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１. 本業務の背景と目的 

 那珂川市図書館では、情報化社会にあって利用者の利便性を確保するため、コンピューターを活用し

た蔵書検索、貸出及び予約並びに予約資料の受け取り及び返却を可能とするシステムを構築している。 

  この間、ＩＣＴ（情報通信技術）環境の急速な進展、読書バリアフリー法（視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法律）の公布、更には、コロナ禍における「新しい生活様式」が求められる中で

接触を避ける行動変容等が要請されるなど、図書館自体を取り巻く環境も大きく変化しており、図書館

管理システムには、安定的な運用のほか、多様化する利用者ニーズへの適切な対応や利便性の向上、個

人情報に対する高度なセキュリティ対策が求められる。 

  また、現在進めているミリカローデン那珂川リニューアル事業のコンセプトにもあるように、那珂川

市図書館は常にもう一歩先を見据えた魅力的な施設となること目指しており、令和 5年度に予定してい

る那珂川市図書館リニューアル工事後の運用にも適切に対応できるシステム構築も求められる。 

今回の更新業務では、ＩＣタグによる図書館管理システムの導入を行うとともに、電子図書館システ

ムを構築する等、今後の社会状況の変化に柔軟な対応ができるよう、また、高度化・多様化する市民の

ニーズに応えるため、機能の強化と利便性の向上を図るものとする。 

 

２. 本業務の概要 

2-1. 図書館管理システムの基本要件 

(1) クラウドサービス（SaaS）型システムで構築するものとし、導入時点で安定稼働の実績のある 

最新版システムを用いること。 

(2)クラウドサービス（SaaS）という形式上、稼働するサーバ機器の詳細仕様開示については要求し

ないが、データセンターに関する要件は、「別紙 1 図書館管理システムデータセンター設備要件

書」のとおりとする。 

(3) システムの定期的なバックアップや死活監視等の運用サービスを行うこと。 

(4) クラウドサービス（SaaS）に対するセキュリティ脆弱性対応パッチの提供、定期的なレベルアッ

プ対応での新サービス提供を含むこと。 

(5) 導入年月の経過によりサーバ機能の老朽化、メモリ等のリソース不足やＯＳ等のアップデート・

ウィルス対策などについては、サービス提供者側で必要に応じて増設及びメンテナンス対応を行

うこと。 

(6) 機器及びソフトウェアは最新の技術を採用した、費用対効果が高く、５年間の使用に耐えうるも

のを提供すること。 

(7) 端末追加、サービス拡充、また蔵書数の増加に応じて、月額使用料型のライセンスを追加契約す

ることで柔軟にシステムを拡張できること。 

(8) 現在使用している利用者カードと資料に貼付しているバーコードは引き続き使用できること。 

(9) 新着本お知らせメールやホームページから職員が容易に推薦資料を紹介できる仕組を用意するこ

と。 

(10) 利用者がみずから自身の読書記録を管理する機能を有すること。 

(11) ネットワーク等の障害によりシステムが停止してもオフラインで貸出・返却業務が継続できる

仕組を有すること。 

(12) ＩＣタグ（ＨＦ帯またはＵＨＦ帯）を活用したサービスが提供できること。 

(13) 電子図書館システムと連携し、図書館管理システム上で電子図書館書籍の貸出情報等を確認で
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きること。 

(14) 将来的に、公共図書館と学校図書館をシステム連携できるよう、導入する図書館管理システム

と連携できる学校図書館システム機能を有すること。 

2-2. 電子図書館システムの基本要件 

(1) 電子図書館システムの構築 

・当該システムは、事業者のサーバ上に電子書籍や書誌データを保管するクラウド方式とする。 

・利用者はインターネット経由で、当該システム用サイトにアクセスすることにより、電子書籍

を、検索・貸出・返却・予約・閲覧できるものとする。 

・パソコン（OS：Windows及びMac、Chrome OS）、スマートフォン、タブレット(OS：iOS及び

Android、Chrome OS)で電子書籍が閲覧できること。 

・HTML5準拠のブラウザに対応したシステムであり、端末標準搭載の最新ブラウザであればデバイ

スに依存することなく閲覧できること。 

・各種アプリケーションのダウンロードやインストールが不要なシステムであること 

・文字の大きさや紙面の拡大縮小ができる等、目が不自由な方に配慮された仕組があること。 

・その他、当該システムは、「別紙2 電子図書館システム機能要件一覧」を全て満たすこととす

る。 

(2) 電子図書館システムの維持管理 

・サービス提供時間は24時間365日とする（ただしメンテナンス等やむを得ない停止を除く）。 

・本市職員等が利用可能なサポート窓口を開設し、平日昼間の８時間程度、問い合わせや障害に

対応すること。 

・障害が発生した場合には速やかに対応し、サービス停止を伴う作業が必要な場合は、事前に本

市に通知の上実施すること。 

・当該システムで認証されたユーザーID以外からの不正アクセスを禁止する対策を講じること。 

・SSL/TLS通信による通信の暗号化を行うこと。 

・ウィルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態を保つこと。 

・システムの障害、機器の故障等に備え、可能な限りサービス停止しない機器構成とすること。 

※システム使用料（保守費用含む）については、本契約の範囲外とするが、必要な経費を積算

し、提案すること。 

(3) 商用電子書籍の提供 

・那珂川市図書館の利用登録者（有効な図書館カード所持者）は、事業者が提供する商用電子書籍

を利用できるものとする。 

・事業者は契約締結後、速やかに、本市が電子書籍を選書できるシステムを構築すること。 

・「別紙 2 電子図書館システム機能要件一覧」で定める機能を持つ電子書籍を提供すること 

・サービス開始までに本市が指定する電子書籍を提供すること。 

(4) 地域資料等独自資料のシステム登録及び支援 

・独自資料の登録や削除について、「別紙 2 電子図書館システム機能要件一覧」で定める機能を持

つこと 

(5) 電子図書館の利用促進に係る支援 

・本市が行う利用促進イベントや PRに際し、開催を支援すること 

(6) その他の電子図書館事業の目的達成に必要な業務 
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・操作マニュアル作成等の運用支援を行うこと 

・サービス開始までに、本市職員並びに那珂川市図書館職員に対して研修を行うこと。必要回数に

ついては別途協議すること。 

 

2-3. 本業務の対象範囲 

（1）図書館管理システム構築 

（2）図書館管理システムハードウェア整備（パソコン、ＩＣ機器、ネットワーク機器等） 

（3）データ移行 

   本市が提供する既存システムの抽出データを新システムで使用できるよう移行すること。 

   移行データ詳細は後方のデータ移行に記載。データは２回（テスト用・本番用）提供する。 

（4）電子図書館システムの運用開始に伴う業務一式 

（5）運用テスト 

（6）図書館職員向け操作研修 

   ①システム操作マニュアルを提供すること 

   ②図書館職員が新システムで業務を開始できるための操作研修を行う 

   ③設置した機器の取り扱いについて説明を行う 

   ④研修環境（パソコン、プロジェクタ等）については本市が準備する 

   ⑤研修期間や研修方法については決定した業者（以下「受託者」という。）と調整を行う 

（7）稼動立会い 

 

2-4. 図書館管理システムの対象業務 

  システムの対象業務は、下記のとおりである。 

各業務において要求する機能については、「別紙 3 那珂川市図書館管理システム機能要件確認書

（兼回答書）」のとおりとする。 

(1)窓口奉仕業務･･････････貸出（個人・団体・オフライン）、返却、予約等 

(2)利用者管理業務････････利用者登録、修正、検索、除籍等 

(3)資料管理業務・････････資料検索、督促、ＭＡＲＣ管理等 

(4)目録業務･･････････････登録、修正、原簿作成、除籍等 

(5)収書業務･･････････････選書、発注、受入等 

(6)館内ＯＰＡＣ･･････････蔵書検索、配架図案内、予約、新着一覧、貸出ランキング等 

(7)インターネット検索････蔵書検索、予約、新着一覧、貸出ランキング等 

(8)統計帳票業務･･････････利用統計、貸出統計、年度報告、日本図書館協会報告、県内公共図書館

調査報告等 

(9)蔵書点検業務･･････････蔵書点検、不明本リスト出力、棚違い検出等 

(10)相互貸借業務･････････各図書館との相互貸借の管理（借受、貸出） 

(11)レファレンス･････････レファレンス管理 

(12)利用者サービス･･･････読書推進サービス機能、利用者開放端末（館内ＯＰＡＣ含む） 

(13)ＩＣ対応･････････････ＩＣタグを活用したサービス 

 

 



 5 

2-5. 導入時期 

新システム導入完了時期は令和 4年（2022）年 4月 1日とする。機器搬入、構築作業は本市と受託者

とで十分協議を行い、事前に作業工程及びスケジュールを明示し、遵守すること。システム移行のため

の休館は、蔵書点検を含めて 3週間を基本とし、土日祝日を含め最小限となるよう努めること。 

 

2-6. その他 

・那珂川市図書館は、公益財団法人那珂川市教育文化振興財団が令和 7（2025）年 3月 31日まで指定

管理者として管理運営することとしており、システム構築及び導入に必要な打ち合わせ等は、本市及

び指定管理者（本市の了承を得た場合に限る）と行うものとする。 

 

３．那珂川市図書館の概況 

3-1. 館名及び所在地 

図書館名 住所 電話番号 開館時間／休館日 

那珂川市 

図書館 

〒811-1253 

福岡県那珂川市仲 2 丁目 5

番 1号 

092-954-3737 

■日～木曜日 午前 10時～午後 6時 

■金・土曜日 午前 10時～午後 8時 

■休館日 

 毎週月曜(祝日の場合は翌日) 

年末年始(12月 28日～1月 4日) 

特別整理期間 

 

3-2. 蔵書規模等(過去 5年間) 

以下の数値を踏まえ、快適なレスポンスと処理速度を維持し、少なくとも 5年間以上の使用に十分耐

えうる容量を積算し本市に納入すること。 

蔵書規模等 令和 2年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29 年度 平成 28年度 

蔵 書 冊 数 210,160冊 207,890冊 207,558冊 202,237冊 201,102冊 

年間貸出冊数 384,331冊 456,656冊 493,868冊 499,843冊 512,735冊 

予 約 件 数 17,851件 19,200件 19,191件 18,109 件 17,751件 

相互貸借

件数 

借受数 1,867件 2,432件 2,002件 1,953 件 2,001件 

貸出数 1,408件 1,476件 1,455件 1,445 件 1,341件 

登 録 人 数 39,988人 41,366人 42,148人 42,766 人 43,418人 

年間利用者数 82,410人 97,824人 99,820人 100,889人 105,322人 

団体貸出 貸出冊数 16,699冊 15,842冊 19,582冊 19,861 冊 19,314冊 

  ※令和元年度末以降は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり貸出冊数等減少が見られるが、 

リニューアル工事により図書館利用が増加する可能性もあることは考慮すること。 

 

3-3. 既存システムの概要 

システム：ＬｉＣＳ－Ｒｅ２ 

納入業者：株式会社ＢＣＣ 

ＭＡＲＣ：ＴＲＣ－ＭＡＲＣ Ｔタイプ ※継続して利用可能であること。 
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3-4. ＮＤＣについて 

ＮＤＣ１０版の対応が可能であること。 

対応時期については現物ラベルとの整合性もあるため、指定管理者と協議をして決定すること。 

 

3-5. 新システムへのデータ移行 

（1）対象となる主なデータは、以下のとおりである。 

①書誌データ（書誌番号、資料識別子、書誌登録日等） 

②所蔵データ（資料コード、書誌番号、所蔵場所コード、ステータス区分、貸出回数累計等） 

③貸出データ（資料コード、利用者コード、貸出日、返却予定日、利用者資格等） 

④予約データ（予約番号、書誌番号、利用者コード、予約処理日、予約連絡区分等） 

⑤発注データ（発注番号、書誌番号、発注先コード、発注日、発注数、発注状態等） 

⑥利用者データ（利用者コード、登録日、氏名、ヨミ、性別、生年月日、住所コード、住所、電

話番号、有効期限、通知メッセージ、最終利用日、世帯コード等） 

⑦内容細目データ（書誌番号、内容連番、内容等） 

⑧各種コードデータ（場所コード、利用者資格、資料区分、資料集計区分、ステータス区分等） 

（2）既存システムから新システムへの移行に関しては、本市よりＣＳＶ等の汎用的な形式でテスト

用、本番用の２回、抽出データを提供する。他自治体での実績や事例を踏まえて、最適と考える

手法で実施すること。 

（3）データ移行においては、以下の点に注意して作業を実施すること。 

①データの移行が正常に行われているかどうか、受託者が全データを確認し、市に報告すること。  

②データ移行に不備が発見された場合は、受託者が責任を持って再移行を行うこと。  

③移行データについて、市から問合せを受けた場合は、移行前後のデータを速やかに比較するな

ど調査に協力すること。 

④現行データ抽出後の図書館からＩＤＣへのデータ搬送について、個人情報が含まれるため、セ

キュリティを十分に確保すること。 

 

４. 機器構成及びネットワーク要件について 

4-1. 機器構成 

システムを構成する各機器の構成及び数量は以下のとおり想定しているが、本市の現在の蔵書規模

及び貸出冊数、現在の機器構成をもとに、本市に最適な機器及び数量を機器構成図と併せて提案する

こと。なお、端末機器は保守性を考慮し国産メーカーとし、提案時における最新モデルとすること。 

  また、導入後 5年間は、OSのバージョンアップやパターンファイルの提供など、メーカーによるサ

ポートが保証されているものを導入し、バージョンアップやパターンファイルを適用する必要が生じ

たときには、受託者が責任をもって行うこと。 

No. 機器種別 想定数量 備考 

1 カウンター端末 5 台 デスクトップ型（液晶一体型） 

2 事務用端末 7 台 デスクトップ型 

3 館内ＯＰＡＣ端末 4 台 デスクトップ型 

4 ＩＣ用端末 1 台 ノート型 
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5 ハンディターミナル 3 台 充電器等の周辺機器を含む 

6 バーコードタッチリーダ 5 台 内 1台予備機 

7 レシートプリンタ 7 台 内 1台予備機 

8 スイッチングハブ（8ポート） 3 台  

9 ルーター 1 台  

10 自動貸出機（卓上型） 2 台  

11 自動返却ブックポスト（館内設置） 1 台  

12 セキュリティーＩＣゲート(１通路タイプ) 2 箇所  

13 カウンター用ＩＣリーダライタ 3 台  

14 ＩＣタグ（ＨＦ帯またはＵＨＦ帯のもの） 25 万枚  

15 蔵書点検用機器（ハンディタイプ） 1 台  

16 図書記録通帳機 1 台  

17 図書記録通帳 1 万冊  

18 デジタルサイネージ 1 式 60 型ディスプレイ以上 

19 図書消毒器 1 台  

20 UPS（無停電電源装置） 6 台  

 ※ＩＣタグの貼付について、本業務とは別実施するため、契約後直ちにＩＣタグを納品すること。 

この場合において、ＩＣタグの貼付作業スケジュールは、本業務であるエンコード作業スケジュー

ルと密接に関わるため、本業務の円滑な履行に際し支障が出ないように市との連携、調整を図るこ

と。 

 

4-2. ソフトウェア 

  ソフトウェア構成及び数量は、下記のとおりとする。他に必要とされるソフトウェア類がある場合

には見積に含め提案すること。「別紙 3 那珂川市図書館管理システム機能要件確認書」の対応の可否

について回答すること。カスタマイズにて対応する場合は、その費用を見積に含めておくこと。 

No. ソフトウェア名 内容 数量 

1 図書館管理システム 

要求仕様に対応する図書館業務機能を提供するこ

と。図書館業務を行う全端末のライセンス数を見

込むこと 

一式 

2 Office Standard 2019 業務端末にインストールすること 一式 

3 ウィルス対策ソフト 本業務で導入する機器のうち、必要なすべての機

器に導入すること 
一式 

 

4-3. ネットワーク要件 

（1）本市で契約しているインターネット回線（フレッツ光／IP１）を使用可能とする。ただし、提案

システムで推奨する別回線や専用線等がある場合には必ず提案書に明記し、必要経費は別途見

積書を提出すること。 

（2）プロバイダ、メールアカウント、ドメイン等は本市にて契約するものを使用して構わない。 

（3）市民が利用する端末と業務用端末はセグメントを分割してネットワーク構築を行うこと。 
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（4）原則として、各機器は当市が指定する場所に設置すること。なお、電源やネットワーク配線は当

市が用意する。 

 

５. 提案システムに求める機能について 

（1） 提案システムは、図書館の業務全体を処理できるトータルシステムであり、現在の図書館で行

っている業務を概ね満たしていることを基本とする。また、現在使用している利用者カードと、

資料に貼付しているバーコードが引き続き使用できること。 

（2） 本市の図書事業においては、図書館を中心とする公共施設等と連携したネットワーク構築を進 

めている。また、将来的には市内小中学校図書館との連携も検討していることから、導入が必要

になった時点で対応が可能であるシステムであること。 

（3） 提案書には見積範囲内か、将来拡張提案であるかを明示すること。いずれの場合であっても評

価の対象にはなるが、当然今回の予算範囲での実現性を念頭において総合的に判断することに

なる。また、優先交渉業者として詳細協議をする中で、提案内容の取捨選択により再見積を指示

する場合があるので柔軟に対応すること。 

 

６. セキュリティ要件について 

6-1. セキュリティ管理の基本的な考え方 

本業務は、市民の重要な個人情報を取り扱うため、受託者は個人情報の保護に関する法律（平成 15年

法律第 57 号）及び那珂川市個人情報保護条例（平成 9 年条例第 17 号）に定めるもののほか、下記の

事項を遵守しなければならない。 

(1)受託者は、以下の認証を取得していること。（登録証の写しを提出すること） 

①情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001／ISO27017） 

②品質マネジメントシステム（ISO9001） 

③プライバシーマーク（JISQ15001） 

(2）受託者及び業務従事者の責に帰すべき事由により、個人情報に係る損害を与えた場合は、受託者 

がその賠償をしなければならない。 

 

6-2.求められるセキュリティ対策 

（1）クラウドシステムを運用するデータセンターの設備要件について「別紙 1 図書館管理システム

データセンター設備要件書」を参照すること。 

（2）クラウドシステムに関するサービス要件について「別紙 4 図書館管理システム クラウドサー

ビス要件確認書（兼回答書）」を参照すること。 

（3）データ通信のセキュリティ（暗号化）は TLS1.2若しくは VPNを利用して暗号化すること。 

（4）業務端末からシステムを利用する際は ID、パスワードによる職員認証を行い、権限により機能

制限を実施すること。 

（5）外部持出可能な媒体からの個人情報漏洩を防ぐために USB、光学ドライブ等の各ポート使用を制

限できること。ただし予め許可設定した USB メモリのみ使用可能とする等の柔軟性を備えるこ

と。 

（6）システムの個人情報領域へのアクセスについては、ログ履歴を蓄積し、万が一のトラブル発生時

に本市職員自らが検索･出力を行い追跡できる仕組みを用意すること。 



 9 

（7）Web公開サーバには情報漏洩や改ざんを防ぐために個人情報を保管しないこと。 

（8）個人情報を管理するデータベースには暗号化を施すこと。 

(9)各種機関から公表される脆弱性情報に注意し、随時対策することで安全性を維持すること。 

(10)SSLにより、利用者 Webサービスにおける利用者情報を暗号化すること。 

(11)館内 OPAC端末は、利用者の操作を制限する等のセキュリティ対策を十分に考慮すること。 

  また、再起動により正常な元の状態に戻すことができること。 

(12)データバックアップは前日のデータをリカバリできること。 

(13)操作履歴を残すこと。 

(14)稼動前に受託者の責任においてセキュリティ監査を実施し、報告すること。 

(15)本業務の実施にあたり、受託者は本市から貸与された資料及びデータ(以下「貸与データ等」と

いう。)について、管理簿を作成するなど、善良な管理者としての注意義務を持って適正に保管

及び管理するとともに、データの保護については万全の措置を講じること。 

(16)貸与データ等について、本市から返還の指示があった場合または必要でなくなった場合は速や

かに本市に返却すること。 

(17)作業のために那珂川市施設に出入りする場合は、本市に事前に連絡の上、承認を得ること。ま

た、施設内での行動や館内施設での行動については本市の指示に従うこと。 

 

７. システム構築・導入支援について 

7-1. 基本条件 

（1）構築及び開発における全工程について、組織的な品質管理を実施すること。 

（2）本業務を円滑に進めるため、個々の工程において、システムが対象としている業務やシステムの

機能などに関し、本市と受託者が相互に共通の認識が持てるように、適切な資料を作成するとと

もに、本市と十分な協議を行うこと。 

 

7-2.構築 SE体制 

（1）システムの構築責任者は、プロジェクト全体を十分に管理可能な者を任命すること。なお、契約

後、受託者は速やかに体制図を提出すること。 

（2）システムの実施設計を成功裡に完成させることが可能である、同システムの構築実績があり、提

供システムに精通する SE担当者を含めて体制を整えること。 

（3）通常及び緊急時において迅速な連絡・対処を可能とすること。 

（4）会議体を設置して、月１回程度の定期的な報告と必要に応じた臨時の報告を実施すること。 

 

7-3. 操作研修 

（1）システム導入時には、運用テスト終了後、本稼動前に図書館職員が自由に操作練習できる環境を

用意するとともに、操作を問題なく習得できるよう、十分な操作研修・支援を実施すること。想

定する操作研修の手法については提案書に記載すること。 

（2）システム運用に必要な操作マニュアルの電子データ並びに製本したものを１部提出すること。 

 

7-4. 本稼働支援 

（1）システム構築に遺漏がないように十分な運用テストを行うこと。 
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（2）本稼働時には、開館初日及び最初の土日に立合いを行うこと。なお、立合う者はシステムに精通

した技術者（SE）が担当すること。 

 

7-5. 現行機器のデータ消去について 

館内に設置された現行機器は、当市にてデータ消去と撤去を行う。 

 

８. システム運用・保守について 

保守・運用については別途契約するため、本業務の対象範囲外とするが、下記を満たすとともにシス

テムを円滑に運用可能な体制について提案し必要な経費を積算すること。 

8-1. システム運用支援 

(1) 県内に SE拠点を置き、図書システム構築と同じメンバーもしくは図書館業務に精通した保守員

での複数名による運用支援を行うこと。必要に応じて本市図書館に出向くことができること。

特にシステムトラブル及び購入機器の異常発生時は、解決に向けて早急な対応をとり、状況に

よっては図書館に速やかに SEが到着するなどして迅速に解決に導くこと。運用、変更に際して

の図書館からの相談、質問に全面的に支援できる体制であること。 

(2) 日常のシステム運用については、日時処理及び資料、利用者などの各データベースのバックア

ップについて特別なオペレーションは不要とし、基本的に自動で完了すること。 

(3) 図書システム運用に必要なマニュアルを整えること。 

(4) 土日を含め連絡体制を確立すること。保守窓口を一本化し体制表を提出すること。 

(5) 障害発生時等、緊急の際に即時に対応できる体制を構築すること。 

(6) 蔵書点検時は、必要に応じて訪問またはリモートによるサポート、年度統計出力等のイベント

時には都度の問合せ対応等の運用支援を行うこと。 

(7) 電話／メールによる相談、運用条件変更に伴う区分コード追加作業等に迅速な対応をすること。 

(8) その他、システム運用サポートに当たって有効と考える提案があれば盛り込むこと。 

 

8-2. 保守サポートについて 

 システムが常時安全な機能を保つように、以下の保守作業を行うこと。 

（1）障害時の連絡対応、問診 

（2）障害原因の切り分け作業 

（3）機器障害発生時には、技術者が訪問し、必要に応じた部品交換などを行うこと。訪問修理の作業

実施に関しては、職員と協議のうえ速やかに対応すること。 

（4）障害対応は、原則として通常営業日の時間内対応とするが、全業務に影響を及ぼす重大な障害に

ついては職員と協議のうえ迅速に対応すること。 

（5）導入したソフトウェアの脆弱性が発覚した場合は、即時対応すること。 

（6）図書システムのパッチ提供、リビジョンアップの権利提供などのマイナーバージョンアップは、

随時行うものとし、技術提供サービス等、契約期間の保守サービスを実施すること。 

（7）ハードウェアの保守期間は、新システム契約後５年間とし、メーカー訪問修理サービスを行うこ

と。ただし、製品によって訪問保守対応が難しい場合は、代替機を用意するなど、業務に支障の

ないよう対応を整えること。 

（8）業務の新たな運用が必要になった場合は、保守の範囲外として都度協議の上対応するものとす 
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   る。 

（9）障害・不具合等の発生時は、翌日までに状況を報告し、状況が改善したかどうかにかかわらず、

障害・不具合等発生後 1週間以内に経過を報告すること。加えて、状況改善後には直ちにレポー

トを作成し、報告すること。 

 
 
９. 契約期間満了後の取扱について 
9-1. 解約後のデータ返還作業について 

   システム使用契約期間が終了し、新たに別事業者の図書館管理システムのサービス提供を受ける

場合、受託者は本市と協議の上、市に帰属するデータの返還を行い、業務及びシステムの円滑な移行

に寄与すること。また、データを完全に消去した旨の証明書を提出すること。 

   データの返還及び移行支援作業については、返還形式、作業内容を打ち合わせ最小限の費用で対応

すること。 

（※参考として、データ消去及びデータ移行に係る作業に係る見積明細書を提出すること。） 

 

10. その他特記事項 

10-1. 留意事項について 

（1）導入物品の梱包材については、受託者が納入後速やかに引き取ること。 

（2）設置や調整作業等については、協議すること。 

（3）本業務において知り得た秘密事項は、適切に管理すると共に、第三者に開示してはならない。 

 

 


