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公用車・会議室予約管理システム構築業務仕様書   

 

第１ 基本事項 

１ 目的 

  宮城県（以下「発注者」という。）では，行政運営のスリム化の一環として，公用車の使

用・管理の効率化に取り組んでいる。 

  現在，公用車の使用手続は，紙媒体を基本とした管理や対面での鍵の受渡を行っており，公

用車の使用者と管理者の双方に手間が生じているほか，車両の稼働データの把握・活用が難し

く，適切な管理につながっていなかった。 

  このことから，公用車の予約管理と鍵の貸出を行うシステムを導入し，公用車の使用手続の

効率化と管理の適正化を図るもの。併せて，会議室の予約管理と鍵の貸出についても同様のシ

ステムを導入し，使用・管理の効率化を図るもの。 

 

２ 業務概要 

  宮城県行政庁舎において管理する公用車及び会議室の予約管理を行うシステム（以下それぞ

れ「公用車予約システム」及び「会議室予約システム」という。）と鍵を管理する装置（以下

「鍵管理システム」という。）を構築するもの。 

 

３ 本仕様書の位置づけ 

  本仕様書に示す全ての要件を満たすことが望ましいが，仕様を直接満たさない事項がある場

合は，それを明記の上，その理由や代替策について記載すること。 

 

４ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月２８日まで  

 

５ 履行場所 

  宮城県行政庁舎（仙台市青葉区本町三丁目８番１号） 

 

６ 基本方針 

(1)本業務で導入するシステムは，発注者がインターネット等の外部のネットワークに接続し

て県庁内外に広く情報の送受信を行うネットワークとして整備している庁内ＬＡＮ（情報系

ネットワーク）で運用するものとする。 

(2)他自治体で利用実績のあるパッケージソフトをベースとし，発注者独自の仕様部分につい

てはカスタマイズにより機能を実現するものとする。  

 

７ 調達の範囲 

本業務の範囲は次のとおりとする。 

 (1)本業務に必要な基本設計，詳細設計，システム開発又はシステムの提供 

 (2)本業務に必要な機器の調達及び設置工事（鍵管理機，カードリーダ，サーバ機器等） 
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(3)(2)の機器に必要な電源配線及びネットワーク機器・ケーブル類の整備（ＬＡＮケーブル含

む。） 

 (4)システム操作マニュアルの作成 

 (5)その他システムを正常に稼働させるために必要な業務 

 

８ 対象車両等の規模 

 (1)本庁の公用車   約１５０台 

 (2)本庁の共用会議室  約２０室 

 (3)利用職員数（アカウント数） 約２，８００人 

 

９ システム概要図 

  本業務におけるシステム概要図は次のとおり。 

 

10 ネットワーク  

  庁内ＬＡＮ（情報系ネットワーク）上で動作するシステムを構築すること。 

  なお，ネットワーク接続時の主な注意点は次のとおり。 

(1)本業務の導入機器をネットワーク接続する際には，別紙１「鍵管理機設置位置図（予

定）」及び別紙２「ネットワーク機器配置図（縦断図）」において赤色で示すＬＡＮケーブ

ルを本業務にて敷設して接続する必要がある。ＬＡＮケーブルはカテゴリ 5e以上の規格に

て整備すること。 

  なお，図示しているＬＡＮケーブルのルートは概要を示しているため，敷設前に現地調査

を実施の上，選定した敷設ルートを発注者に事前報告・協議した上で，整備すること。 

(2)システム管理サーバ等，鍵管理機以外の機器をネットワーク接続する際に必要となるＬＡ

Ｎケーブルについても，機器設置場所，ネットワーク接続ルート等を発注者と協議の上，敷

設を行うこと（ＬＡＮケーブル配線距離が１００ｍを越える場合には，必要に応じて中継Ｈ

ＵＢ等も本業務にて設置すること。）。 

 

職員ＰＣ 

職員ＰＣ 

会議室予約

管理サーバ 

鍵管理機 

（公用車鍵用） 

鍵管理機 

（会議室鍵用） 

庁内ＬＡＮ 
職員ＰＣ 

公用車予約

管理サーバ 

職員認証・情報共有システム 

有線ＬＡＮ 有線ＬＡＮ 

本業務の調達範囲 

有線ＬＡＮ 

管理用 

ＰＣ 

データ連携 
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(3)行政庁舎のフロア毎に異なるセグメントが割り当てられている。 

(4)庁内ＬＡＮからインターネット接続する際には，総務省が標準要件を定める「自治体情報

セキュリティクラウド」サービスやプロキシサーバ等を経由する構成となっている。 

 

第２ 予約システムの機能要件 

１ 共通事項 

 公用車予約システムと会議室予約システム（以下まとめて「予約システム」という。）に共

通した要件は次のとおりとする。 

 (1)基本要件 

イ 予約システムの運用方式はＷｅｂ方式とし，宮城県職員が使用するパソコンのＷｅｂブ

ラウザから予約システムのログイン用ＵＲＬにアクセスしてログインすることにより予約

システムを利用できるものとする。対象ブラウザは Microsoft Edgeとする。 

ロ 全ての職員（第１の８(3)に示す職員数）にアカウントを付与し，アカウント情報とし

て所属名，職名，氏名，メールアドレスを登録すること。 

ハ アカウント情報の登録に当たっては，県の職員認証・情報共有システムからＣＳＶ形式

で提供されるデータを受け取り，必要により加工した上で予約システムに登録し，利用で

きること。連携方式，連携内容等については別途協議の上、決定するものとする。 

ニ 予約システムの職員情報は，鍵管理システムの職員情報と自動連携できること。 

ホ 予約システムの利用権限を３種類（一般，各所属（車両又は会議室）管理者，システム

管理者）用意し，予約システムを利用する職員に権限を設定することで，利用できる機能

を制限できること。 

ヘ 予約システムから予約した公用車及び会議室の鍵については，予約と連動して鍵管理機

から鍵を取り出すことができるよう鍵管理機への制御が行えること。 

ト 鍵管理機からの鍵の取り出し情報等を予約システムへ反映すること。 

 (2)関連機器との連動 

イ 予約の時間に伴い，鍵管理機の取り出し等の連携を随時行うこと。 

  ロ 鍵管理機への鍵の返却により，予約システムの予約の終了及び変更を自動的に行うこ

と。 

 (3)メンテナンス等 

イ １日１回指定時間に，データベースの自動バックアップを行うこと。 

ロ 任意の期間を指定して，随時統計情報の出力ができること。 

ハ 予約システムの稼働中も車両データ等の更新ができること。 

ニ システム設定として，１日標準稼働時間等の設定が可能であること。 

ホ 設定した１日標準稼働時間に基づいて稼働率を計算することができること。 

ヘ ユーザの管理として権限の設定が可能であること。 

ト 予約システムで設定するカレンダーへ土日祝日を設定することができること。 

チ システムに入力されたデータは，５年以上保管可能であること。 

リ ログイン直後の画面に表示するお知らせを入力することができること。 
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 (4)その他 

   将来的に運用方法の変更や運用規模の拡大に伴いシステムの変更を必要とする場合，発注

者と受注者の協議により，システムを変更できるものとする。 

 

２ 公用車予約システムの機能要件 

 (1)車両情報  

  イ 車両情報として次の基本項目を登録・編集できること。 

   (ｲ)車検証情報 

    ・登録番号 

・登録年月日 

・初度登録年月 

・種別 

・用途 

・車名 

・乗車定員 

・型式 

・燃料の種類 

・車検の有効期間 

   (ﾛ)車両所管所属情報 

    ・管理所属 

・共用車両・所属車両の別 

・保管場所 

・駐車位置 

    (ﾊ)定期点検，車検，修繕等の記録 

・定期点検情報（履歴） 

・車検情報（履歴） 

・修繕情報（履歴） 

・事故情報（履歴） 

・リース情報（リース事業者名，リース期間） 

   (ﾆ)予約に関する設定 

    ・公開可否 

・予約可否 

・予約制限（所属制限，予約可能期間等） 

(ﾎ)その他 

・駆動方式 

・ドライブレコーダ 

・カーナビ 

・装備品 

・写真 
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・備考 

  ロ 車両情報の登録・変更はシステム管理者，各所属管理者以外に操作できないこと。 

  ハ 入力に際しては，他の車両の情報の複写機能を持たせること。 

  ニ ＣＳＶ形式で車両情報を一括取込できること。 

 (2)予約情報  

イ 予約状況表示 

 (ｲ)週毎，月毎及び日毎に表示し，確認及び予約ができること。 

   (ﾛ)予約可能な車両を日付等の検索条件により絞り込み表示ができること。 

   (ﾊ)車両の表示順を任意に設定できること。 

    (ﾆ)車両の詳細情報を確認できること。 

   (ﾎ)車両の予約状況（予約中，運行中等）を確認できること。 

  ロ 車両予約入力 

   (ｲ)予約情報として次の内容を登録できること。 

・予約開始日時（使用年月日（旅行期間）） 

・予約終了日時（使用年月日（旅行期間）） 

・予約者，内線番号 

・運転者 

・同乗者 

・用務（旅行内容） 

・用務先（目的地，経路） 

・備考 

・アルコール点検の結果（点検日時，点検方法） 

※車両予約は，アルコール点検の結果以外の項目を入力することにより完了するものと

し，アルコール点検の結果は(4)ロの車両予約の申請時に入力する。 

   (ﾛ)予約可能期間を任意に設定できること。 

(ﾊ)予約は30分単位で行えるようにすること。 

   (ﾆ)定期予約（毎週指定曜日を予約する等）や不定期（複数日）予約ができること。 

  (ﾎ)予約開始時間から指定時間経過後，予約が自動取消されること。 

     (ﾍ)土日，祝日を区別して設定できること。 

(ﾄ)鍵管理機へのアクセス権者は予約に含まれる職員とすること。 

(ﾁ)１つのアカウントで同一時間帯に予約できる車両は１台までとする。 

   (ﾘ)予約完了後の予約内容の確認，変更及び取消が可能であること。 

   (ﾇ)予約情報の変更は，予約者，運転者，同乗者，各所属管理者及びシステム管理者が行

えること。 

(3)運行記録入力 

  イ 運行記録情報として次の内容を登録できること。 

    なお，車両別，月別に作成し，いつでも閲覧及び出力が可能とする。 

(ｲ)車両番号 

(ﾛ)使用年月日 
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(ﾊ)運転者 

(ﾆ)同乗者 

(ﾎ)用務（旅行内容） 

(ﾍ)用務先（目的地，経路） 

(ﾄ)運行開始時間 

(ﾁ)運行終了時間 

(ﾘ)出発時指数（Ｋｍ） 

(ﾇ)帰庁時指数（Ｋｍ） 

(ﾙ)走行距離 

(ｦ)給油量 

(ﾜ)車両異常の場合の記録 

(ｶ)ＥＴＣ使用有無・区間等 

(ﾖ)日常点検の結果 

 ・ブレーキ 

 ・タイヤ 

 ・灯火装置・方向指示器 

 ・車体の損傷 

 ・ウィンド・ウォッシャ及びワイパー 

・洗車及び車内清掃 

・原動機 

 (ﾀ)アルコール点検の結果（点検日時，点検方法） 

(ﾚ)備考 

  ロ 鍵管理機の情報（取り出し等）を自動反映できること。 

ハ 予約情報の自動表示や自動計算等の工夫があること。 

  ニ 運行記録未入力の車両を一覧表示できること。 

  ホ 運転記録情報の登録・変更は，予約者，運転者，同乗者，予約者と同じ所属の職員，各

所属管理者及びシステム管理者が行えること。 

 (4)承認機能 

  イ 車両予約及び運行記録の申請・承認が行える機能を有すること。 

ロ 車両予約の申請・承認フローは，車両予約入力時に承認者を選択（承認ルートは２ルー

ト（旅行命令・運転命令）とし，各ルート最大４人まで設定可能とする）し，運行当日に

アルコール点検の結果を入力して申請を行うものとする。 

ハ 運行記録の申請・承認フローは，運行記録入力時にアルコール点検の結果を入力し，承

認者を選択（承認ルート１ルート（運行報告）とし，各ルート最大４人まで設定可能とす

る）して申請を行うものとする。 

ニ 車両予約及び運行記録の申請を行った場合，承認者には承認依頼，運転者及び同乗者に

は予約情報（承認者の情報を含む。）を電子メールで通知できること。 

ホ 車両予約の申請を行った時点で，鍵管理機から鍵の取り出しができること。 

  ヘ 承認者は，複数の案件を一括処理することができること。 
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ト 承認者は，処理すべき案件がある場合，システム上で把握できること。 

 (5)各所属管理者及びシステム管理者 

  イ 各所属管理者は自所属が管理する車両について職員に代わって予約情報，運行記録情報

の作成・編集ができること。  

ロ システム管理者は全ての予約情報，運転記録情報の作成・編集ができること。 

(6)帳票出力機能 

   次の帳票を出力（CSV出力）できること。  

イ 稼働統計 

ロ 走行統計 

ハ 給油統計 

ニ 事故統計 

ホ 車両情報 

ヘ 運行記録 

ト 予約情報 

 

３ 会議室予約システムの機能要件 

 (1)会議室情報  

イ 会議室情報として次の基本項目を登録，編集できること。 

   (ｲ)会議室情報 

    ・会議室名 

    ・管理所属 

    ・フロア（階数，場所） 

・収容人数 

・面積 

・用途 

    ・空調（あり・なし） 

    ・無線ＬＡＮ（あり・なし） 

    ・窓の位置 

 ・床の種類 

    ・飲食の可否 

    ・内線番号 

(ﾛ)設備情報 

    ・机 

・椅子 

・液晶ディスプレイ 

・ホワイトボード 

・サインスタンド 

・時計 

・その他 
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    (ﾊ)予約に関する設定 

    ・公開可否 

・予約可否 

・予約制限（予約可能期間等） 

   (ﾆ)その他 

    ・写真 

    ・レイアウト図 

    ・使用条件 

    ・備考 

  ロ 会議室情報の登録・変更はシステム管理者，各所属管理者以外に操作できないこと。 

ハ ＣＳＶ形式で会議室情報を一括取込できること。 

 (2)予約情報  

イ 予約状況表示 

 (ｲ)週毎，月毎及び日毎に表示し，確認及び予約ができること。 

   (ﾛ)予約可能な会議室を日付等の検索条件により絞り込み表示ができること。 

   (ﾊ)会議室の表示順を任意に設定できること。 

    (ﾆ)会議室の詳細情報を確認できること。また，詳細情報では写真を表示できること。 

(ﾎ)会議室の予約状況（予約中，使用中等）を確認できること。また，それらを色別で表

示できること。 

(ﾍ)収容人数や設備情報の備考情報の表示，非表示を切り替えられること。 

ロ 会議室予約入力 

   (ｲ)予約情報として次の内容を登録できること。 

    ・予約開始日時 

    ・予約終了日時 

    ・予約者（所属名，氏名，内線番号） 

    ・使用者（所属名，氏名，内線番号） 

    ・使用人数 

    ・使用目的，目的備考入力 

    ・備考 

   (ﾛ)定期予約（毎週指定曜日を予約する等）や不定期（複数日）予約ができること。 

  (ﾊ)予約開始時間から指定時間経過後，予約が自動取消されること。 

     (ﾆ)土日，祝日を区別して設定できること。 

(ﾎ)鍵管理機へのアクセス権者は予約に含まれる職員とすること。 

   (ﾍ)予約完了後の予約内容の確認，変更及び取消が可能であること。 

   (ﾄ)予約情報の変更は，予約者，使用者，各所属管理者及びシステム管理者が行えるこ

と。 

 (3)利用記録情報 

  イ 利用記録情報として次の内容が自動作成され，編集が可能であること。 

 (ｲ)利用開始及び終了時間 
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 (ﾛ)予約者 

 (ﾊ)使用者 

 (ﾆ)使用人数 

 (ﾎ)使用目的，目的備考入力 

 (ﾍ)使用時間 

ロ 鍵管理機の情報（取り出し等）を自動反映できること。 

ハ 利用記録情報は，予約情報と紐づいていること。 

(4)各所属管理者及びシステム管理者  

  イ 各所属管理者は自所属が管理する会議室について職員に代わって予約情報及び利用記録

情報の作成・編集ができること。  

ロ システム管理者は全ての予約情報及び利用記録情報の作成・編集ができること。 

(5)帳票出力機能 

   次の帳票を出力（CSV出力）できること。  

イ 稼働統計 

ロ 会議室情報 

ハ 利用記録 

 

第３ 鍵管理システムの機能要件 

１ 鍵管理機は発注者が指定する場所に２台設置し，１台は公用車約１５０台分の鍵，もう１台

は会議室約２０室分の鍵の管理が可能であること。 

２ 鍵管理機は公用車及び会議室の鍵をそれぞれ独立して管理できること。   

３ 鍵管理機は予約システムと連携することで暗証番号によって予約情報と照合し，鍵の取り出

し及び返却ができること。 

なお，将来的にはＩＣカード（マイナンバーカード，ＦｅｌｉＣａ等）による認証にも対応

できるようにすること。 

４ 鍵管理機は，現在の鍵貸出状況の確認ができること。   

５ 鍵管理機は，予約システムに障害が発生しても，鍵管理機単独で取り出し及び返却の操作が

できること。また，停電発生時でも，バックアップ電源（３０分程度）により稼働でき，か

つ，手動によって鍵の取り出し及び返却ができること。 

 

第４ 非機能要件 

１ セキュリティ要件  

 (1)ウイルス対策ソフトについては，予約システムにおいて使用するサーバОＳが Windowsの

場合，発注者が別途調達しているウイルス対策ソフトのライセンスを使用し，受注者側でイ

ンストール，設定すること。発注者が調達しているウイルス対策ソフトが使用できない場合

は，受注者側でライセンスを調達し，必要な設定を行うこと。 

 (2)データの通信に対して暗号化を行えること。 

 (3)アクセスログ及びシステムログが記録されること。 

 (4)サーバのセキュリティ強化に必要な設定を行うこと。 
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２ 性能要件 

(1)予約システムは，第１の８(3)に示す職員数での運用において，安定的かつ迅速に処理でき

る性能を有していること。 

(2)操作における応答時間は，ユーザーにストレスを与えないレスポンスを確保すること。そ

の要件は，端末とサーバ間のオンライン処理応答時間が，端末とサーバが異なるネットワー

クセグメントにある状態で計測した場合に，下表に示す時間を目標とする。ただし，ネット

ワーク，端末の性能による影響やオンライン中のバッチ処理時間は算定外とする。 

区分 性能目標値 

応答処理時間（単純検索含む） ３秒程度以内 

データ検索処理時間 １０秒程度以内 

 ※応答処理時間：端末より処理実行指示を行い，最初の応答結果を受けるまでの時間。 

※データ検索処理時間：サーバ側で処理要求を受け取ってから，検索条件に基づき検索処

理を完了するまでの時間。 

 

３ システム導入作業要件  

 次の作業内容を基本として実施することとするが，実施内容により項目等が追加又は不要に

なる場合は，発注者と協議の上，決定するものとする。 

項番 作業項目 内容 

１ 

要件定義，要求事項分

析 

・システムの設定，運用方法等の要求について，発注

者と協議し，要求事項を分析後，詳細を決定する。  

・決定内容は，要件定義書にドキュメント化する。 

２ 
システム調達・作成作

業 

・本仕様書の要件を満たすサービスを提供するための

システムの調達及び作成を行う。 

３ 
機器の調達・設置 ・本仕様書の要件を満たす機器の調達，設置及びネッ

トワーク機器等の設定作業 

４ 
操作説明会開催 ・システムを利用する職員やシステム管理職員等に対

し，操作説明会を実施する。 

５ 

動作確認テスト，検証

の立会い・対応 

・職員の端末からシステムの動作確認を行う。 

・発注者が動作確認や検証等をした際に生じた問題

点・疑問点についての説明やシステムの対応を行う。 

６ ドキュメントの作成 ・第５の１(1)の成果物を作成し，納品する。 

 

４ 動作環境及び仕様機器 

(1)サーバは，本システムが安定して動作する機器及びＯＳを選定すること。 

(2)本業務において使用する機器の設置場所は別紙１「鍵管理機設置位置図 （予定）」のとお

りとする。 
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第５ その他 

１ 成果物  

 (1)次に掲げる成果物一式を納品すること。ただし，成果物については，発注者と協議の上，

統合又は分割してもよい。 

項番 成果物 数量 

１ 業務計画書 ２部 

２ 要件定義書及び要件定義に関する打ち合わせ議事録 ２部 

３ 仕様書（システム構成，設計内容等） ２部 

４ 操作説明書（職員用，システム管理者用） ２部 

５ 操作研修会資料 ２部 

６ 
上記の電子データ（形式は Word，Excel，PowerPointとし

CD-R又は DVD-Rに格納すること）  
１式 

 (2)提出期限  

項番１については契約締結後２０日以内，２～６については業務完了時とする。 

 (3)提出場所  

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県総務部行政経営推進課働き方改革推進班 

 

２ その他  

(1)受注者は，システムの構築にあたり，発注者と十分な打合せを行うとともに，作業の進捗状

況を適宜発注者に報告すること。 

(2)受注者は，業務遂行上必要と認められるものであって，本仕様書の解釈に疑義が生じた事項

及び本仕様書に明記していない事項について，打合せの中で発生した要件については，発注

者と協議の上，可能な限り対応を検討すること。  

(3)業務遂行に当たり知り得た個人情報は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）及び県個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）にのっとり適切に管理する。 

(4)受注者は，本業務の処理上，知り得た情報を機密情報として扱い，契約の目的以外に使用し，

又は第三者に提供してはならない。また，本業務に関して知り得た情報の漏えい，滅失の防

止，その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。業務完了後もまた同様

とする。 

(5)本仕様に定めのない事項又は業務上疑義が生じた場合は，発注者と受注者が協議の上，決定

するものとする。 
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