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令和 3年度焼津市情報系グループウェア更新事業要求仕様書 

 

第１章 総則 

１ 本書の位置づけ 

令和３年度焼津市情報系グループウェア更新事業要求仕様書（以下「本要求仕様書」という。）は、焼

津市（以下「本市」という。）が新しい情報系グループウェア及びメールサーバ（以下「新システム」と

いう。）の構築に係る業務（以下「本業務」という。）について、その範囲と内容、提案する事業者（以

下「提案者」という。）に要求する水準及び果たすべき役割を規定するものである。 

本要求仕様書の内容は主要事項のみを示したものであり、明記がない事項でも、新システムが当然

備えるべき事項については仕様に含まれるものとする。 

 

２ 本業務の概要 

(１) 本市が用意するプライベートクラウド※1上に新システムを構築すること。 

(２) 本市が現在運用しているグループウェア及びメールサーバ（以下「現行システム」という。）か

ら新システムへデータの移行を行うこと。 

(３) 現行システムと仕様が異なる画面及び機能について、新システムの操作マニュアルを作成し、

本市一般職員（以下「一般職員」という。）及びシステム管理者（以下「管理者」という。）への研

修を実施すること。 

(４) 新システムに係る保守サービスを提供すること。 

 

３ 新システムの基本方針 

(１) パッケージ製品の導入による構築を基本とし、カスタマイズは最小限にすること。 

(２) 最低でも導入後５年間（令和８年 12 月 31 日まで）は開発ベンダーからのサポートが提供され

るソフトウェア等により構築すること。 

(３) 必須機能として、「ポータル」「アドレス帳」「スケジュール」「施設予約管理」「掲示板」「メッ

セージ」「メール」「ライブラリ」「電子会議室」の機能を有すること。 

(４) 本市が運用する既存の ActiveDirectory と連携し、登録されたユーザーとパスワードで新シス

テムにログインできること。 

(５) 本市が運用する既存の人事給与システムから提供される異動データ※2を利用した人事異動処理

を行えること。 

(６) 安全かつ安定して稼働するシステム構成とすること。障害によるサービス停止を防ぐため、バ

ックアップ等必要な措置を行うこと。 

(７) 一般職員が直観的に操作できる、操作性に優れた使いやすいシステム構成とすること。 

 

４ 新システムの予定構築期間 

契約日から令和３年 12 月 28 日まで 

  

                                                 

※1 プライベートクラウドの詳細は添付１「BroadCenter Pracla ホステッド・プライベートクラウド

HCI タイプサービス仕様書 第 1.05 版」を参照すること。 

※2 異動データの詳細は、添付２「現行システムに関する資料」を参照すること。 
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５ 新システム運用開始予定日 

 令和４年１月４日（火） 

 

６ 本市の体制 

 本業務の統括はデジタル戦略課が担当する。現行の業務システムの運用保守を担当する業者は以下の

とおり。下記業者と調整を行う場合は、デジタル戦略課が同席する。 

  表１「主要な現行の業務システムの運用保守担当業者」 

システム名 業者名 

現行システム（グループウェア） 富士通エフサス株式会社 

認証関連（Active Directory） 株式会社静岡情報処理センター 

庁舎間通信 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 

庁舎内通信機器・回線 NEC フィールディング株式会社静岡支社 

構築基盤（プライベートクラウド） 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 

人事給与システム 富士通 Japan 株式会社 

 

７ 作業体制 

(１) 本業務の責任担当者として、進捗管理を行う「プロジェクト管理担当責任者」と「設計開発担

当責任者」を設けること。責任担当者に求める要件は下記のとおりである。なお、プロジェクト管

理責任者と設計開発責任者は兼任して差し支えないものとする。 

ア プロジェクト管理担当責任者 

進捗管理手法に精通し、経験を有すること。 

イ 設計開発担当責任者 

新システムで使用するソフトウェア及びデータベースに関する知見や技術を有すること。 

(２) 本業務に従事する作業人員について、前項の責任担当者を含む全員の役割分担等を示した「作

業体制図」を作成し、本市の承認を得ること。 

(３) 本業務に係る作業の実施状況について、本市職員が随時確認を行える体制とすること。 

(４) 本業務に係る作業の実施状況や進捗管理等を行う定例会議を定期的に実施すること。定例会議

実施後は会議録を作成し、次回の定例会議実施前に本市に提出すること。 

(５) 本業務に係る作業の実施後は、作業日時、作業担当者及び作業内容に関する報告書を本市に提

出すること。 

(６) 新システムの構築の際は、本市が指定する通信回線を構築基盤への接続回線として使用するこ

と。 

(７) 構築基盤に接続する端末に対し、ログインユーザーの制限、データ持ち出しの制限及び接続端

末へのウイルス対策ソフトウェアのインストール等、十分な情報セキュリティ対策を行うこと。 

(８) 市庁舎内において作業を行う場合は、場所の使用に係る一切の事項について市側の指示に従う

とともに、業務従事者の品位の保持に努めること。 

(９) 市庁舎外において作業を行う場合は、事前に作業場所の情報セキュリティ対策の状況を本市に

報告し、本市の承認を得ること。 
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第２章 新システムの機能要件 

１ 新システムの機能要件 

(１) 本市と同等規模（1,100 ユーザー以上）の地方公共団体において、複数の稼働実績のあるパッケ

ージ製品を採用すること。 

(２) 別紙「令和 3 年度焼津市情報系グループウェア機能要件一覧表」に記載された機能要件を標準

機能で満たすことのできるパッケージ製品を選定すること。標準機能で満たすことができない場合、

新システム内で使用可能な開発言語等を使用したカスタマイズにより対応することも可能だが、そ

の割合は最小限度に留めること。 

(３) 新システムにおけるデータの保存期間は５年間とする（本市より別途指示のあるデータを除く）。 

 

２ ハードウェアの機能要件 

(１) 新システムは焼津市が提供するプライベートクラウド上に仮想サーバとして構築すること。 

(２) 仮想サーバの構築に要するライセンスは、本市より提供する。提供可能なライセンスは下記の

とおりである（ライセンスの提供のみであり、OS の保守サポートは含まない）。 

ア Windows Server Standard 64bit 版（2019 まで）…４ライセンス 

イ Red Hut Enterprise Linux 64bit 版（バージョン８まで）…１ライセンス 

(３) 新システムに接続するクライアント端末（以下「接続端末」という。）は、デジタル戦略課が管

理する「Windows10 Enterprise LTSC 2019」がインストールされたパソコンである。 

(４) 接続端末には、マイクロソフト社がセキュリティ等の対応のため配信する修正プログラム類を

配信翌日以降に適用していくため、その点を考慮に入れること。 

(５) 接続端末が Windows サーバに接続するためのデバイス CAL は既に調達済であり、本業務での

調達は不要である。 

(６) 接続端末から新システムにログインするためのショートカットは提案者が作成すること。作成

したショートカットの配布は本市で実施する。 

 

第３章 データ移行作業の要件 

１ 現行システムの情報 

現行システムに関する情報は、添付２「現行システムに係る資料」を参照すること。 

 

２ データ移行の対象 

新システム稼働日以前に現行システムで作成・更新されたデータのうち、新システムの稼働に必須と

判断した最小限の範囲のデータ（以下「移行データ」という。）を対象とする。 

 

３ 移行データの要件 

(１) 移行データは、テキスト形式かつ読み取り可能な方式で作成する。 

(２) 見積の積算に際し、移行データの属性等の情報が必要な場合は、現行システムの保守業者が許

可する範囲で情報を提供する。 

(３) 移行データの授受に際しては、現行システムの保守業者が同席する。 

(４) 移行データの作成に関して現行システムの保守業者に業務を委託する必要がある場合は、その

費用を様式第７号「提案価格書」に盛り込むこと。 
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４ データ移行作業の要件 

(１) 移行作業の最適な方法、スケジュール、作業人員、役割分担、完了時の検証方法、及び移行後

の運用等を示した「データ移行計画書」を作成すること。 

(２) 移行データの授受後の移行作業は、原則全て提案者が実施すること。移行データの出力に関し

て調整が必要な場合は、現行システムの保守業者と行うこと。 

(３) データ移行作業に際して一般職員の作業が発生する場合は、想定される作業内容、作業量等を

明記した作業分担表を提示すること。 

(４) 移行データに関し、正常に動作するためのチェック、項目間チェック、テーブル間チェックを

実施するとともに、データが正確に移行できているか、移行漏れがないか、正しく適用できている

かなど、徹底した検証を行い、移行結果及び処理件数を本市に報告すること。 

(５) 現行システムと新システムの並行稼働における二重入力等、管理者の作業負荷をできる限り軽

減する対応とすること。 

(６) データ移行作業の実施方法について、可能な限り手作業での入力又は変換を避けること。また、

本システムにおいて必須となる項目が現行システムに存在しない場合は、提案者がパンチ入力等に

よりデータの作成を行うこととする。 

(７) データ移行作業においてデータの不整合が生じた場合は、提案者の責任において速やかに対応

すること。ただし、その原因が現行システムにあることが確認された場合は、この限りではない。 

(８) 現行システムと並行して本システムを稼働する場合、一般職員の業務に影響を与えないよう最

大限の配慮を行うこと。 

 

第４章 テスト及びリハーサル作業の要件 

１ テストの要件 

新システムの運用開始前に、テストパターンによるテストを実施し、結果の検証を行うこと。 

(１) 事前にテストパターン、スケジュールや対応人員、確認内容等を示したテスト実施計画書を作

成し、本市の承認を得ること。新システムと既存の業務システム間の連携テストは、デジタル戦略

課と協議の上実施すること。 

(２) テストで検証する項目は、実際の業務に則したパターンとすること。 

 

２ リハーサルの要件 

新システムの運用開始前に、管理者が参加するリハーサルを実施すること。 

(１) 事前にスケジュールや対応人員、確認内容等を示したリハーサル実施計画書を作成し、承認を

得ること。 

(２) リハーサルの内容は、実際の業務に則した内容及び手順とすること。 

 

第５章 操作マニュアルの作成及び職員研修の要件 

１ 操作マニュアルの作成 

(１) 現行システムと仕様が異なる画面、機能及び操作方法について、管理者向けと一般職員向けの

２種の操作マニュアルを作成すること。 

(２) 一般職員向けマニュアルは導入するシステムパッケージの標準マニュアルを基本とし、本市に

おける個別要件がある場合は、別冊として作成すること。 
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(３) 管理者向けマニュアルは、本市における新システムの運用を考慮した内容とすること。 

(４) マニュアルは、Word もしくは PDF 形式で作成し、紙媒体及び電子媒体（CD もしくは DVD）

両方で納品すること。 

(５) 操作マニュアルの内容に改定等があった場合は、表紙にその版数を記載するとともに、改定箇

所が識別できるよう配慮すること。 

 

２ 職員研修 

(１) 新システムの運用開始前に、現行システムと仕様が異なる画面、機能及び操作方法について、

一般職員に対する新システムの操作研修、及び管理者に対するシステムの運用・維持管理に関する

研修を実施すること。 

(２) 一般職員に対する操作研修は、研修用動画及びテキストを作成し、別途一般職員からの質問に

回答する、という形式により実施すること。 

(３) 動画は MP4 形式で、テキストは Word 形式で作成すること。 

 

３ ヘルプデスク 

 現行システムと新システムの仕様の相違により、一般職員からの問い合わせが生じると予想される場

合は、新システムの運用開始後３か月間、一般職員からの質問に対応するヘルプデスクを設置すること。 

(１) 本市はヘルプデスクの設置場所を提供しない。よって、提案者が費用等を含め設置場所を用意

すること。 

(２) 受付時間は、土日祝日を除く平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までとする。 

(３) ヘルプデスクにおける対応件数及び内容は、定期的に本市に報告すること。 

 

第６章 保守サービス提供要件 

１ マネジメント要件 

(１) 新システムの運用開始前に「運用保守計画書」を作成し、本市に提示すること。 

(２) 新システムの安定的運用に必要となるドキュメントを整備し、必要に応じて改訂すること。 

(３) 通常時及び障害発生時の運用保守業務体制を整備し、本市に報告すること。 

(４) 障害に対する予防、発生時の迅速な対応手順及び再発防止対策について「運用保守計画書」に

定めること。 

 

２ バックアップの要件 

(１) データやプログラム等が破損した場合に、業務に支障なく早急に復旧させるため、１日１回バ

ックアップを取得すること。 

(２) バックアップデータは最低でも７日分は保存し、世代管理を行うこと。外部メディアへの退避

は必須ではないが、障害発生時に確実に復旧できるような保存方法とすること。 

(３) バックアップデータの作成については、仮想サーバを構築するプライベートクラウドの機能を

活用してもよい。 

(４) 想定される障害について、バックアップデータからのリカバリ方法をあらかじめ決定しておく

こと。 

(５) 新システムの稼働時間帯は、本市と協議の上決定すること。バックアップデータの取得等のた
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め、夜間等の業務に支障のない時間に、一時的に新システムを停止及び再起動することも可能とす

る。 

 

３ 保守サービスの提供要件 

保守サービスの提案に際しては、次に示す要件をすべて満たす提案とすること。ただし、現行システ

ムの保守業務は現行システムの保守業者が行う。 

 

表２「保守サービス提供要件」 

項目 要件 

サービス提供時間 ・平日の午前９時から午後５時まで問合せに対応可能であること。 

サービス内容 

・JIS 規格「JIS X 0161：2008」の「3 用語及び定義」で定義されている、

「適応保守(3.1)」「是正保守(3.2)」「緊急保守(3.3)」「完全化保守(3.7)」「予

防保守(3.8)」の全てを含むこと。※3 

サービス対象 
・OS、新システムを構成するソフトウェア及びコンテンツを保守サービス

の対象とすること。 

サービス提供要件 

・新システムで使用する全ての OS 及びソフトウェアについて、必要な保守

サポート契約を OS 及びソフトウェアの提供ベンダーと締結すること。 

・システムの安定的運用に必要と判断される場合は、定期的な保守作業及び

システム環境の調査を行うこと。 

・障害発生時、OS 及びソフトウェアに起因すると判断される際には速やか

に対応し、平常時の状態に復元するほか、障害復旧後に原因を特定し、再

発防止策をまとめた報告書を本市に提出すること。 

・OS、ソフトウェア及びコンテンツ等に脆弱性が発見された場合は、速や

かに本市に報告し、本市と協議の上で必要な保守作業を実施すること。 

・OS 及びソフトウェアのバージョンアップについては、その適用の判断に

必要となる調査及び評価を行うこと。適用作業を行う場合は、事前に本市

と協議の上で作業を行うこと。 

・毎年度末、人事異動に係るユーザー情報の変更作業に対応すること。 

インシデント管理 ・インシデント及びアクシデント事例をまとめ、定期的に報告すること。 

その他 ・その他、運用に関して独自の対応を行う場合は、記載すること。 

 

第７章 成果物 

本業務の成果物として、以下の文書を各１部提出すること。紙媒体及び電子媒体（CD 又は DVD）の

両方で納品すること。 

(１) 基本設計書 

(２) 詳細設計書 

(３) データ移行結果証明書 

                                                 

※3 適応保守のうち、軽微の範囲を超えるプログラム修正を伴う保守業務については、本システム稼働

後、本市と別途有償で開発委託契約を締結することも可能とする。 
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(４) システムテストの仕様書及び成績表 

(５) 操作マニュアル（管理者用・一般職員用） 

 

第８章 その他 

 (１) 貸与品 

ア 新システムの設定に必要な資料等は、その都度貸与する。 

イ 貸与品の管理保管は、不測の事態が生じないように適正に行わなければならない。 

 

(２) 機密保護 

ア 個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密（以下「秘密情報」という。）

を第三者に漏らし、又は不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。 

イ 秘密情報を取り扱う責任者及び従事者は、秘密保持を誓約しなければならない。再委託先につ

いても同様とする。 

 

(３) 再委託 

ア 本業務の委託契約部分に係る業務の全部又は一部の処理を第三者に委託する場合、あらかじめ

書面による再委託に係る本市の承認を得る必要がある。 

イ 提案者は、再委託先の行為について全責任を負うこと。 

(４) 契約不適合 

本業務の完了後１年以内に、本業務の成果物においてその種類、品質又は数量が本要求仕様書及び

契約書の内容に適合しない箇所があった場合、提案者がその責任を負うものとし、その補修又は賠償

金等については、本市と提案者の協議の上定めるものとする。 

 

(５) 権利の帰属 

本業務により作成される成果物の著作権等の取り扱いは、次の各号に定めるところによる。 

ア 本業務の成果品等の所有権、著作権及びその他の権利は、提案者に帰属するものとする。ただ

し、提案者は本業務の成果品等に対し、著作者人格権を行使しないこととする。 

イ 本市は、提案者の許諾を得た範囲に限り、本業務の成果品等を元に翻案して、二次著作物を制

作し、譲渡、貸与等をすることができる。 

ウ 本業務の成果品等に、提案者が従前から保有する知的財産権（著作権、ノウハウ、アイデア、

技術、情報等を含む。）が含まれていた場合は、権利は提案者に留保されるが、本市は、業務の成

果品等を利用するために必要な範囲において、これを無償で利用できるものとする。 

エ 業務の成果品等に、提案者以外の第三者の保有する知的財産権が含まれる場合は、上記の定め

によらないものとする。なお、第三者から成果品等に関し権利侵害に関する訴えが生じた場合は、

提案者の責において解決するものとする。 

 

(６) 協議 

本要求仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又は本要求仕様書に定めのない事項について協議

の必要がある場合は、提案者は本市と協議を行うこと。 


