
令和４年度広島県施策マネジメント情報システム運用等委託業務仕様書 

 

 

１ 事業の目的 

  施策マネジメントの高度化に伴い，マネジメントに必要な情報が増加及び多様化していることから，マネジメ

ントの効率化を図るため，各施策・事業の成果目標値・実績値等を一元管理し，リアルタイムでの情報更新及

び分析を行う。 

 

２ 委託業務名 

  令和４年度広島県施策マネジメント情報システム運用等委託業務 

 

３ 委託期間 

  委託契約日から令和５年３月 31日まで 

 

４ 業務内容 

（１） アプリケーションを使用するためのライセンス調達 

（２） Web データベース型業務アプリ構築クラウドサービス1の基本機能を中心に，データベース情報の入力，

更新及び管理のためのアプリケーションの実装 

  （３）令和３年度に構築している広島県施策マネジメント情報システム（プロトタイプ）における各施策・事業の

成果目標値・実績値等のデータベース情報の入力，更新及び管理のためのアプリケーションに対し，プ

ラグインやカスタマイズを行い，機能を付加したアプリケーションを開発 

  （４）アプリケーションの実装に必要な既存データの取り込み支援（助言） 

  （５）アプリケーションを利用して職員が簡易改修するに当たっての技術的助言 

  （６）実績報告書（アプリケーションを構築するためのＥＲ（Entity Relationship）図ほか） 

 

５ 対象者 

利用者・閲覧者 広島県庁 職員（施策の企画立案等に携わる職員） 

 

６ 要求する必須資格や経験値 

・RDBMS構築スキル及び、kintoneと RDBMSとの連携開発の経験 

・kintoneの各種プラグインを用いての開発経験 

・kintone認定アソシエイト以上 

 

  

                                                   
1 サイボウズ株式会社提供「kintone」 



７ 委託業務内容 

区分 業務内容の内訳 

（１）アプリケーション

を使用するためのラ

イセンス調達 

① 利用者や閲覧者については，広島県の指定するメールアドレスに対して必

要なライセンスを付与すること。 

② アカウントごとにデータ等の閲覧や検索，更新，削除が限定される設定とす

ること。 

③ 導入するライセンス及びプラグインについては次のとおり。 

（ア）Kintone スタンダードコース ガバメントライセンス 100 ライセンス 

  令和４年度においては，令和４年１０月～令和５年３月までの６か月分とする。 

（イ）gusuku Customine年額 1000 

上記ライセンスについて，無料利用期間等が設定されている場合は，最大限

活用すること。また，開発状況によっては，安価なライセンスプランを選択できる

場合があるため，その場合は，総額が安価な方と選択することとし，契約内容の

変更については，別途県と協議すること。 

（２）アプリケーション

の実装 

① 目標実績について，部署を横断する管理部門（経営企画チーム，財政課，

人事課，ブランドコミュニケーション推進チーム，ＤＸ推進チーム），事業を執

行する管理者，事業の目標実績等を入力する職員が，簡易にアクセスし，

必要な情報の閲覧・取得，データ入出力ができるものとすること。 

（３）広島県施策マネ

ジメント情報システム

の構築 

① 部局，所属，ワーク ID などを選択し，必要な情報（目標指標（ビジョン指標，

KPI，事業目標，活動指標等）の目標実績やそれらのグラフ・図表）に簡易に

アクセスできること。データを入力・更新・削除した際，他のアプリ内に重複

するデータがある場合は，自動で反映されること。（gusuku Customineによる

機能実装） 

② 必要なプラグインの導入に伴う社内検証とプロトタイプへの反映・初期実装

を行い，初期実装状況及び今後の運用の打ち合わせを行うこと 

③ 広島県施策マネジメント情報システムについては，別紙「システム構成図」参

照 

（４）アプリケーション

の実装に必要な既存

データの取り込み

支援 

① （１）に関連する各組織名（組織メールアドレス）とアカウントの連動に必要な

データの取り込みを支援（助言）すること。 

② 目標実績等のアプリのフィールド情報について，最新に更新されたデータ

（エクセルベース）の取り込みを支援すること 

（５）技術的助言 ①  （３）のほか，既存機能及び今回導入する機能を活用した機能改善につい

て，職員で改修するための技術的助言を WEB 等による打ち合わせで実施

すること。（1回 2時間×5回程度） 

② 上記のほか，軽微なシステム改善について，職員で実施できるようにシステ

ム管理担当者向けのシステム改善支援を随時実施すること。 

（６）実績報告書 アプリケーションを構築するためのＥＲ（Entity Relationship）図 

本システムの構築の概要（プラグイン導入後）を示した資料 

 

  



８ 契約に関する条件等 

（１） 実績報告書等の提出 

アプリケーションを構築するためのＥＲ（Entity Relationship）図 

本システムの構築の概要（プラグイン導入後）を示した資料（システム構成図を追記修正） 

（２） 業務の履行に関する措置 

発注者は，本業務の履行につき，著しく不適当と認められるときは，受注者に対し，その理由を明示し

た書面により，必要な措置を取るべきことを要求することができる。 

（３） 著作権等の取扱 

① 第三者が権利を有する著作権（写真，音楽等）を使用する場合には，著作権，肖像権等に厳重な注

意を払い，当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受注者において行うこと。 

② 本仕様に基づく業務に関し，第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には，

当該紛争等の原因が専ら発注者の責任に帰す場合を除き，受注者は自らの責任と負担において一

切の処理を行うこと。 

（４） 機密の保持 

受注者は，本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い，契約の目的以外に利用し，又は

第三者に提供しないこと。 

また，本業務に関して知り得た情報の漏えい，滅失，き損の防止及びその他適正な管理のために必

要な措置を講じること。 

なお，契約終了後もまた同様とすること。 

（５） 個人情報の保護 

受注者は，本業務を履行する上で，個人情報を扱う場合は，広島県個人情報保護条例（平成 16 年

12月 17日広島県条例第 53号）を遵守すること。 

 

９ その他 

受注者は，企画・運営の詳細については，発注者と十分協議の上，決定すること。 

また，当該仕様書に明記されていない事項，又は業務上疑義が生じた場合は，発注者と協議すること。 

 



広島県 施策マネジメント情報システム システム構成図

R04.06.27



アプリ関連図（Kintoneによるルックアップ機能のリレーション図）
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リレーションの考え方

項目（ID） 定義 備考 リンク元

レコード番号 文字 Kintone標準主キー

局_ID 文字 局名 部局マスタ

所属_ID 文字 課名 所属マスタ

ワーク_ID 文字 ワーク名 ワークマスタ

ビジョン指標_ID 文字 ビジョン指標 ビジョンマスタ

KPI_ID 文字 KPI指標 KPIマスター

事業目標_ID 文字 事業目標 事業目標マスタ

取組_ID 文字 取組名 取組マスタ

事業_ID 文字 事業名 事業マスタ

局×課
×
ビジョン指標
×
KPI
×
事業目標
×
取組
×
事業

各マスタと中間テーブルについては，以下のIDをキーとしてリンクさせる。



目標指標のマスタと実績データの考え方

目標指標（ビジョン指標，KPI，事業目標，活動指標）のマスタと実績データの関係

ビジョン指標
マスタ

KPI
マスタ

事業目標
マスタ

活動指標
マスタ

ビジョン指標
実績

KPI
実績

事業目標
実績

活動指標
実績

目標指標
マスタ

実績データ

・目標指標マスタには，目標指標で共通するデータ項目を格納する。
例：各指標_ID（リンクキー），指標名，単位，現状値（策定時），目標区分 など
・実績データには，点検日ごと（実績値を報告する日）のデータとし，実績値等を格納する。
例：各指標_ID（リンクキー），点検日，年度，目標値，実績値，備考 など

例（KPI）
KPIマスタで管理

KPI実績で管理
（例はR3目標・実績）

各指標_IDでリンク

1つの目標指標に対し，
点検日ごとの実績データを格納
（同一年度に複数回の点検日が設定されている場合は，
その数だけ，データが格納される。）



各アプリ（データテーブル）の定義について

各アプリ（データテーブル）のデータ項目の定義は今後の開発過程により，順次変更する。

ビジョン指標
マスタ

KPI
マスタ

事業目標
マスタ

ワーク
マスタ

・
・

・

・

・今後のデータ項目の追加，変更については，Kintoneの基本機能等を活用して職員で
改修対応していくことを基本とする。
・データ項目のうち，目標値，実績値については，数値型のデータ定義で固定する。
（計算式利用のため）
・そのほかのデータ項目については，文字列を基本とする。
・今後，財務会計システムのコードと連携が取れるよう，部局_ID,所属_ID，事業コードを
格納しておく。（R4実装時）
・データ項目のうち，選択肢がリスト等で固定しているものについては，ドロップダウンリスト
やコンボボックス，チェックボックス等をKintoneの基本機能を活用して定義する。


