
 

 

 

 

野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務 

調達仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月 

野洲市教育委員会事務局学校教育課 

  



１ 本業務の概要 

1.1 業務内容 

 （１）学校図書館システムの構築・保守 

 （２）蔵書登録作業 

 （３）導入支援・操作研修 

 

 1.2 履行場所 

   本市が指定する下記の小・中学校９校 

学校名 住所 電話番号 

野洲市立中主小学校 〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 712番地 077-589-2012 

野洲市立篠原小学校 〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原 1414番地 077-587-0179 

野洲市立祇王小学校 〒520-2316 滋賀県野洲市上屋 1169番地 077-587-0129 

野洲市立三上小学校 〒520-2323 滋賀県野洲市三上 111番地 077-587-0049 

野洲市立野洲小学校 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1147番地 077-587-0062 

野洲市立北野小学校 〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 240番地 077-587-0058 

野洲市立中主中学校 〒520-2412 滋賀県野洲市六条 377番地 077-589-2036 

野洲市立野洲中学校 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 510番地 077-587-0341 

野洲市立野洲北中学校 〒520-2304 滋賀県野洲市永原 1690番地 077-587-3693 

 

 1.3 履行期間 

    契約締結日から令和５年３月 31日まで 

想定するスケジュールは、次のとおりである。 

・契約締結           令和４年 11月上旬 

・システム構築及び蔵書登録作業 契約締結後から令和５年２月末まで  

・導入支援・操作研修      令和５年２月中旬～３月下旬 

・本格運用           令和５年４月１日 

 ※令和５年度以降のシステム利用料・保守料については、５年間の長期継

続契約を予定しているが、各年度の予算が可決されなかった場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 

 



２ 前提条件 

 2.1 学校の規模等 

  （１）対象者数 

 市立小学校 市立中学校 

学校数 ６校 ３校 

学級数 １３０学級 ５６学級 

児童生徒数 ２,９２２人 １,３９２人 

                            ※令和４年５月１日時点 

  （２）蔵書数 

市立小学校（６校） 約６９,０００冊 

市立中学校（３校） 約３９,０００冊 

 

  （３）パソコン及び周辺機器設置予定台数 

 
パソコン 

プリンタ 
教職員・児童生徒用 

小学校（６校） 各１台 各１台 

中学校（３校） 各１台 各１台 

合 計 ９台 ９台 

 

 

・パソコン 

    各学校で使用するパソコンについては、別に調達予定であり、下記要件のものを調 

達する予定である。 

OS Windows11 Pro 64bit 

CPU Core i3-1115G4 (4.10GHz)以上 

メモリ 8GB以上 

容量 SSD 256GB以上 

ディスプレイ 15.6型 HD液晶 

 

 

 

 

 

 

 



・プリンター 

各学校で使用するプリンターについては、別に調達予定であり、下記要件のものを

調達する予定である。 

解像度 1,200dpi相当 

両面印刷機能 標準対応 

インターフェイス 100BASE-TX/10BASE-T以上、USBポート 

用紙サイズ A4以上対応 

対応用紙 普通紙、ラベル紙対応 

 

  （４）システムの利用時間（予定） 

オンライン利用時間 通常利用時間は午前８時から午後６時まで 

システムの稼働時間 ２４時間３６５日とする。 

 

 2.2 ネットワーク環境  

   各学校図書館のネットワーク環境については、GIGA スクール構想時において整備し

ており、蔵書管理システムの運用は学習系ネットワークを用いる予定をしている。 

   各学校図書館へは次のネットワーク機器を設置している。 

ネットワーク機器 メーカー名 型番 

無線ＡＰ ＣＩＳＣＯ Ｍｅｒａｋｉ ＭＲ４２ 

 

３ 導入システムの基本方針 

   導入するシステムの基本的な方針は、次のとおりである。これらの考え方を持ちシス 

テムを提案すること。 

  ・市側にセンター機器を設置しないクラウド型のシステムであること。 

  ・ノンカスタマイズのパッケージソフトの利用を基本とし、カスタマイズが必要になる

場合は、最小限にとどめ運用保守経費を低減すること。 

  ・パッケージの標準機能にない機能を補完するために、アドオン等を使用することを可

とする。 

  ・教職員及び児童生徒の操作性の良いシステムとする。 

  ・随時、機能強化・バージョンアップ等が予定され、陳腐化対策が図られていること。 

 

 

 

 

 



▲ 業者決定 

順次運用テスト 

▲ 本稼働 

研 修 

４ 構築スケジュール 

   市が想定するシステム導入におけるスケジュールは次のとおり。 

   構築期間の具体的なスケジュール及びテスト計画等を検討し提案すること。受託者は

市と協議の上、提案内容を基に契約締結後速やかに作業計画書を提出すること。 

 

令和４年度                           令和５年度 

10月   11月  12月  １月  ２月  ３月  ４月以降 

調達 

構築 

 

５ 構築要件 

 5.1 システム等の機能要件 

別紙「要件及び機能」のとおり 

 5.2 バーコードリーダー（１校１つ 計９つ） 

     システムで使用するバーコード形態に適合した機器を納入すること。 

 5.3 データ作成及び登録作業 

  （１）データ登録作業 

     登録作業は主に、書誌データ、蔵書データの二種類を想定している。 

     各種登録作業については、作業計画書を作成すること。なお、作業にあたっては 

学校への影響を最小限となるよう考慮すること。 

    ① 書誌データ 

      本システムで利用する書誌データは、TRC-MARC を使用すること。 

    ② 蔵書データ 

      蔵書データの登録及び図書へのバーコード貼付作業に関しては、作業にかかる

人員費も見積に含めること。 

    ③ 利用者データ 

      教職員、児童生徒を利用者として登録し、対応するバーコードを作成すること。 

 

プロポーザル 

構築・データ登録 



  （２）バーコード形態 

     システム・バーコードリーダーに適合するバーコードを使用すること。 

 5.4 研修 

  （１）システム管理者・利用者向けの研修 

     システム導入時に円滑に実施できるよう、管理者・利用者（教諭及び行政職員） 

向けの研修を実施すること。 

  （２）研修テキスト・操作マニュアル 

     研修の実施前に市と協議の上、研修に使用するテキスト・操作マニュアルを作 

成すること。媒体はデータ及び紙とする。 

     研修で使用する資料は、受託者が必要な部数を準備すること。 

     研修内容は、日々の利用から年次更新などの管理まで全般とする。 

  （３）費用 

     研修に要する費用（会場費・参加者交通費は除く）は、本業務委託の見積に含め

ること。なお、研修場所は市が用意する。 

 

６ 保守要件 

6.1 保守及び運用サポートの要件 

  （１）サポートデスク 

     システム管理者及び利用者向けに、システムの不具合や操作方法に関する、電 

話による問い合わせ窓口を設置すること。 

  （２）対応時間 

     原則、平日朝９時 00分から午後５時 00分とする。なお、システム障害時の緊 

急対応はこの限りでない。 

  （３）保守体制 

     必要に応じ訪問対応をすること。障害発生の連絡後、２４時間以内の復旧を目指 

すこと。 

  （４）保守対象 

    ① 学校図書館蔵書管理システム 

    ② バーコードリーダー 

  （５）その他 

    ・メンテナンス等により計画停止する場合は、事前に本市の了承を得ること。 

    ・障害等が発生した場合は、受託者が速やかに連絡を取ること。 

    ・大規模なバージョンアップ等が予定されている場合は，事前に本市の承認得たの 

ち行うこと。 

 

 



6.2 令和５年度以降の保守及び運用サポートの要件（※調達範囲外） 

    上記、「6.1 保守及び運用サポートの要件」と同様の業務を令和５年度以降に別途

契約により委託を検討している。これにかかる費用を積算し、「システム利用料・保

守料の参考見積書」に記載すること。本業務で調達するシステムの機能に付帯する

場合には、提案書及び見積書に記載すること。TRC-MARC に係る費用（495,000 円）

について、受託者の負担とならない場合についても、公平な評価を行うため MARC費

用も含めて見積もること。 

 

 6.3 年度更新作業（※調達範囲外） 

    年度更新作業は次のとおりとし、これにかかる費用については令和５年度以降にか 

かる費用として積算し、「システム利用料・保守料の参考見積書」に記載すること。

本業務で調達するシステムの機能に付帯する場合には、提案書及び見積書に記載す

ること。 

  （１）学年更新作業 ：児童・生徒の学年、クラス、出席番号の更新作業 

  （２）実施時期   ：４月上旬 

  （３）更新用データ ：必要なデータは、４月上旬に市から提供 

  （４）更新データ件数：約 4300件 

 

７ 成果物 

   受託者は、以下の成果物を市に提出すること。 

（１）学校図書館システム一式（バーコードリーダー含む。） 

  （２）完成図書（紙媒体１部、電子データ） 

     ・紙媒体 １部 

     ・電子データ（ＤＶＤ－Ｒ等）１部 

       電子データの形式はマイクロソフト製オフィスを使用して作成すること。 

 

８ 機密保護 

   本市から知り得た情報（周知の情報を除く。）は、本システムの提案、構築、保守の 

目的以外に使用せず、業務終了後も機密として保持又は破棄し、第三者に開示もしく

は漏洩しないよう必要な措置をとること。また、個人情報保護については野洲市個人

情報保護条例を遵守すること。 

 

９ その他 

  （１）受託者の責務において、学校関係者・業務関係者等に対する安全対策に万全を期 

し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。 

  （２）受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況に



ついて確認の上、適宜報告すること。 

  （３）受託者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受託者の責任において適

切に行うこと。 

  （４）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合には、市と受託者で協議の上、

決定する。 

 

１０ 担当 

    滋賀県野洲市教育委員会事務局学校教育課 

    電話番号 077－587－6017 FAX 077－587－3835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

要件及び機能  

１．図書システム・蔵書登録作業等 

全般 ・システム利用時にはログイン画面を設定し、ログイン ID・パス

ワードの入力により利用の制限ができること。 

・ログイン IDは管理者用のほかに、児童・生徒が使用する図書委

員用のアカウントを作成できること。 

・すべての職員にとって操作が容易であること。 

・すべての業務がリアルタイムで処理され、更新されること。 

・各入力項目間は TABキーによりフォーカスを移動できること。 

・利用者バーコード、図書バーコードはバーコードリーダーによ

る読み込みが可能であること。 

・クラウド上で児童生徒の個人情報を登録せず、システムの運用

ができること。 

窓口業務 ■ 貸出 

・利用（二次元）バーコードをスキャンすると、利用者番号・貸出

一覧が表示されること。 

・貸出画面で、貸出一覧の詳細(資料名・登録番号・書誌内容等)が

確認できること。 

・貸出画面から利用者検索ができ、続けて貸出処理ができること。 

・貸出期限・冊数を任意に設定できること。 

■ 返却 

・資料コードをスキャンすると、利用者番号・貸出可能冊数・登録

番号を表示すること。また、貸出期限日が過ぎている場合には

その旨を表示すること。 

・一冊ごとの返却時に確定操作は不要であること。 

・返却画面で、貸出一覧の詳細(資料名・登録番号等)が確認でき

ること。 

■ 未返却図書の表示 

・未返却図書のみを抽出して表示できること。 

・一覧表を貸出期限日で範囲指定して出力できること。 

■ 検索 

・検索結果一覧画面は、書名・著書名・出版社・出版年など書誌事

項を表示すること。 

・タイトルのみの検索、複合検索も一画面で項目入力ができるこ

と。 

別 紙 



・検索結果の並べ替えができること。 

・検索の履歴を保持し、選択により再度、検索・表示できること。 

資料管理 ■ 書誌登録 

・TRC-MARCが利用できること。 

・他 MARC・CSVのデータを取り込んで簡単に所蔵登録できること。 

・複数所蔵資料のデータ管理が行えること。 

■ 所蔵管理 

・請求記号は分類記号・図書記号などそれぞれ独立して登録・管

理できること。 

・登録済みのデータを使って副本登録ができること。(項目の修正

は可能) 

・資料バーコードの印刷ができること。 

■ 除籍 

・除籍処理が一括でできる機能があること。 

・除籍日の入力と変更ができること。 

・除籍処理した資料のリストが出力できること。 

■ 蔵書点検 

・不明更新を行う前に不明候補資料の一覧を印刷することができ

ること。 

・不明資料一覧を出力できること。 

利用者管理 ■ 利用者登録 

・学年・組・番号等個人が特定できるよう登録ができること。 

・利用者バーコード(利用者番号・利用者名・バーコード)の印刷

ができること。 

統計・リスト ■ 利用統計 

・利用統計(貸出・返却)の月報・年報(年度)が出力できること。 

・貸出ベスト 10など容易に統計データが出力できること。 

■ 利用者登録統計 

・指定した月・年度に実際に利用した学年別などの貸出し状況に

ついても出力できること。 

■ その他 

・統計のデータ処理やプリンター出力が迅速に行え、他の業務に

支障をきたさないこと。 

・集計結果を画面で確認でき、必要に応じて印刷できること。 

利用者蔵書検索 ・窓口業務の資料検索に準じた詳細検索も可能であること。 

・検索画面上の用語については、できるだけ利用者が分かりやす



い表現を使うこと。 

・新しい本、人気の本、推薦図書が容易に検索できること。 

データ登録 ・現在利用しているシステムはないため、本システムへの蔵書登

録およびバーコードの貼り付け作業を行うこと。導入時点の蔵

書分のバーコードシールを見積に含めること。 

 TRC-MACをもとに取り込む利用料も含めて積算すること。 

その他 ・プログラムの操作説明書や機器の取り扱い方法について、ユー

ザ向けの説明書(冊子体)があること。 

 

２．サーバ環境 

  本システムを管理するデータセンターは、日本国内に所在し、建築基準法の新耐震基準

を満たした建築物であること。 

  なお、サービスの解約時には、当市のデータを完全に消去すること。 

 


