粗 大ごみ収 集オンラ イン申込 みシステム 業務委託 仕様書

１

事業の 目的
これま で日中の 電話のみ であった 、粗大ご みの収集 運搬処理 の申込み （以下
「申込み 」という 。）につ いて、ス マートフ ォンやパ ソコン等 から２４ 時間でき
るほか、 粗大ごみ 用証紙売 りさばき 人から証 紙を購入 すること なくオン ラインで
粗大ごみ 収集運搬 処理手数 料（以下 「処理手 数料」と いう。） の決済（ 本業務で
は、決済 システム への誘導 および連 携のみ） が出来る システム を導入し 、市民の
利便性向 上をはか ることを 目的とす る。

２

委託期 間
契約締 結日の翌 日から令 和５年３ 月３１日 まで

３

業務委 託の概要
市民か らの粗大 ごみの申 込みの受 付けおよ び申込み を管理す るオンラ インシス
テムを市 に提供す るととも に、シス テムの保 守管理を 行う。

４

業務委 託の内容
(1) シス テムの構 築
携帯 端末（ス マートフ ォン・タ ブレット ）の他、 パソコン 等からイ ンターネ
ットに より、市 民が粗大 ごみの申 込みを容 易にでき るオンラ インのシ ステムを
構築す ること。
なお 、システ ムは、受 託者のも つパッケ ージソフ トの改修 等で本仕 様を満た
すもの であるこ とを妨げ ない。
(2) シス テムテス トの実施 および運 用テスト 支援
ア

シ ステムテ スト
構 築したシ ステムの 動作、性 能等に問 題がない か検証す るシステ ムテスト
を行 うこと。 システム テストは 、受託者 があらか じめテス ト仕様書 および成
績書 を作成し 、市の承 認を受け た後に実 施するこ と。また 、実施し たシステ
ムテ ストの結 果は、市 に報告し 承認を受 けること 。

イ

運 用テスト 支援
シ ステムの 稼働前に 、実際の 運用環境 下で２ヶ 月程度の 運用テス トを行う
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もの とし、運 用テスト の支援を 行うこと 。
※委 託料のう ち、保守 管理料（ 月額）は 、システ ムの稼働 に対して 支払うも
のと し、運用 テスト期 間は支払 いの対象 としない 。
(3) シス テムの稼 働
シス テムの稼 働は、令 和４年１ ０月３日 （月）か らとする こと。
(4) マニ ュアルの 作成
シス テム操作 にかかる マニュア ルを作成 し、市に 提出する こと。マ ニュアル
は、必 要に応じ 随時改訂 版を作成 すること 。
(5) 操作 研修の実 施
シス テムの稼 働前に、 市および 市が粗大 ごみの収 集運搬業 務を委託 する事業
者（以 下「収集 運搬業務 委託事業 者」とい う。）を 対象とし た操作研 修を実施
するこ と。
(6) ホー ムページ の公開
市民 が粗大ご みの申込 みを行う 「申込み システム 」と、市 および収 集運搬業
務委託 事業者が 申込みの 管理を行 う「申込 み管理シ ステム」 をインタ ーネット
上に公 開するこ と。ホー ムページ のＵＲＬ は、市が 指定する 期日まで に納品す
ること 。
(7) シス テムの保 守・管理
シス テムが常 に正常な 状態で稼 働するよ う保守・ 管理を行 い、必要 があれば
更新・ 追加を行 うこと。
(8) 報告 書の提出
市が 報告を求 めた事項 について は、報告 書を提出 すること 。

５

システ ムの利用 環境
(1) 動作 環境
申込 みシステ ム、申込 み管理シ ステムと もに、以 下のＯＳ 、ブラウ ザで安定
的に動 作するシ ステムで あること 。
ア

ＯＳ
Windows10 以降、macOS Sierra 以 降、Android10 以 降、iOS10 以降 、
iPadOS13 以降

イ

ブ ラウザ
Google Chrome、 Microsoft Edge、 Safari
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(2) セキ ュリティ 対策
ア

ネ ットワー クセキュ リティ
(ｱ) データ漏 洩防止の ためＳＳ Ｌによる 暗号化を 行うこと 。
(ｲ) システム への侵入 や攻撃を 防止する ため、フ ァイヤー ウォール を構築す
る こと。
(ｳ) 信頼性の 高いウイ ルス対策 ソフトの 導入や、 最新のパ ターンフ ァイルを
適 用するこ と等によ り、適切 にシステ ムを運用 すること 。
(ｴ) セキュリ ティ対策 について 、定期的 な確認を 行うこと 。

イ

ア クセスセ キュリテ ィ
(ｱ) 申込みシ ステムは 、認証機 能により システム にアクセ ス出来る 利用者か
確 認がされ ること。
(ｲ) 申込み管 理システ ムは、Ｉ Ｐ制限に より受託 者、市お よび収集 運搬業務
委 託事業者 のみがア クセス出 来ること 。

ウ

物 理的脅威 に対する セキュリ ティ
サ ーバーお よびネッ トワーク 機器等は 、施錠、 監視カメ ラ、侵入 検知シス
テム 等を用い たセキュ リティ環 境のもと 管理する こと。

(3) 利用 方法
利用 者は、申 込みシス テムの利 用者登録 ページか ら、住所 、氏名、 電話番号
などを 入力し、 利用者登 録するこ とにより ＩＤとパ スワード が発行さ れるもの
とする 。発行さ れたＩＤ とパスワ ードを用 いてログ インする ことによ り、粗大
ごみの 申込みを 利用でき るものと する。
ただ し、利用 者登録を しない場 合でも、 住所、氏 名、電話 番号など 必要な情
報を入 力するこ とにより 、粗大ご みの申込 みができ るものと すること 。
(4) 性能
ア

最 大で一日 あたり２ 千件、年 間２万５ 千件の粗 大ごみ申 込みに対 応できる
こと 。

イ

６

申 込み管理 システム は、同時 に最大１ ０人まで ログイン できるこ と。

システ ムの機能 要件
(1) 申込 みシステ ムの機能
ア

利 用者登録 ページ
(ｱ) オンライ ン申込み の具体的 な流れを 最初に表 示し、確 認ボタン を押した
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後 に利用者 登録に進 めること 。
(ｲ) 利用者が 入力フォ ームから メールア ドレスを 送信する ことで利 用者登録
ペ ージのＵ ＲＬが自 動返信さ れ、利用 者登録が できるこ と。
(ｳ) 利用者登 録は、メ ールアド レスとパ スワード 、住所、 氏名、電 話番号、
収 集地区、 住宅種別 （戸建て 、集合住 宅等）、 排出場所 等の基本 情報を入
力 できるこ と。また 、登録す ることで 、次回以 降ログイ ンすると 基本情報
が あらかじ め自動で 表示され ること。
(ｴ) 利用者の 住所から 収集地区 が自動選 択される こと。ま た、収集 地区はキ
ー ワード検 索もでき ること。
(ｵ) ログイン 後、粗大 ごみの申 込みおよ び基本情 報の変更 ならびに 登録の削
除 ができる こと。
(ｶ) 利用者登 録しない 場合でも 、粗大ご みの申込 みができ ること。
(ｷ) 注意事項 等を表示 できるこ と。
イ

粗 大ごみ申 込みペー ジ
(ｱ) 粗大ごみ の品目を 分類、フ リーワー ドから絞 り込んで 選択でき ること。
選 択した品 目ごとに 分類、処 理手数料 、数量が 自動表示 されるこ と。また 、
選 択した品 目の数量 と処理手 数料の合 計が表示 されるこ と。
(ｲ) 希望する 収集日を 収集カレ ンダーか ら選択で きること 。収集カ レンダー
で 選択でき る収集日 （曜日） は、収集 地区に応 じて自動 で表示さ れるもの
と し、受付 可能な日 は「〇」 、受付不 可な日は 「×」で 表示し、 「×」の
日 は選択で きないも のとする こと。
(ｳ) すべての 入力が完 了し予約 ボタンを 押すと、 入力内容 が反映さ れた確認
画 面が表示 されるこ と。ただ し、入力 内容に不 備がある 場合は、 その旨を
表 示し、確 認画面に 進むこと ができな いものと すること 。
(ｴ) 品目、総 数ごとに １回あた りの申込 み上限数 量が設定 できるこ と。
(ｵ) 申込みが された段 階で直ち に自動的 に収集日 の取得、 返信メー ルの作成
・ 送信が行 われるこ と。

ウ

申 込み受付 メールの 配信
(ｱ) 申込みを 受付けた 後、自動 で仮申込 み受付メ ールが利 用者に配 信される
こ と。メー ルには、 仮申込み 番号、収 集日、排 出場所、 粗大ごみ の品目、
処 理手数料 の合計が 表示され ること。
(ｲ) 申込み管 理システ ムにおい て処理状 況ステー タスを本 申込みに 変更した
- 4 -

際 、利用者 に本申込 み完了メ ールが配 信される こと。メ ールには 、本申込
み 番号､収集日、 排出場所 、粗大ご みの品目 、処理手 数料の 合計金額 、オ
ン ライン決 済用ＵＲ Ｌが表示 されるこ と。
(ｳ) 利用者が オンライ ン決済を 行った場 合は、支 払い完了 メールが 配信され
る こと。メ ールには 、本申込 み番号､収集日 、排出場 所、粗 大ごみの 品目、
処 理手数料 の合計、 印刷用の 決済情報 を表示す るための ＵＲＬが 表示され
る こと。
(ｴ) 収集日の 前日に翌 日の収集 をお知ら せするメ ールが自 動で配信 されるこ
と 。メール には、本 申込み番 号､収 集日、排 出場所、 粗大ご みの品目 、処
理 手数料の 合計が表 示される こと。
エ

オ ンライン 決済
(ｱ) 別途市が 契約する 指定納付 受託者と 連携し、 クレジッ トカード 等での決
済 ができる こと。
(ｲ) 決済後、 完了画面 を表示す ること。 また、印 刷用の決 済情報を 表示する
た めのＵＲ Ｌが表示 されるこ と。

(2) 申込 み管理シ ステムの 機能
ア

基 本事項
(ｱ) 利用者の 登録情報 や粗大ご みの申込 み情報を 検索、確 認できる ほか、情
報 の変更・ 追加がで きること 。
(ｲ) 電話で受 付けた申 込みを登 録できる よう、申 込み管理 システム において
申 込みシス テムで利 用者が入 力する情 報と同様 の情報を 登録する 「申込み
入 力」がで きること 。
(ｳ) 各種帳票 出力のほ か、シス テムから 利用者に メール送 信ができ ること。
(ｴ) ログアウ トできる こと。

イ

申 込み入力
(ｱ) 申込み受 付日、申 込み方法 、収集日 、処理状 況ステー タスを設 定できる
こ と。
(ｲ) 申込み情 報ごとに ステータ スを仮予 約、本予 約、取り 消しに変 更できる
こ と。
(ｳ) 全ての入 力が完了 すると、 入力内容 が反映さ れた確認 画面が表 示される
こ と。ただ し、入力 内容に不 備がある 場合は、 その旨を 表示し、 確認画面
に 進むこと ができな いものと すること 。
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確認が終 了した場 合は、仮 予約番号 が発番さ れ、シス テムに登 録される
こ と。
(ｴ) 収集担当 者への伝 達事項な どをメモ 入力でき ること。
ウ

申 込み検索
(ｱ) 申込み番 号、申込 み受付日 、申込み 方法、収 集日、処 理状況ス テータス 、
利 用者、オ ンライン 決済の利 用状況で の検索の ほか、キ ーワード 検索にも
対 応できる こと。
(ｲ) 検索結果 一覧には 、申込み 番号、申 込み受付 日、申込 み方法、 収集日、
処 理状況ス テータス 、利用者 、オンラ イン決済 の利用状 況等、市 が指定し
た 情報を表 示できる こと。
(ｳ) 申込み情 報は、一 覧または 個別に詳 細情報を リストで 出力でき ること。
(ｴ) 現在の申 込み状況 をカレン ダー形式 で表示で きること 。また、 カレンダ
ー から指定 日の予約 状況を一 覧で表示 ・出力で きること 。

(3) 帳票 出力
次の 帳票をエ クセルで 出力でき ること。
ア

申 込み個別 帳票
申 込み情報 ごとに収 集日、住 所、氏名 、粗大ご みの分類 、品目、 処理手数
料、 個数、処 理状況ス テータス 等を出力 できるこ と。帳票 は、市が 指定する
様式 で出力で きること 。

イ

申 込み日報 ・年報
日 にちや期 間を指定 し、申込 み方法、 粗大ごみ の分類、 品目、処 理手数料 、
個数 等を集計 し出力で きること 。

ウ

分 類・品目 別集計
粗 大ごみの 分類、品 目別に期 間を指定 し、処理 手数料、 個数等を 集計し出
力で きること 。

エ

区 域別収集 日報
区 域と日に ちを指定 し、申込 み件数、 申込み個 数等を集 計し出力 できるこ
と。

(4) 登録
ア

カ レンダー 登録
(ｱ) 日付別、 収集区域 別に申込 みの可否 を登録・ 変更でき ること。
(ｲ) 日付別に 申込み上 限件数を 設定でき るほか、 件数は随 時登録・ 変更でき
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る こと。
(ｳ) 申込みの 出来る時 期を任意 に登録・ 変更でき ること。
イ

分 類登録
(ｱ) 粗大ごみ の分類を 登録・変 更できる こと。
(ｲ) 分類は最 大１００ 件登録で きること 。

ウ

品 目登録
(ｱ) 粗大ごみ の品目、 分類、処 理手数料 を登録・ 変更でき ること。
(ｲ) 品目は最 大１，０ ００件登 録できる こと。
(ｳ) 粗大ごみ として申 込みでき ない品目 について 申込み不 可を登録 ・変更で
き ること。
(ｴ) 申込み管 理システ ムでのみ 表示され る品目を 登録・変 更できる こと。
(ｵ) 品目の登 録データ をエクセ ルで出力 できるこ と。

エ

処 理手数料 登録
各 品目ごと の処理手 数料を登 録・変更 できるこ と。

オ

収 集区域登 録
収 集区域と それに紐 づく町名 を登録・ 変更でき ること。

カ

メ ールのテ ンプレー ト登録
仮申 込み時、本 申込み時 、および オンライ ン決済利 用時、 収集日前 日の
自動送 信メールな どのテン プレート を１０件 程度登録 できる こと。

７

保守・ 管理業務
(1) 基本 事項
シス テムが正 常な状態 で稼働す るよう、 サーバー やシステ ムのログ 等をもと
に常に 状況の確 認を行う こと。ま た、シス テムに問 題が発生 した場合 は直ちに
対応す ること。
(2) バッ クアップ
毎日 データの バックア ップをと り、サー バー機器 の保管施 設とは別 の遠隔地
に保存 すること 。
(3) 障害 対応
ア

シ ステム障 害が発生 した場合 は、速や かに市に 届け、迅 速な復旧 に努める
とと もに、原 因の究明 と再発防 止のため 必要な措 置を講じ ること。 また、シ
ステ ム障害が 発生して いること を粗大ご み申込み ページに 表示する とともに 、
- 7 -

利用 者が誤っ た申込み をしない よう、申 込みを停 止するな どの対応 を行うこ
と。
イ

サ ーバー機 器には無 停電電源 装置を活 用するこ とにより 、停電時 に安定し
た電 源供給を 行うこと 。

(4) デー タセンタ ーの利用
全て の機器は 、市庁舎 内に設置 せず、デ ータセン ターを利 用し、機 器・ネッ
トワー ク回線等 の維持管 理等は原 則受託者 が行うこ と。なお 、本市の 承諾を得
たとき は、デー タセンタ ー利用の 再委託も 認めるも のとする 。

８

問い合 わせ等の 対応体制
(1) 市お よび収集 運搬業務 委託事業 者からの 操作方法 の問い合 わせや障 害発生等
の連絡 に、確実 に対応出 来る体制 を整える こと。
(2) 対応 時間は、 障害発生 等の場合 を除き、 月曜日～ 金曜日の 午前８時 半～午後
５時（ 祝日、年 末年始を 除く）と すること 。

９

再委託 等につい て
(1) 受託 者は、業 務の全部 又は主た る部分を 再委託し てはなら ない。
(2) 受託 者は、業 務の一部 を再委託 するとき は、再委 託先の概 要や責任 者、再委
託する 内容等に ついて、 事前に書 面により 協議し、 承認を得 ること。

10

成果品
本業務 委託の成 果品とし て、申込 みシステ ムおよび 申込み管 理システ ムをイン
ターネッ ト上に公 開するほ か、次の ものを市 に納入す ること。
(1) サー バ項目設 定シート
(2) マス タ項目設 定シート
(3) シス テム項目 設定シー ト
(4) テス ト仕様書 兼成績書
(5) 操作 マニュア ル

11

業務完 了報告
受託者は、業務が完了したときは、業務完了報告書を１４日以内に提出すること。
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12

その他
(1) 本業 務の契約 金額には 、本業務 に関わる 一切の経 費を含む ものとす る。
(2) 受託 者は、業 務上知り 得た秘密 を第三者 に漏らし てはなら ない。
(3) 受託 者は、本 業務を履 行する上 で関係法 令等を遵 守するこ と。
(4) 受託 者が適切 な対応を 怠り、委 託者また は第三者 が損害を 受けた場 合は、す
べて受 託者の責 任と負担 により、 信頼回復 、原状回 復および その他賠 償等につ
いて対 応するこ と。
(5) 受託 者は、重 要と認め る事項に ついては 、あらか じめ市と 文書で協 議し、承
認を得 なければ ならない 。
(6) 本仕 様書に記 載のない 事項又は 疑義が生 じた事項 について は、市お よび受託
者双方 の協議に より決定 するもの とする。
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