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1. 依頼件名 

災害共済給付オンライン請求システムの刷新に係る資料提供依頼書 

 

2. 依頼の背景 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）は、学校教育の円滑な

実施に資するため、学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。

以下同じ。）に対して、災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下

同じ。）を行っています（以下「災害共済給付業務」という。）。また、「学校安全の推進に関する

計画」（平成 24 年 4 月 27日閣議決定）、「第 2 次学校安全の推進に関する計画」（平成 29 年 3月

24 日 閣議決定）、「スポーツ基本計画」（平成 24 年 3 月 24 日文部科学大臣決定）及び「第 2 期

スポーツ基本計画」（平成 29 年 3 月 30 日文部科学大臣決定）に基づき、災害共済給付の実施に

よって得られる災害事例等を、学校における事故防止対策に活用できるよう整理・分析し、学校

関係者等にわかりやすく提供することが求められています（以下「学校安全支援業務」という。）。 

災害共済給付制度は、学校の管理下における災害に関する給付を行う我が国唯一の公的給付制

度として、学校、学校の設置者をはじめ児童生徒等の保護者に定着しており、公正かつ適切な給

付を着実に実施するとともに、利用者サービスの更なる向上が求められています。 

平成 17 年 4 月からは、災害共済給付業務をシステム化した「災害共済給付オンライン請求シ

ステム」（以下「システム」という。）の運用を開始し、現在まで安定したシステム運用を行って

います。 

システムで現在使用する機器等は、令和 7 年 12 月に賃貸借期間の終了を迎えるため、これに

合わせてシステムの刷新を実施する予定です。 

「災害共済給付事業の今後の在り方に関する検討会議 報告書」（平成 29年 8月 31日 文部科学

省）では、「オンラインシステムの充実による業務軽減（誤請求に伴う返還発生の防止、必要な

入力情報の簡素化、操作の簡易化等）」及び「学校安全支援業務の強化」等が取組案として挙げ

られています。 

センターでは、当該提言を踏まえると同時に、情報セキュリティの強化が求められていること

等も考慮し、災害共済給付オンライン請求システムの更改及び運用・保守に当たっては、情報セ

キュリティの強化、システムの開発・運用費用の適正化、災害共済給付業務のサービスの向上を

目指すこととしています。 

このことから、システムの刷新に向け、関連する技術・サービス、事例等について資料提供依

頼を行うものです。 

 

3. 現行システムの概要及び現時点における次期システムの構想の内容 

別紙「学校安全業務に係る次期システム基本構想」（以下「基本構想」という。）を参照。 
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4. 資料の提供を求める内容 

本依頼で依頼する資料提供の内容については、以下のとおりです。なお、資料提供は一部分に

係るものでも構いません。 

(1) 貴社に関する情報 

会社名、所在地、担当部署名、担当者名、等 

(2) 次期システムに関する技術情報等 

次期システムにおいて予定している以下の刷新事項（詳細は基本構想を参照。）に関する技術  

（貴社が取り扱っている製品・ソリューション、価格等）及びその適用事例（特に保険業界に

おける事例）に関する情報 

① ペーパーレス化 

② 一部業務の外部委託化（BPO サービスの活用） 

③ システム機能・画面の再構成 

④ 契約・給付・統計のサブシステム化 

⑤ パブリッククラウドの活用 

⑥ データ活用基盤の整備 

⑦ テレワーク対応 

⑧ 新しいデジタル技術（AIや RPA等）の活用 

⑨ 電子契約サービスの活用（契約のデジタル化） 

 

(3) その他、災害共済給付業務及び学校安全支援業務の効率化（デジタル化、システムの機能 

強化）、利便性の向上、情報セキュリティの強化及びシステムの開発・運用費用の適正化に有 

効と思われる技術に関する情報 

 

5. 資料提供 

資料については，以下の提出期限、方法にて提出してください。 

(1) 提出期限 

令和 3年 7月 7日（水）まで 

(2) 提出方法 

電子ファイルによる資料提供をお願いします。 

 「4 資料の提供を求める内容」のうち、「(1) 貴社に関する情報」については、様式 4「資

料提供書」にて提出してください。その他については、様式は自由としますが、「4 資料の

提供を求める内容」のうち、どの項目に関する資料か分かるように提出をお願いします。 

 電子ファイルは、Microsoft Word 2016、Microsoft Excel 2016、Microsoft PowerPoint 2016

の互換ファイル形式又は PDF（Portable Document Format）での提出をお願いします。 

 資料は(3)に示すメールアドレスまで電子メールにて提出いただくか、CD又は DVDに格納し

て郵送にて提出をお願いします。 
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(3) 提出先 

〒107-0061 

東京都港区北青山二丁目 8番 35 号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

学校安全部災害共済課 大野、三浦 

電話番号 03-5410-9164 

メールアドレス yuuki.ohno@jpnsport.go.jp 

   masahiro.miura@jpnsport.go.jp 

※ 受付時間は、土・日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178号。）に規定する休

日を除く毎日、9時 00分～17時 00分（12時 00分～13時 00分は除く。）とします。 

 

6. 資料閲覧 

6.1 閲覧資料 

希望者は、以下に示す資料の閲覧をすることができます。 

(1) 災害共済給付業務関係 

① 業務フロー図（契約処理） 

② 業務フロー図（給付関係処理） 

③ 学校安全・災害共済給付ガイド 

④ 災害共済給付 請求事務ガイドブック 

(2) 現行システム関係 

（業務アプリケーション関係） 

① 基本設計書一式 

② 本部向け操作マニュアル 

③ 支所向け操作マニュアル 

④ 学校・設置者向け操作マニュアル 

（ハードウェア関係） 

① 稼働環境設計書 

② 機器接続構成表 

③ 機器構成一覧 

 

6.2 閲覧方法 

資料の閲覧を希望する場合は、守秘義務に関する誓約書を提出の上、以下の期間、申込方法、

場所にて閲覧してください。 

(1) 閲覧日程 

令和 3年 6月 10 日（木）から令和 3年 7月 6日（火）まで 
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(2) 申込方法 

上記(1)の期間中、閲覧希望日の 2営業日前までに、様式 1「資料閲覧日程調整表」を電子メ

ールにて提出してください。 

(3) 資料閲覧の申込先及び照会先 

5.(3)と同じ。 

※ 閲覧初日に様式 2「機密事項誓約書」を提出してください。機密事項誓約書の提出がない場

合は、資料の閲覧は認められません。 

 

7. 資料提供のための質問 

資料提供のための質問がある場合は，以下の提出期限、方法にて質問書を提出してください。 

※  回答は質問者に対してのみ提示します。 

(1) 質問書の提出期限 

令和 3年 6月 30日（水）まで 

(2) 質問書の提出方法 

様式 3「質問書」を電子メールにて提出してください。 

(3) 質問書の提出先 

5.(3)と同じ。 

 

8. 留意事項 

 資料提供に係る一切の費用は、全て参加者の負担とします。なお、必要に応じて追加資料の

提供を求めることがあります。 

 本依頼により提出された資料等は返却しません。 

 本依頼により提出された資料等は、今後のシステム調達に向けた検討にのみ使用します。 

 本依頼により提出された資料等は、センター及びセンターが委託するコンサルタント事業者

が内容を確認します。それ以外の第三者に無断で資料等を開示することはありません。 

 本依頼にてセンターから提供する情報について、開示、漏洩及び本依頼以外の目的による使

用を禁止します。 

 

9. 本依頼に係る連絡先 

5.(3)と同じ。 
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