスの詳細説明を行い、操作マニュアル等を提供すること。 

（２） サービスの利用をするために必要なデータ（コードマスタ、業者情報、入札契約情

報及び検査情報等）の準備に関する説明を行い、様式の提供等支援を行うこと。 

（３） 移行にあたって作成した上記のデータについてチェックを行い、修正に関する支援

を行うこと。 

（４） 提供したデータを基に、システムセットアップを行うこと。 

（５） 本システムの導入時において、発注者及び利用者向けの操作説明会を開催すること。 

 

第７条（運用に関する要件） 

（１） 運用時間帯は、発注者の調整により自由に設定できること。 

（２） 本システムへのログイン時にＩＤ及びパスワードによる認証を行うことができ、利
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用者ごとに権限の設定が可能であること。 

（３） 導入時に設定されている各種コードマスタ（用語、業種、業者ランク、組織情報等）

を発注者が登録及び修正できること。 

（４） システム稼働に影響を与えない時間において、自動バッチ処理により、１日１回、

登録されている情報すべてを対象としてデータバックアップを行うものとする。 

（５） 上記要件の詳細については、協議の上決定する。 

 

第８条（保守に関する要件） 

（１） システム障害等が発生した場合は、迅速に対応できる体制が十分確保でき、オンサ

イトによる対応が可能であること。 

（２） 電話及び電子メールにより、操作等に関する問い合わせ等に対応するヘルプデスク

を利用できること。 

（３） 本システムの運用に関して、発注者の要望や相談に応じ、適宜サポートすること。 

 

第９条（システム構成に関する要件） 

（１） 使用時に問題なく動作するスペックを有する機器構成とすること。 

【参考】平成 30 年度業者登録数：約 2,000 者、平成 29 年度発注件数：約 1,000 件 

（２） クライアント OS は、Windows7、10 にそれぞれ対応できること。 

（３） 現在、発注者の職員が利用している事務用パソコンを転用できること。 

事務用パソコンの主な構成は以下のとおり。 

OS：Windows7、ソフトウェア：Windows Office2010 以降 

 

第 10 条（セキュリティに関する要件） 

（１） 本システムを提供する施設等は、国内に所在地を置き、必要なセキュリティ及び災

害対策等の措置がとられていること。 

（２） ウイルス、情報漏えい及び不法侵入等の対策が施されており、常に最新の状態を保

持すること。 

（３） 八尾市個人情報保護条例及び八尾市情報システムセキュリティ規則等に従うこと。 

 

第 11 条（システムのデータ連携に関する要件） 

（１） 電子入札システムと Excel、CSV 形式ファイル等でデータ連携が行えること。 

（２） 電子申請システムと Excel、CSV 形式ファイル等でデータ連携が行えること。 

（３） 財務会計システムと Excel、CSV 形式ファイル等でデータ連携が行えること。 

（４） なお、上記のデータ連携は、自動連携ではなくファイルの手動操作による連携を想

定しており、システム間のファイルの転送については考慮する必要はない。 

詳細については、協議のうえで決定を行う。 
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第 12 条（システム機能要件） 

（１） 業者情報管理機能 

  ａ）建設工事及び建設工事関連業務でそれぞれ業者登録が可能であること。 

ｂ）所在地区分（市内・準市内・市外）の設定ができること。 

ｃ）経営状況が登録できること。また、経営事項審査情報の登録ができること。 

ｄ）業者番号、登録業種、フリガナ等の条件で業者情報が検索できること。 

ｅ）業者情報は契約事務と連携し、発注実績、契約実績、検査結果を自動的に反映で 

きること。 

  ｆ）業者情報は随時追加、削除できること。 

  ｇ）業者情報は随時変更でき、変更履歴が登録できること。 

  ｈ）指名停止・入札排除措置等の情報が登録できること。 

  ⅰ）共同企業体（ＪＶ）の情報が登録できること。 

  ｊ）業者情報を年度ごとに管理し、次年度へ繰り越し更新ができること。 

  ｋ）建設工事の種類、測量・建設コンサルタント等業務の業務種別の他、任意で業種 

の追加ができること。また、業種ごとに「新規・継続」の区分ができること。 

  ｌ）業種の配下に小業種区分も区分できること。 

  ｍ）発注者が指定する業種において、格付けテーブル等の設定により、業種ごとにラ 

ンクを自動で付番できること。また、発注者の判断により、手動での設定もでき

ること。 

  ｎ）業種ごとに付番したランクについて、再付番できること。 

  ｏ）ランク以外の登録項目を設定できること。 

（２） 契約情報管理機能 

  ａ）契約に関する情報を詳細に登録できること。 

  ｂ）契約情報は随時削除できること。 

  ｃ）契約情報は随時変更でき、変更履歴が登録できること。 

  ｄ）一般競争入札、指名競争入札、随意契約、総合評価落札方式等多彩な入札形態に 

対応できること。 

  ｅ）登録した契約情報について、他の案件を登録する際の雛形として再利用できるこ 

と。 

  ｆ）１件の入札で３回以上の入札回数が設定でき、それぞれの回の入札金額が登録・

確認できること。 

  ｇ）予定価格及び最低制限価格の事前・事後公表の両方に対応できること。 

  ｈ）前金払、中間前金払及び部分払の支払い条件が登録できること。また、部分払に 

ついては、支払回数が登録できること。 

ｉ）くじ引きによる落札者の決定に対応できること。 

ｊ）失格、重複落札等の情報が登録できること。 
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  ｋ）入札中止等により再入札を行う場合、登録した案件情報を再利用できること。 

  ｌ）業者情報から指名業者を選定できること。 

  ｍ）指名停止・入札排除措置等に該当する業者について、指名対象として選択できな 

いこと。 

  ｎ）消費税自動計算機能を有すること。 

  ｏ）カレンダー入力機能を有すること。 

  ｐ）年度、件名、落札業者等のキーワードで、処理すべき概要案件の一覧を容易に検 

索できること。 

（３） 検査事務情報管理機能 

  ａ）建設工事については部分・中間・完成などの検査日程及び成績等が登録・修正が 

できること。また、検査結果は無制限に登録ができること。 

  ｂ）検査作業は何回でも登録が可能であること。 

  ｃ）各課からの検査依頼と検査部門での検査結果処理がそれぞれできること。 

  ｄ）検査依頼、検査結果にて、工事成績評定表（監督員、検査員）を入力することが 

可能であること。 

  ｅ）八尾市が指定する検査事務情報印刷様式をカスタマイズできること。ただし、レ

イアウト等、細部は打合せにより決定する。 

（４） 印刷及びデータ出力機能 

  ａ）以下に示す帳票について、適宜印刷及びデータ出力できること。なお、加工及び 

修正等の利便性を考慮し、出力データは Excel 等加工が可能な形式とする。 

   ア）有資格者名簿（内部用） 

     ※建設工事及び建設工事関連業務でそれぞれ名簿作成でき、登録業種ごとに名 

簿作成できること。また、発注者が指定する項目が名簿に反映できること。 

   イ）有資格者名簿（閲覧用） 

     ※建設工事及び建設工事関連業務でそれぞれ名簿作成でき、登録業種ごとに名 

簿作成できること。 

   ウ）格付一覧表 

     ※格付対象となる業種について、一覧表として作成できること。 

   エ）入札・契約台帳 

     ※入札調書、入札執行経過簿 

   オ）統計資料 

ｂ）本システムで管理するデータについて、Excel、CSV 形式ファイル等で抽出が容易 

に可能であること。 

  ｃ）発注者が指定する印刷様式にカスタマイズできること。レイアウト等詳細につい 

ては、協議の上決定する。 
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【参考】現契約管理システム登録内容 

 

１．登録業種 

（１） 建設工事の種類 

ｺｰﾄﾞ 業種 ｺｰﾄﾞ 業種 

01 土木一式工事 16 ガラス工事 

02 建築一式工事 17 塗装工事 

03 大工工事 18 防水工事 

04 左官工事 19 内装仕上工事 

05 とび・土工・コンクリート工事 20 機械器具設置工事 

06 石工事 21 熱絶縁工事 

07 屋根工事 22 電気通信工事 

08 電気工事 23 造園工事 

09 管工事 24 さく井工事 

10 タイル・レンガ・ブロック工事 25 建具工事 

11 鋼構造物工事 26 水道施設工事 

12 鉄筋工事 27 消防施設工事 

13 舗装工事 28 清掃施設工事 

14 しゅんせつ工事 29 解体工事 

15 板金工事  

 

（２） 測量・建設コンサルタント等業務の業務種別 

ｺｰﾄﾞ 業種 部門 

51 測量業務 測量一般、地図の調整、航空測量 

52 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 建築一般、意匠、構造、暖冷房、衛生、

電気、建築積算、機械設備積算、電気設

備積算、調査 

53 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 河川、砂防及び海岸・海洋、港湾及び空

港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び

工業用水道、下水道、農業土木、森林土

木、水産土木、廃棄物、造園、都市計画

及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼

構造及びコンクリート、トンネル、施工

計画、施工設備及び積算、建設環境、機

械、電気電子 
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54 地質調査業務 地質調査 

55 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 土地調査、土地評価、物件、機械工作物、

営業補償・特殊補償、事業損失、補償関

連、不動産鑑定、登記手続き等 

 

（３） 業者管理の登録内容 

  ａ）基本入力 

登録内容 

・基本入力 

年度 業者ＣＤ（工事・業務） 受付日 

許可区分 許可番号 登録日 

業者名 カナ（業者名） 継続区分（新規・継続） 

ＪＶ区分（有・無） 法人区分 地区 

法人位置（前・後） 地域区分（市内・市外） 電子申請パスワード 

電子入札パスワード 市内新規  

・登録先（受任先の情報） 

営業所名 代表者名 カナ（代表者名） 

役職 住所 郵便番号 

電話番号 ファックス番号 メールアドレス 

メモ欄 

・その他（受任先を登録している際の本店の情報） 

代表者名 カナ（代表者名） 役職 

住所 郵便番号 電話番号 

ファックス番号 メールアドレス 

 

ｂ）業種（市内業者は３業種まで、市外業者は２業種まで登録可能。） 

登録内容 

希望順位 業種 小業種 

般特区分（一般・特定） 継続区分（新規・継続） 公認（有・無） 

総合評点（Ｐ） 主観 総合数値 

ランク 前々年度年間完成工事高 前年度年間完成工事高 

年間平均完成工事高 評点（Ｘ１） 評点（Ｚ） 

技術職員１級 技術職員２級 技術職員その他 

監理技術者 許可№ 許可日 
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許可区分 有効期限 

推進工事可能業種（八尾市独自の発注基準） 

 

ｃ）事務技術（工事（業務）に配置する技術者等の情報を登録し、管理する。 

登録内容 

氏名 生年月日 技術職員区分 

有資格区分 資格証明書交付番号 監理技術者資格者証№ 

指定業種  

 

ｄ）保険制度等 

登録内容 

建退協 健康保険及び厚生年金保険 雇用保険 

建災防 退職一時金制度導入 企業年金制度導入 

法定外労災補償制度導入  

 

ｅ）ＪＶ 

登録内容 

業者名 業者コード 年度 

出資比率 代表 

 

ｆ）経営情報 

登録内容 

審査基準日 有効期限 工法 

資本金 自己資本額 営業年数 

職員数 評点（Ｘ２）  

・技術職員数 

１級技術者 ２級技術者 その他技術者 

計 

・常勤職員数 

建従職員 監理技術者  

賃金不払件数 災害死亡者数 災害負傷者数 

・建設業経理事務士 

１級 ２級 ３級 

評点（Ｗ） 
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資格 全体（人） 自治体内（人） 

登録業種 一般特定 

経常利益 総資本経営利益率 流動比率 

固定比率 流動資産 固定資産 

流動負債 総資本額 年間平均実績高 

収益性 安定性 流動性 

健全性 評点（Ｙ）  

 

ｇ）機械 

登録内容 

名称 種類 能力 

所有数 

 

ｈ）ＩＳＯ 

登録内容 

登録番号 認証機関名 登録・更新日 

 

（４） 契約管理の登録内容 

ａ）案件入力 

登録内容 

年度 番号 業者年度 

工事（業務）番号 伺年月日 負担行為番号 

工事（業務）名 契約方法 随意契約理由 

業種 契約内容 工事（業務）担当課 

工事（履行）場所 概要 工期（履行期間）自～至 

受付番号 概算設計額（税抜・税込） 

監督部署名 監督員職名 監督員氏名 

予算課 科目（款、項、目、節、事業、細節、明細） 

予算措置（市単独、県補助、国補助、その他） 補助率（％） 

審査受付日 審査終了日 伺い受付日 

設計担当者  
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ｂ）業者選定 

登録内容 

年度 番号 契約方法 

業種 件名 選定 

並順 業者ＣＤ 業者名 

代表者 ランク 住所 

指名理由 区分 経審点数 

 

ｃ）執行入力 

登録内容 

一般公告年月日 一般申出受付日 設計図書配布-開始 

設計図書配布-終了 質疑受付日 回答日 

入札受付開始日 入札受付終了日 開札 

場所 設計金額（税抜・税込） 予定価格（税抜・税込） 

契約保証金 入札保証金 前払金 

支給材料 基準価格設定 比較価格（税抜） 

基準価格（税込） 支払方法 部分払い回数 

予算会計 配当金 

 

ｄ）経過入力 

登録内容 

業者ＣＤ 業者名 １回結果 

１回金額 ２回結果 ２回金額 

３回結果 ３回金額 最終結果（落札・不調・保留） 

落札価格（税込・税抜） 消費税 設計金額（税込・税抜） 

消費税 予定価格 最低制限価格 

入札（見積）書比較価格 最低制限価格比較価格 

 

ｅ）契約入力 

登録内容 

・最新情報 

契約日 契約金額 消費税 

着手日 完成予定日  

・当初情報 
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当初契約日 当初契約金額 消費税 

当初完成予定日 

契約保証金 契約結果 議会の議決 

前払い金 支払方法 

 

ｅ-１）契約入力（各種届出入力） 

登録内容 

・入力 

届出日 着手年月日 完成年月日 

完成届受理日 現場代理人 主任（管理）技術者 

監理（照査）技術者 

・前回登録内容（直近の変更内容が表示される。） 

届出日 着手年月日 完成年月日 

完成届受理日 現場代理人 主任（管理）技術者 

監理（照査）技術者 

 

ｅ-２）契約入力（変更契約入力） 

登録内容 

変更契約日 工期開始日 工期終了日 

設計金額（税込） 内消費税 請負額（税込） 

内消費税 増減額（税込） 内消費税 

変更理由 審査受付日 審査終了日 

伺い受付日  

 

ｆ）議決入力 

登録内容 

議決日 開始日  

 

ｇ）竣工入力 

登録内容 

システム完了日 成績評定点  
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ｈ）検査願い入力 

登録内容 

検査依頼日 検査種別 監督員 成績評定点 

 

ｉ）検査結果入力 

登録内容 

検査日 検査員名 成績通知番号 

主管課確認日 手直し期限 手直し実施日 

出来高額 支払額 検査員成績評定点 

 


