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１．概要 

1-1 業務の名称 

岸和田市内部管理系システム更新業務 

 

1-2 本業務の目的 

平成 24年度 4月より稼働（平成 23 年 10 月から一部並行稼働あり）している内部管理系システム（財務会

計・文書管理・グループウェア）を、10 年目となる令和 4 年度に更新する。また、事務の効率化、紙資源の

削減のため電子決裁システムをあわせて導入する。 

新内部管理系システム（財務会計・文書管理・グループウェア・電子決裁システム、以下「新システム」と

いう。）のパッケージシステムを一括して調達し、極力カスタマイズを抑制し、コスト削減を図る。従来どお

り自庁に機器を設置して運用又は高いセキュリティレベルを備えた外部のデータセンターでシステムを運用

するクラウドサービスを含めて、優れた提案を求める。 

 

1-3 基本的な考え方 

本業務で調達する新システムの構築、移行、運用を効率的に行うには、自治体における内部管理系システム

の構築や運用・保守の経験、高度な専門知識やノウハウ等が必要と考える。そこで、本業務の実現に向けて、

下記の方針を踏まえて、最も優秀な提案をする事業者を公募型プロポーザル方式により選定する。 

（１）大阪府内自治体又は本市と人口規模が同程度以上ある自治体において、導入実績があるパッケージシ

ステムを前提とし、可能な限りカスタマイズを抑制する。 

（２）自庁に機器を設置運用する（以下「オンプレミス」という。）、外部のデータセンターでシステムを運

用する（以下「クラウドサービス」という。）又はオンプレミスとクラウドサービスの組み合わせ、いず

れも可能とし、本仕様を満たす優れたシステムを選定する。 

（３）技術、経験等が十分な構築体制が確保され、新システム稼働後においても定期的な機能改善を含めた

バージョンアップ、法改正対応等のサポートがあり、障害発生時には速やかに対応できる保守運用支援

体制を確保できること。 

（４）クラウドサービスにおいては、データセンターは、大規模災害が発生した場合においても事業継続性

が確保され、運用面では障害発生時にサービスが停止することのないよう高信頼性が確保できること。 

（５）パッケージシステム（クラウドサービス含む。）は、機能要件を満たすものとし、パッケージ標準機

能で要件を満たすことができない機能については、代替運用又はカスタマイズで対応する。 

 

1-4 新システムの業務 

前述のとおり、新システムは、財務会計システム、文書管理システム、グループウェアの３システム更新に

加えて、新たに電子決裁システムをあわせて導入する。現行システムのパッケージは、「表１ 現行パッケー

ジ」に示す。 

表１ 現行パッケージ 

システム名 現行パッケージ名 

財務会計 ADWORLD 財務会計 

文書管理 ADWORLD 文書管理 

グループウェア Cybozu Garoon4.6.2 
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２．本業務の要件 

2-1 本業務の範囲 

本業務の範囲は、機器、OS、ミドルウェア、パッケージシステム、ライセンス及び構築・移行等の更新業

務一式及び保守運用支援業務を含む全体を本業務の調達範囲とする。 

 

図１ 本仕様書における調達範囲のイメージ 
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システムテスト 
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パッケージソフト保守 

ハードウェア保守 
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2-2 期間 

契約締結日から令和４年 3 月 31 日までに、新システムを本稼働させること。ただし、財務会計システムに

ついては、新年度（令和 4 年度）の予算編成が令和 3年度 10 月から始まるため、新財務会計システムのうち

予算編成部分を令和 3年度 10 月から本番稼働させること。 

本業務の全体スケジュールを「表２ 導入スケジュール」に示す。詳細なスケジュールについては、提案内

容を基に協議の上決定するため、提案書においてスケジュールを示すこと。 

また、職員負担の最小化及び業務繁忙期を考慮し、安全に業務切り替えが可能なスケジュールを策定するこ

と。 

表２ 導入スケジュール 

 
 

オンプレミスの場合は、賃貸借契約に基づき令和 4 年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで新システムの賃

貸借を行うこと。また、保守運用支援業務委託契約に基づき、令和 4年 4月１日から令和 9年 3 月 31日まで

保守運用支援業務を行うこと。 

クラウドサービスの場合は、システム使用契約に基づき、令和 4 年 4月 1日から令和 9年 3 月 31日までシ

ステムを利用できること。 

 

2-3 納品場所 

岸和田市岸城町 7番 1 号 岸和田市役所別館 4階 総務部ＩＴ推進課及び別途定める場所 

 

2-4 納入成果物 

成果物として、以下のものを納入すること。 

（１）ハードウェア一式（機器、付属品等） 

（２）ソフトウェア一式（ミドルウェア・ソフトウェアライセンス等） 

（３）完成図書等 

下記の「表３ 完成図書一覧」に記載されたドキュメント一式を納品すること。下記に示すドキュメン

トは本市の想定であるが、本業務の特性から勘案し、追加作成が必要なもの及び代替可能なもの等を、本

市と協議の上、作成、提出すること。 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

公募・事業者選定

事業者決定

要件定義/設計

開発/カスタマイズ

テスト/移行検証

検証/受け入れテスト

操作研修

新財務会計予算編成本番 ▲

データ移行

新システム本番稼働 ▲

令和2年度（2020年度） 令和3年度（2021年度）
令和4年度

（2022年度）項目



 

7 / 42 

岸和田市内部管理系システム更新業務仕様書 

 

表３ 完成図書一覧 

開発（構築・移行）フェーズ 

１ プロジェクト管理 

1-1 スケジュール・WBS・工程管理表・進行管理表 

1-2 開発業務体制図 

1-3 作業報告書 

1-4 打合せ議事録 

1-5 検討課題台帳 

２ システム設計 

2-1 要件定義書 

2-2 システム構成図・ネットワーク構成図 

2-3 ハードウェア一覧・ハードウェア構成・ハードウェア仕様 

2-4 ソフトウェア一覧・ソフトウェア構成・ソフトウェア仕様 

2-5 移行計画書・移行報告書 

2-6 テスト計画書・テスト結果報告書 

2-7 システム設計書（外部設計・内部設計） 

2-8 研修計画書 

2-9 研修テキスト 

３ 運用設計 

3-1 運用設計書 

3-2 セキュリティ設計書 

3-3 バックアップ運用設計書 

保守・運用フェーズ 

４ 保守運用管理 

4-1 業務全体計画書・年次処理計画書 

4-2 運用保守報告書 

4-3 ヘルプデスク対応記録 

4-4 障害対応報告書 

4-5 運用マニュアル 

4-6 障害時対応マニュアル 

4-7 保守体制図 

５ 操作マニュアル 

5-1 財務会計マニュアル 

5-2 文書管理マニュアル 

5-3 グループウェアマニュアル 

5-4 電子決裁マニュアル 
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（４）完成図書等は、紙媒体及び電子媒体（DVD-R 等）により提出すること。 

① 紙媒体のサイズは、A4 版を原則とする。ただし、大きな図表等については、必要に応じて A3 版

を使用することができる。 

② 電子媒体に保存する形式は、原則 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 形式とすること。 

③ 紙媒体については、ファイルにて製本の上 2部、電子媒体については１式用意すること。 

（５）ドキュメント管理 

① 受託者は、作成したドキュメント類について、常に最新の状態を保つよう更新し、変更履歴を管理

すること。 

② ドキュメント類を更新した際には、当該ドキュメントを随時本市に納品すること。 

 

2-5 業務引継 

本契約の履行期間の終了、本契約全部若しくは一部の解除、その他契約の終了事由を問わず本業務が終了す

る場合は、本市の求めるところに従い、本業務終了日までに本業務を継続して遂行できるよう必要な措置を講

じ、他社に移行する作業を支援（打合せ参加、資料提供等）すること。下記の条件に基づき、他社に移行する

作業に必要な経費を提案価格に含めること。 

（１）業務引継に伴いデータ移行が発生する場合、全てのシステムについて、移行のために必要となるデー

タを CSV 等汎用的なデータ形式に加工し提供すること。データ項目・形式については、総務省作成の

中間標準レイアウトと、中間標準レイアウト以外の受託者固有項目を加えたものとする。受託者固有デ

ータに関するレイアウト表やコード表等のドキュメントについても、データとともに提出すること。ま

た、必要に応じて不正データの補正を行うこと。 

（２）内部管理系システムで管理される全データを、受託者より提供されるツール等を用いて、受託者に委

託することなく本市職員自身でも容易に抽出可能であること。 

（３）本市及び被引継者との打合せは、業務システム単位に実施し、打合せ・レビュー回数は各 3回程度と

する。 

（４）本市及び被引継者との問い合わせ対応を行うこと。問い合わせ対応は、前項の打ち合わせ・レビュー

以外に、主に電子メール等での対応を行うこと。 

（５）データ提供は３回程度（テスト２回、本番１回）とする。データ移行スケジュールは概ね４ヶ月とし、

データ及びドキュメントについての問い合わせ対応を行うこと。 

（６）受託者は、引継ぐべき業務の内容について、以下の内容を詳細に記録した業務引継書及び関連ドキュ

メントを作成し、被引継者に引き渡すこと。また、受託者は業務引継書に基づき、被引継者に対し、業

務が停滞しないよう十分な説明を行うものとする。引継事務には本市の担当者の立会いを要するものと

する。なお、引継手順・内容・期間等に関しては提案時に具体的に記載すること。業務引継書、関連ド

キュメントの作成及び被引継者への引き渡しは、本業務範囲内とし、提案価格に含めること。 

 

業務引継書、関連ドキュメントの主な内容 

・業務の流れ 

・業務の進捗状況 

・構成管理台帳（資産、資源の所在と明細） 

・その他円滑な業務引継のために必要となる資料、成果物 
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３．システム要件 

3-1 新システム形態 

現在の内部管理系システムは、３システム全てオンプレミスで設置運用している。前述のとおり、新システ

ム（財務会計システム・文書管理システム・グループウェア・電子決裁システム）は、「図 2 システム形態の

例」に示す「全てオンプレミス」、「全てクラウドサービス」、「オンプレミスとクラウドサービスの組み合わせ」、

いずれのシステム形態でも可能である。 

 

図２ システム形態の例 

 

 

全てオンプレミス 

 

 

 

全てクラウドサービス 

  

庁内 LAN 
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庁内 LAN 
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管理系（サーバ系） 

財務会計システム 

クラウドサービス 

文書管理システム 

クラウドサービス 

電子決裁システム 

クラウドサービス 
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オンプレミスとクラウドサービスの組み合わせ 
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3-2 端末数及びユーザ数 

新システムは、「表４ 利用クライアント端末数及び利用ユーザ（職員）数」にあるクライアント端末とユ

ーザ（職員）が利用することを前提として、リソース及び性能を設計すること。クライアント端末及びユーザ

（職員）が増加しても管理、運用できる十分なリソース及び性能を有すること。事務量の増加によるクライア

ント端末やプリンタの増設や人員増加に対して、ライセンス費用、設定費用が新たに発生しないよう、利用端

末数は、1,250 台以上、利用ユーザ（職員）数は、1,600 以上を利用可能とすること。 

 

表４ 利用クライアント端末数及び利用ユーザ（職員）数 

 
利用端末数 

（インターネット接続系） 

利用ユーザ 

（職員）数※ 

財務会計 1,029 台 1,468 

文書管理 1,029 台 1,501 

グループウェア 1,029 台 1,423 

電子決裁 1,029 台 1,500 

※ 財務会計、文書管理、グループウェアの利用ユーザ（職員）数は、令和元年度単年のユーザ数であり、

管理者ユーザ、テストユーザ等を含む。電子決裁の利用ユーザ（職員）数は、想定数。 

 

表５ ネットワーク別クライアント端末数（参考） 

 
基幹系 

（個人番号利用事務系） 
LGWAN接続系 

管理系 

（サーバ系） 

インターネット 

接続系 
合計 

クライアント 

端末数 
441 台 4 台 2 台 1029 台 1476 台 

 

 

3-3 クライアント端末とプリンタ 

主な既設のクライアント端末は、「表６ クライアント端末のスペック及びソフトウェア構成」に示すスペ

ック及びソフトウェア構成である。新システムは、下記のスペック及びソフトウェア構成で問題なく動作する

こと。 

表６ クライアント端末のスペック及びソフトウェア構成 

OS Microsoft Windows10 Pro 64bit 

CPU Intel Core i3-7130U @2.70GHz 相当 

メモリ 4GB 又は８GB 

Officeソフト Microsoft Office 2016 32bit 版 

PDF ソフト Adobe Reader DC 

ウイルス対策ソフト Symantec Endpoint Protection 14.2 

ブラウザ Internet Explorer11 

資産管理ソフト SKYSEA Client View 

認証ソフト Smart On ID 
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主な既設のレーザプリンタは、「表７ プリンタ仕様」に示すとおり。新システムは、下記のプリンタ仕様

で問題なく動作すること。 

 

表７ プリンタ仕様 

プリント方式 レーザー露光乾式静電転写方式 

解像度 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi 

用紙サイズ 

カセット：A3、B4、A4、B5、A5、A6、 

297mm×431.8mm～105mm×148mm 

手差し：297×450mm～70×148mm 

CPU 750MHz 

メモリ 256MB 

 

3-4 ライフサイクルコスト 

（１）新システムは、本番稼働後 5 年間稼働する想定でライフサイクルコストを考慮すること。 

（２）構築から本番稼働までに必要なイニシャルコストと本番稼働以降システム廃止までに必要なランニン

グコスト、システム撤去に必要なコストを総合的に考慮し、ライフサイクルコストを安くするシステム

設計・構成とすること。 

（３）適用する機器は、構築時において製造、販売が継続中であること。 

（４）故障時の部品及び代替機器の供給は、令和 9 年 3月 31 日まで受けられること。 

（５）保守費用には、UPS のバッテリーや定期交換部品も含めて保守にかかる部品代、その他一時費用を

含めること。 

 

3-5 システム信頼性 

（１）サーバ、ストレージ等の機器は、UPS による停電対策、電圧低下等の電源障害対策を行うこと。 

（２）サーバ、ストレージ等の HDD は、RAID構成及びホットスペアを有すること。 

（３）サーバ、ストレージ等の機器は、負荷分散や冗長化等の故障、障害対策をとること。 

（４）障害が発生した際の被害を最小限に抑えるよう設計（フェールセーフ）又は障害時は機能を縮小し処

理を継続するよう設計（フェールソフト）すること。 

 

3-6 データセンター要件【クラウドサービスの場合】 

（１）新システム環境を構築するデータセンターは、日本国内に存在すること。 

（２）データセンターのファシリティ基準については、日本データセンター協会（JDCC）のティア４相当

以上であること。 

（３）ISMS 又は ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を有した高品質なデータセン

ターであること。 

 

3-7 セキュリティ要件 

（１）ユーザ情報の登録・変更・削除等は。システム管理権限を持つ者のみが実行できること。 

（２）ユーザ情報に基づき、各業務の利用制限を設定できること。 

（３）EUC 機能は、操作権限を持った者のみ利用可能にできること。 
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（４）ユーザ（個人）ログインには、ID とパスワードでの認証を必要とすること。パスワードはユーザで

変更できること。 

（５）【オンプレミスの場合】導入するサーバにおいて、Windows Server OS のサーバについては、本市所

有の Symantec Endpoint Protection 14.2（以下「SEP」という。）を導入する。パターンファイルの配信

は本市ウイルス対策サーバより行う。Linux サーバ等については、ウイルス対策ソフトを導入し、パタ

ーンファイルを更新できるように設定すること。 

（６）【クラウドサービスの場合】情報の盗聴、不正コピー、破壊等への対策及び DoS、DDos、クロスサイ

トスクリプティング、スパムメールの不正中継アクセス等、他のネットワークへの攻撃の踏み台とされ

ないための対策を講じること。 

（７）【クラウドサービスの場合】導入するサーバ等において、ウイルス対策を講じること。パターンファ

イルの配信は、データセンターより行うこと。 

（８）【クラウドサービスの場合】サーバ、サービスの稼働監視、障害監視等を行い、障害検知時に即時対

応できる体制であること。 
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４．ハードウェア要件 

4-1 導入機器の機能要件 

本業務を実施するために必要な機器構成を提案し、設置、設定を行うこと。機器を収容するラックに関して

も必要な数量を算出し、ラック搭載イメージを提案すること。「3-3 クライアント端末とプリンタ」のとおり、

既設のクライアント端末とレーザプリンタを使用するため、クライアント端末とレーザプリンタは、提案の対

象外となる。レーザプリンタ以外に帳票印刷に必要な機器がある場合は、提案書に明記すること。 

想定される機器を「表８ 想定機器一覧」に示すが、内部管理系システムの機能を実現するために必要な機

器を全て提案すること。 

 

表８ 想定機器一覧 

分類 導入機器 説明 数量 

オンプレミス 

の場合 

本番環境 

サーバ 

実運用を行うサーバ。各システムの AP サーバ等は仮想サー

バとし、基盤サーバは複数台の冗長構成であること。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 

テスト環境 

サーバ 

財務会計システムは検証や操作確認をおこなうためのテス

ト環境を用意すること。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 
ディスク装置 

仮想サーバ等のデータを格納する装置。RAID構成であるこ

と。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 
負荷分散装置 

クライアント端末からの処理要求を複数のサーバへ負荷分

散する機器。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 

バックアップ 

装置 

LTO オートローダ等、各サーバのバックアップを行う装置。 適宜 

オンプレミス 

の場合 
ＵＰＳ 

停電発生時等に各サーバを安全にシャットダウンできる時

間を確保するバッテリー容量であること。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 
スイッチ 

各サーバ、負荷分散、ディスク装置、バックアップ装置等ラ

ック内の機器を接続すること。 

適宜 

オンプレミス 

の場合 
ラック 

サーバ、UPS、負荷分散装置、スイッチ等を収容すること。 

※扉の鍵は前後ともユニーク鍵とすること。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 

本番環境 

サーバ 

実運用を行うサーバ。 適宜 

クラウド 

サービスの場合 

テスト環境 

サーバ 

財務会計システムは、検証や操作確認をおこなうためのテス

ト環境を用意すること。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 
ディスク装置 

データを格納する装置。 適宜 

クラウド 

サービスの場合 
負荷分散装置 

クライアント端末からの処理要求を複数のサーバへ負荷分

散する機器。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 
FW、ルータ等 

システムを防御するため通信回線との境界にファイアウォ

ール、ルータ等必要な機器を設けること。 

適宜 
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分類 導入機器 説明 数量 

クラウド 

サービスの場合 

バックアップ 

装置 

各サーバのバックアップを行う装置。 適宜 

クラウド 

サービスの場合 
ＵＰＳ 

停電発生時等に各サーバを安全にシャットダウンできる時

間を確保するバッテリー容量であること。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 
ラック 

サーバ、UPS 等を収容するラックは既設のラックを利用し

てもよい。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 

ウイルスソフト 

サーバ 

各サーバのウイルスソフトを一元管理するサーバ。既設サー

バを利用してもよい。 

適宜 

クラウド 

サービスの場合 
縮退サーバ 

本市庁舎に設置する。データセンター側のサーバや通信回線

の障害発生時に、業務継続を行うための環境。 

適宜 

オンプレミス・

クラウド共通 

光学読み取り機 

（OCR） 

財務会計システムから出力した納付書等を読み取り収納消

込データ作成等、収納業務で利用する。 

１台 

オンプレミス・

クラウド共通 

バーコード 

リーダ 

提案するシステムにおいてバーコードを使用する場合は提

案すること。 

適宜 

オンプレミス・

クラウド共通 
運用管理端末 

システム管理者（ＩＴ推進課職員）が行う、サーバにリモー

トして行う作業や年次処理、バックアップ等の運用、管理作

業用の端末。 

１台 

 

 

4-2 ネットワーク要件【クラウドサービスの場合】 

（１）本市庁舎とデータセンター間の通信回線は、本業務の調達範囲内とするため、提案書に構成等を記載

すること。 

（２）本市庁舎とデータセンター間の通信回線は、インターネットを介さない閉域網の通信サービスである

こと。 

（３）接続に必要なネットワーク機器等は、本業務の調達範囲内とすること。 

（４）専用回線又はそれに準ずる回線以外は、本市庁舎とデータセンター間の通信において暗号化を施すこ

と。 

（５）回線の稼働率は、99.99％以上を保証すること。ただし、事前に本市の承認を得たメンテナンスによ

る計画停止については、停止時間から除く。 

（６）「6-6 ネットワーク構成」のとおり、新システムをインターネット接続系のクライアント端末からサ

ービスを利用する。庁内 LAN のファイアウォール等の設定変更は本市作業とする。 
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５．ソフトウェア要件 

5-1 ソフトウェアライセンス 

（１）本調達には、パッケージソフトウェア、サーバ OS、データベース管理システム（以下「DB」とい

う。）、仮想化ソフト、ミドルウェア等を必要数、契約期間中の使用権を含めること。 

（２）パッケージソフトウェア、サーバOS、DB、ミドルウェア等に対する不具合対応、パッチ対応、バー

ジョンアップ対応に関して、規約期間中の対応を保証すること。 

（３）クライアント端末からサーバをリモートする必要がある場合は、リモートに必要となるソフトウェア

等のライセンスを必要数含めること。 

（４）Microsoft Windows Server 2019 CAL（Device）については、本市が 1700 ライセンス保有しているた

め、本調達の対象外とする。 

（５）その他本業務を遂行するうえで必要となるライセンスを用意すること。 

 

5-2 共通機能要件 

（１）クライアント端末に、新システム用に.NET Framework や Java Runtime 等のプログラムを組み込ま

なくても、ブラウザで利用できる Web 型のシステムであること。ただし、有用な機能を提案する場合

は、この限りではない。その場合は、機能説明及びクライアント端末にプログラムを展開する方法を提

案書に記載すること。 

（２）Webサーバやアプリケーションサーバを複数台設ける場合は、自動的にサーバ間で負荷分散を行い、

一部のサーバに障害が発生しても、残りのサーバで業務を継続できるようにすること。 

（３）サーバのディスク容量が許す限り、複数年度のデータを保存し、随時照会可能であること。 

（４）財務会計システム及び文書管理システムは、総務省の中間標準レイアウトによるデータ移行が可能で

あること。 

（５）クライアント端末から利用できる EUC 機能を有すること。EUC機能は CSV 形式ファイルで抽出で

きること。また、EUC機能は権限を与えた利用者のみが利用できるよう設定できること。 

（６）現行システムで使用している外字（S-JIS）を新システムでも使用できること。 

（７）入力画面では、選択可能な入力項目については、チェックボックス・ラジオボタン・プルダウン等を

使用でき入力低減が図られていること。 

（８）入力画面の日本語入力項目では、IMEを自動的に日本語モードに切り替える、英数字入力項目では、

IME を自動的に半角英数モードに切り替える入力低減が図られていること。 

（９）メニュー画面から入力・照会等の個別画面へ遷移することができ、全ての入力・照会等の画面の操作

性が統一されていること。 

（10）CSV ファイルを一括入力して処理する場合、エラーにより取り込めないレコードをログファイル等

で出力されること。 

（11）バッチ処理を実行した際に、実行結果やエラー等をログファイル等で出力されること。 

 

5-3 グループウェア機能要件 

グループウェアの機能要件は、別紙１「グループウェア機能要件一覧」による。 
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5-4 財務会計システム機能要件 

岸和田市財務規則に準拠すること。財務会計システムの機能要件は、別紙２「財務会計システム機能要件一

覧」による。 

 

5-5 文書管理システム機能要件 

岸和田市文書管理規程に準拠すること。文書管理システムの機能要件は、別紙３「文書管理システム機能要

件一覧」による。 

 

5-6 電子決裁システム機能要件 

岸和田市事務決裁規程に準拠すること。電子決裁システムの機能要件は、別紙４「電子決裁システム機能要

件一覧」による。 

 

5-7 帳票要件 

（１）財務会計システム、文書管理システムにて必要となる出力帳票を、別紙５「帳票一覧」に示す。「帳

票一覧」に示す帳票名、サイズ、形式を踏まえて新システムにおいても帳票を出力できるよう提案する

こと。 

（２）財務会計システムにおける予算書（総括表・第１表・事項別明細書）、決算書（総括表・決算書・事

項別明細書）については、現行様式（別添の見本を参照。）を踏襲すること。 

 

別添 現行様式の見本 

・歳入予算書総括表 

・歳入予算書第１表 

・歳入予算書事項別明細書 

・歳出予算書総括表 

・歳出予算書第１表 

・歳出予算書事項別明細書 

・会計別決算総括表 

・歳入決算書 

・歳入決算書事項別明細書 

・歳出決算書 

・歳出決算書事項別明細書 

 

（３）文書管理システムにおける起案書については、現行様式（別添の見本を参照。）を踏襲すること。 

 

別添 現行様式の見本 

・起案書 
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5-8 カスタマイズ対応方針 

パッケージ標準機能で要件を満たすことができない機能については、パッケージの設定値変更機能等や

EUC 機能で代替運用を基本とする。代替運用には、EUC 機能で出力したデータを Excel や Access等で抽出、

加工するツール（Excel マクロや Access）等を提案すること。代替運用が困難な機能等についてはカスタマイ

ズ対応する。 

これらのツールも含めたカスタマイズ費用については、提案価格に含むものとする。 
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６．構築・移行業務要件 

6-1 プロジェクト管理 

本業務は、複数のシステムを同時に構築・移行するプロジェクトとなる。以下の事項に基づき、業務全体及

び各システムにおける計画、進捗管理、課題管理、リスク管理等のプロジェクト管理を適切に行うこと。 

（１）プロジェクトマネージャ（プロジェクト責任者）を置くこと。 

（２）プロジェクトマネージャは、本業務の開始から本番運用開始まで同一人物とすること。 

（３）プロジェクトマネージャは、自治体へ同等程度システム構築経験を有する等、十分なスキル、経験及

びノウハウを有する者を選任すること。事前に業務経歴を本市に提示し承認を得ること。 

（４）計画通りに業務を遂行するために、適切な人員配置を行うこと。 

（５）本業務に携わるメンバーに対して情報共有や周知を行い、スコープやスケジュールに基づき各業務を

実施すること。 

（６）プロジェクト開始からの要員変更にあたっては、変更後の要員のスキルが前任者と同等以上であるこ

とを担保し、本市の承認を得ること。 

（７）本業務の実施場所は、本市庁舎内又は本市が承認した場所とする。 

（８）本業務実施のために本市庁舎内における作業スペースは提供するが、その他必要な機材は、受託者の

負担において用意すること。 

（９）要件定義、詳細設計、移行計画、テスト計画等の品質を確保するため成果物のレビューを実施するこ

と。 

（10）本市と協議し、本業務における課題、リスクを洗い出し、課題管理表を作成したうえで解決まで管理

すること。 

 

6-2 WBSによる進捗管理 

（１）「2-1 本業務の範囲」の「図１ 本仕様書における調達範囲のイメージ」における「開発（構築・移

行）フェーズ」の範囲業務（以下「構築・移行業務」という。）におけるWBS（Work Breakdown Structure）

を作成し、本市と受託者の役割分担、プロジェクト計画及び進捗管理を行うこと。 

（２）作業開始の 14日前までにWBS を作成し、本市の承認を得ること。 

（３）「表９ 構築・移行業務WBS」に想定しているWBS 例を示す。受託者は同等レベル以上に業務を分

割して詳細なWBS を作成すること。 

  



 

20 / 42 

岸和田市内部管理系システム更新業務仕様書  

 

表９ 構築・移行業務WBS 

【凡例】○：主担当 △：監督又は支援 

項番 項目 本市 受託者 

1 プロジェクト管理   

 1-1 WBS 作成 △ ○ 

 1-2 進捗管理  〇 

 1-3 課題・リスク管理  ○ 

 1-4 打合せ △ ○ 

 1-5 議事録作成 △ ○ 

2 設計   

 2-1 要件定義 △ ○ 

 2-2 基本設計  ○ 

 2-3 詳細設計  ○ 

 2-4 ネットワーク設計 △ ○ 

 2-5 運用設計 △ ○ 

 2-6 セキュリティ設計 △ ○ 

3 開発   

 3-1 開発  ○ 

 3-2 カスタマイズ  ○ 

 3-3 連携インターフェース開発  ○ 

 3-4 内部テスト  ○ 

4 機器搬入・設置   

 4-1 機器類・ソフト調達  ○ 

 4-2 機器類搬入 △ ○ 

 4-3 ラック収容・配線  ○ 

 4-4 機器類セットアップ  ○ 

5 構築・移行   

 5-1 環境構築  ○ 

 5-2 パッケージ適用  ○ 

 5-3 テスト環境構築  ○ 

 5-4 データ移行計画作成 △ ○ 

 5-5 データ移行リハーサル △ ○ 

 5-6 データ移行 △ ○ 

 5-7 システム本番移行計画作成 △ ○ 

 5-8 システム本番移行リハーサル △ ○ 

 5-9 システム本番移行 △ ○ 



 

21 / 42 

岸和田市内部管理系システム更新業務仕様書 

 

項番 項目 本市 受託者 

6 テスト   

 6-1 テスト計画作成 △ ○ 

 6-2 受入テスト ○ △ 

 6-3 データ連携テスト ○ △ 

 6-4 テスト結果判定 ○ △ 

7 研修   

 7-1 研修計画作成 △ ○ 

 7-2 管理者教育 △ ○ 

 7-3 研修資料作成 △ ○ 

 7-4 システム研修実施 △ ○ 

8 検収   

 8-1 検収 ○ △ 

 

6-3 打合せ 

（１）本業務のプロジェクト進捗報告、課題・リスク報告等のために、プロジェクト管理者及び各業務の担

当者、本市担当者をメンバーとする打合せを実施すること。 

（２）本番運用開始までは、少なくとも１か月に１回以上、定期的に打合せを実施すること。 

（３）打合せ実施後に、１週間以内に議事録を作成し、本市の承認を得ること。 

（４）打合せの実施場所は、本市庁舎内とする。 

 

6-4 搬入 

（１）機器類を搬入する日時については、少なくとも 14 日以上前に本市と協議し調整すること。 

（２）エレベーターを使用しての機器類の搬入は可能だが、壁面や床面等建物に傷をつける恐れのある場合

は、受託者が養生すること。なお、養生等により来庁される市民等への影響がある場合は、本市の業務

時間外（平日 17時 30分以降）又は閉庁日（土曜日、日曜日、祝日）の作業とすること。 

（３）搬入した機器類の空箱や梱包材等は、作業後に回収すること。 

 

6-5 設置 

（１）機器設置場所は、岸和田市役所別館 4 階ＩＴ推進課内マシン室とする。ただし、運用管理端末につい

ては、ＩＴ推進課執務室内とする。 

（２）ラック内に機器類を搭載・設置すること。 

（３）設置にともなう電源工事は、本市の作業とする。ただし、できる限り既設の電源（100Ｖ30Ａ NEMA 

L5-30R×４）を使用すること。 

（４）基幹ネットワーク機器からラックまでの LAN 配線は、本市の作業とする。 

（５）ラック内の配線にあたっては、露出配線は極力少なくなるように努め、美観上問題のないように施工

すること。配線にあたっては、ケーブルの両端にタグ等を取り付け、接続先がわかるようにすること。 

（６）機器設置に必要な付属品（ラック取り付けネジ、固定金具等）や接続に必要なケーブル類（電源ケー

ブル、OA タップ、LANケーブル等）等の必要な物品は本調達に含めること。  
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6-6 ネットワーク構成 

本市の庁内 LAN ネットワーク構成（概要）を「図３ ネットワーク構成図」に示す。庁内 LAN は、基幹

系（個人番号利用事務系）、LGWAN 接続系、管理系（サーバ系）、インターネット接続系の４つの LAN から

なっており、内部 FW で各 LAN 間の通信を制御している。インターネット接続系からは LGWAN に接続で

きない。インターネット接続系からのみ大阪セキュリティクラウド経由でインターネットに接続できる。 

財務会計システムサーバと文書管理システムサーバは、管理系（サーバ系）に設置している。グループウェ

アサーバはインターネット接続系に設置しており、クライアント端末はインターネット接続系に設置してい

る。基幹系（個人番号利用事務系）及び LGWAN 接続系のクライアント端末からは、内部管理系システムを

利用できない。 

 

オンプレミスの場合は、財務会計システムサーバ、文書管理システムサーバ及び電子決裁システムサーバは、

管理系（サーバ系）に設置し、グループウェアサーバはインターネット接続系に設置して、新システムをイン

ターネット接続系のクライアント端末から利用する。 

 

クラウドサービスの場合は、新システムをインターネット接続系のクライアント端末からサービスを利用で

きること。なお、LGWAN-ASP サービスをインターネット接続系のクライアント端末から利用することはで

きないため、新システムをクラウドサービスで提供する場合、LGWAN-ASP サービスは不可となる。 
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図３ ネットワーク構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注 基幹系（個人番号利用事務系）及び LGWAN 接続系のクライアント端末と、管理系（サーバ系）との通信は、認証システム、資産管理システム、WSUSに

限る。基幹系（個人番号利用事務系）及び LGWAN 接続系のクライアント端末からは、財務会計システム、文書管理システム及びグループウェアは使用でき

ない。 
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6-7 現行システム構成 

参考として、現行の内部管理系システム構成（概要）を「図４ 現行システム構成」に示す。現行の内部管

理系システムは、仮想基盤サーバ（VMWare）を２台で冗長化し、仮想サーバにて、財務会計WEB・AP サー

バ、文書管理WEB・APサーバ、グループウェアサーバ、vCenter サーバを構成している。 

物理サーバでは、運用管理サーバ１台、共通 DB サーバは２台である。これらの主な機器・サーバ等の役割

については、「表 10 現行システムの機器・サーバ等の役割」に示す。また、現行の内部管理系システムのラ

ック搭載図を「図５ 現行システムラック搭載図」に示す。 

 

表 10 現行システムの機器・サーバ等の役割 

機器名・サーバ名 役 割 

運用管理端末 ジョブの参照、実行等のシステム運用管理の作業用端末。 

負荷分散装置 

クライアントからのリクエストを冗長化された財務会計 WEB・AP サー

バに振り分け、負荷分散する。 

フェイルオーバ構成とし、アクティブ側で障害が発生した場合は、スタン

バイ側に切り替える。 

運用管理サーバ 

バックアップのジョブ実行管理等、各サーバの運用管理を行うサーバ。 

各サーバのシステムバックアップ、DB バックアップ、ファイルバックア

ップを実行する。 

共通 DB サーバ 

２台 

財務会計システム、文書管理システムのデータを管理する。 

フェイルオーバクラスタリング構成とし、アクティブ側で障害が発生した

場合は、スタンバイ側に切り替える。 

運用管理サーバのシステムバックアップや各システム DB のバックアッ

プを取得する。 

共有ディスクアレイ装置 財務会計、文書管理、グループウェアのデータを格納する。 

LTO オートローダ 
DB バックアップ、システムバックアップ、ファイルバックアップを複数

の LTO に書き込む。 

財務会計WEB・APサーバ 

２台 

財務会計システムの画面を提供し、アプリケーションを実行する。 

財務会計システム DB への問合せ、更新等を行う。 

アクティブ・アクティブ構成とし、１台に障害が発生した場合は、もう１

台でシステム稼働を継続する。 

文書管理WEB・APサーバ 
文書管理システムの画面を提供し、アプリケーションを実行する。 

文書管理システム DB への問合せ、更新等を行う。 

グループウェアサーバ 
グループウェアの画面を提供、アプリケーションを実行する。 

グループウェアのデータを管理する。 

財務会計検証 WEB・AP・DB

サーバ 

検証用の財務会計システムの画面を提供し、アプリケーションを実行す

る。検証用の財務会計システム DB への問合せ、更新等を行う。 

検証用財務会計システムのデータを管理する。 

vCenter サーバ 仮想基盤である VMWareの管理機能を提供する。 

VM 管理コンソール 仮想基盤サーバの電源管理機能を提供する。 
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図４ 現行システム構成 
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図５ 現行システムラック搭載図 
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6-8 データ移行要件 

（１）現行システムからのデータ移行作業は、本市及び既存システムの運用業者と協議のうえ、受託者が責

任をもって行うこと。提案書において、データ移行計画、データ移行手法等を明記すること。 

（２）新システムへの移行を円滑に行うことを目的として、移行計画書を作成し、移行対象データの決定及

び移行方法、データ変換仕様、移行スケジュール、移行中の障害対応、復旧方法や移行体制等を本市に

提出し承認を得ること。 

（３）データ移行手順、作業時間、トラブル時の復旧手順等を確認するために移行リハーサルを実施するこ

と。 

（４）【オンプレミスの場合】データ移行作業場所は、本市庁舎内に限定する。 

（５）【クラウドサービスの場合】データセンターで移行作業を行う場合は、セキュリティを確保したネッ

トワークを利用すること。 

（６）データ移行作業にあたり、データを一時保管する場合は、入退室管理が可能な保管室又は施錠可能保

管庫等で適正に管理すること。 

（７）グループウェアは、所属マスタ、職員マスタを最低限移行すること。メールデータや掲示板、共有キ

ャビネット等、移行が可能であれば提案すること。 

（８）文書管理システムは、所属マスタ、職員マスタ、文書分類、文書、簿冊、添付文書等も含めて、全て

のデータを移行すること。下記に令和 2 年 3月現在の文書・簿冊の件数を示す。 

起案文書：379,741 件 

収受文書：554,392 件 

簿  冊： 66,367 件 

（９）電子決裁システムは、新規導入のためデータ移行については、文書管理システムの所属マスタ、職員

マスタ等から必要な初期データを作成すること。 

（10）財務会計システムは、前述のとおり、令和 3 年度 10月から始まる新年度（令和 4年度）の予算編成

は、新財務会計システムで行う。令和 3年度の決算処理、決算書出力、決算統計を旧財務会計システム

にて行うため、予算執行関連データを移行することは想定していないが、マスタ類のデータは移行する

こと。データ移行を想定しているマスタ類を「表 11 財務会計データ移行一覧」に示す。 

（11）財務会計システム及び文書管理システムについては、本市及び既存システムの運用業者と協議のう

え、総務省の中間標準レイアウトを活用したデータ移行を行うこと。 

（12）必要に応じてデータの補正を行うこと。 
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表 11 財務会計データ移行一覧 

テーブル名称 分類 概 要 データ件数※ 

所属テーブル 共通 所属コード、所属名称、所属レベルの情報 127(件/年度) 

職員テーブル 共通 職員の情報 1,375(件/年度) 

事業テーブル 予算編成 予算事業の情報（過去 3 年度分移行） 4,238(件/年度) 

会計テーブル 予算編成 会計情報（過去 3 年度分移行） 8(件/年度) 

科目テーブル 予算編成 歳入・歳出科目の情報（過去 3 年度分移行） 2,380(件/年度) 

節細節説明テーブル 予算編成 節細節の情報（過去 3 年度分移行） 384(件/年度) 

歳入マスタ 予算編成 予算歳入マスタ（過去 3 年度分移行） 4,665(件/年度) 

歳入現計マスタ 予算編成 歳入予算の現計マスタ（過去 3 年度分移行） 1,065(件/年度) 

歳入査定額マスタ 予算編成 歳入予算の査定データ（過去 3 年度分移行） 316(件/年度) 

歳入積算テーブル 予算編成 歳入予算の積算情報（過去 3 年度分移行） 1,171(件/年度) 

歳出マスタ 予算編成 予算歳出マスタ（過去 3 年度分移行） 4,723(件/年度) 

歳出現計マスタ 予算編成 歳出予算の現計マスタ（過去 3 年度分移行） 4,723(件/年度) 

歳出査定額マスタ 予算編成 歳出予算の査定データ（過去 3 年度分移行） 1,584(件/年度) 

歳出積算テーブル 予算編成 歳出予算積算情報（過去 3 年度分移行） 6,984(件/年度) 

業種コードテーブル 契約管理 業種コード、業種名称等の情報 99(件/年度) 

業種 契約管理 業者の業種情報 2,341(件/年度) 

業者マスタ 契約管理 業者の基本情報 3,471(件/年度) 

法人番号マスタ 契約管理 業者の法人番号情報 3,023(件/年度) 

単契業者テーブル 契約管理 単価契約の業者情報 423(件/年度) 

相手方 相手方管理 相手方（債権債務者）の基本情報 32,291(全件) 

相手方グループ 相手方管理 相手方（債権債務者）のグループ情報 121(全件) 

相手方口座名義人 相手方管理 相手方（債権債務者）の口座情報 26,733(全件) 

金融機関 相手方管理 金融機関情報（金融機関コード、名称） 2,836(全件) 

金融機関支店 相手方管理 金融機関情報（金融機関支店コード、支店名称） 53,753(全件) 

物品明細コードテーブル 契約管理 物品の明細コード、品名、規格情報 686(件/年度) 

歳計外マスタ 歳計外管理 歳入歳出外現金管理の費目等情報（コード、名称） 34(件/年度) 

※データ件数は、テーブルのレコード数 「件/年度」は１年度分のレコード数 「全件」は全件レコード数 
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6-9 データ連携要件 

（１）財務会計システムデータ連携 

「表 12 財務会計システムデータ連携一覧」のとおり、財務会計システムと個別システムとはデータ

連携を行っている。本業務では連携相手となる個別システム側の改修は、原則行わない。新財務会計シス

テムは、現行の各インターフェースを踏襲してデータ連携すること。 

 

表 12 財務会システムデータ連携一覧 

連携元 連携先 連携データ 頻度 説明 

人事給与システム 財務会計システム 
職員給与 

データ 
月次 

職員給与データを財務会計システムに

取込み支出負担行為兼支出命令の伝票

データを作成する。 

財務会計システム 人事給与システム 
旅費支出 

データ 
月次 

旅費支出データを人事給与システムに

取込み出張旅費に反映させる。 

人事給与システム 財務会計システム 
職員氏名 

データ 
月次 

職員氏名データを財務会計システムに

取込み相手方（職員分）データを追加・

修正する。 

基幹業務システム 

（税・国保等） 
財務会計システム 収納データ 日次 

収納消込データを財務会計システムに

取込み、反映させる。 

介護保険システム 財務会計システム 収納データ 日次 
収納消込データを財務会計システムに

取込み、反映させる。 

後期高齢者医療 

システム 
財務会計システム 収納データ 日次 

収納消込データを財務会計システムに

取込み、反映させる。 

財務会計システム eLTAX 
税申告 

データ 
年次 

地方税申告システムに地方税申告デー

タを取込み、送信する。 

財務会計システム e-TAX 
税申告 

データ 
年次 

国税申告システムに源泉徴収データを

取込み、送信する。 

財務会計システム 
地方公会計 

システム 

公会計用 

データ 
年次 

所属、職員、予算科目、予算事業等の各

種マスタ及び歳入、歳出、振替伝票等を

公会計システムに取込み処理する。 

 

（２）グループウェア・文書管理システム連携 

グループウェアの受信メールを文書管理システムと連携して、文書管理システムに収受登録できるこ

と。メール本文及び添付ファイルは、文書管理システムの添付ファイルとして登録できること。 

 

（３）電子決裁システム 

① 決裁文書到着時、決裁完了時、差し戻し時など、グループウェアへメールにて通知する連携を提案

すること。 

② 文書管理システムと連携し、決裁完了後に文書管理システムへの保管処理ができること。 

③ 文書管理システムにて「電子決裁」を選択することで、電子決裁システムへ起案文書、添付文書を

連携できること。  
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6-10 テスト要件 

（１）テストは、受託者が主体となって実施すること。 

（２）テスト計画書を作成し、受託者、本市の役割分担を明確に示し、事前に本市の承認を得ること。 

（３）受託者で実施するテスト（機能テスト、性能テスト、障害復旧テスト、負荷テスト等）が完了した後

に、本市による受け入れテストを実施する。 

（４）本番稼働前に実施する本市による受け入れテストは、事前に移行した本番データを使用し本番環境に

て確認できること。 

（５）各種テストの結果については、本市に報告し、承認を得ること。 

 

6-11 研修要件 

（１）管理者教育研修 

本番稼働開始前に、システム管理者（ＩＴ推進課職員）を対象としたシステム運用・管理に関する教育

研修を実施すること。研修に必要となるテキスト等の資料を作成すること。 

（２）利用者向け研修 

① 一般職員を対象として、システム操作方法、事務フローに関する利用者研修を実施すること。 

② 財務会計システム、文書管理システム、グループウェア、電子決裁システム別に実施すること。 

③ システムごとに 80 名以上（例：10名×８回以上）が受講できる研修計画を作成し、事前に本市の

承認を得ること。 

④ 利用者研修に必要となるテキスト等の資料を作成すること。 

⑤ 研修環境として、パソコン 12 台（講師用１台含む）、プロジェクタ、会議室は本市にて用意ができ

る。 

⑥ 一般職員が自習できるようテスト環境を用意すること。 

（３）部門別研修 

① 財務会計システムについては、人事課、契約検査課、財政課、会計課、監査事務局を対象として、

それぞれの部門別に管理部門向け研修を実施すること。研修に必要となるテキスト等の資料を作成す

ること。 

② 文書管理システムについては、総務管財課、ＩＴ推進課を対象として、文書引継、廃棄等に関する

文書管理部門向け研修を実施すること。研修に必要となるテキスト等の資料を作成すること。 
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７．保守運用支援業務要件 

7-1 基本要件 

本仕様書の要件を満たす品質、性能等を維持するために必要なシステム及びサービスを継続して提供するた

めに、本業務の契約期間中、全てのハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェアの保守、パッケージシステム

のバージョンアップ、プログラムのメンテナンス等を行い、正常な稼働を保証すること。 

 

7-2 役割分担 

「2-1 本業務の範囲」の「図１ 本仕様書における調達範囲のイメージ」における「運用・保守フェーズ」

の範囲業務（以下「保守運用支援業務」という。）について、本市が想定する役割分担を「表 13 保守運用支

援業務の役割分担一覧」に示す。 

表 13 保守運用支援業務の役割分担一覧 

【凡例】○：主担当 △：監督又は支援 

項番 項目 本市 受託者 

1 システム運用   

 1-1 保守運用支援体制構築  ○ 

 1-2 月次処理 〇 △ 

 1-3 年次処理 〇 △ 

 1-4 機構改革 〇 △ 

 1-5 人事異動 〇 △ 

2 構成・リソース管理   

 2-1 構成管理  〇 

 2-2 リソース管理  〇 

 2-3 性能改善計画 △ 〇 

 2-4 対策実施  〇 

3 運用マニュアル   

 3-1 運用マニュアル・障害時対応マニュアル作成  〇 

 3-2 運用マニュアル・障害時対応マニュアル改訂  〇 

4 定期点検・予防保守   

 4-1 定期点検  〇 

 4-2 UPS バッテリー交換  〇 

 4-3 ファームウェアアップデート  〇 

5 法改正対応・バージョンアップ   

 5-1 作業体制図・作業スケジュール作成 △ 〇 

 5-2 事前テスト  〇 

 5-3 テスト結果エビデンス提出 △ 〇 

 5-4 デグレードテスト  〇 
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項番 項目 本市 受託者 

 5-5 作業前・後バックアップ  〇 

 5-6 法改正対応・バージョンアップ実施  〇 

6 バックアップ運用   

 6-1 【オンプレミスの場合】LTO 等の外部媒体交換 〇  

 6-2 【クラウドサービスの場合】バックアップ運用  〇 

 6-3 ネットワーク機器設定変更都度バックアップ  〇 

 6-4 リカバリ作業  〇 

 6-5 【クラウドサービスの場合】管理台帳作成  〇 

 6-6 
【クラウドサービスの場合】バックアップ運用計画書・バ

ックアップ運用マニュアル作成 
 〇 

 6-7 【オンプレミスの場合】遠隔地バックアップ運用 〇  

 6-8 【オンプレミスの場合】バックアップデータ保存設定 △ 〇 

7 ヘルプデスク   

 7-1 ヘルプデスク体制構築  〇 

 7-2 ヘルプデスク運営  〇 

 7-3 ナレッジデータ管理  〇 

 7-4 障害発生時一次切り分け  〇 

8 障害対応   

 8-1 障害回復手順整備  〇 

 8-2 連絡体制・保守体制確立  〇 

 8-3 保守要員配備・主要部品常備  〇 

 8-4 【オンプレミスの場合】連絡受付・保守要員派遣  〇 

 8-5 【クラウドサービスの場合】障害検知・報告  〇 

 8-6 回復作業  〇 

 8-7 HDD 交換時データ消去  〇 

 8-8 暫定対策 △ 〇 

 8-9 是正措置・予防措置 △ 〇 

 8-10 障害対応報告書作成 △ 〇 

9 情報セキュリティ管理   

 9-1 要員に対する研修・教育  〇 

 9-2 セキュリティパッチ適用 △ 〇 

 9-3 【クラウドサービスの場合】監視・報告  〇 

 9-4 【クラウドサービスの場合】インシデント対応  〇 

10 【クラウドサービスの場合】システム監視・ネットワーク監視   

 10-1 実施体制整備  〇 

 10-2 システム稼働状態監視  〇 
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項番 項目 本市 受託者 

 10-3 ネットワーク機器稼働状態監視  〇 

 10-4 異常検知  〇 

11 運用報告   

 11-1 定期報告会 △ 〇 

 11-2 課題管理 △ 〇 

 11-3 議事録作成 △ 〇 

 11-4 障害等報告 △ 〇 

12 SLA   

 12-1 監視・測定  〇 

 12-2 実績報告  〇 

 12-3 改善計画書作成 △ 〇 

 12-4 改善措置  〇 

 12-5 妥当性評価 〇 〇 

13 障害対応訓練   

 13-1 障害対応訓練計画作成 〇 △ 

 13-2 障害対応訓練実施 〇 △ 

 

 

7-3 法改正対応、バージョンアップの考え方 

（１）基本的な方針 

契約期間中に全国統一的に施行される法制度改正等に関しては、受託者提供のパッケージシステムのバ

ージョンアップや機能改善、機能追加等により対処すること。原則、これらの費用に関しては、本業務範

囲に含むものとする。ただし、本市カスタマイズ部分の大規模な改修が必要等、本市特有の対応に関する

部分については、受託者と協議のうえ、必要であれば別途契約を締結するものとする。 

（２）新システムのリリースまでに施行され、対応が必要となる法改正対応については、全て対応した状態

でリリースすること。 

（３）受託者は、提案書に本業務の法改正対応に関する対応方針を明記すること。 

（４）特に財務会計システムにおいては、下記の事項についてパッケージシステムの保守により対応し、保

守運用支援業務に含めること。 

① 決算統計における毎年の調査票の改正 

② 統一的な基準による地方公会計制度や地方公会計標準ソフトウェアの改正 

③ 源泉徴収税額表や社会保険料率の改正 

④ 税制改正による給与所得控除、基礎控除等の変更 
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7-4 システム運用管理業務要件 

（１）体制 

① 受託者は、保守運用支援業務体制を構築し、要員に対して必要な教育・訓練等を実施すること。 

② 保守運用支援業務を統括する責任者、要員、ヘルプデスク連絡先、障害発生時連絡先等を明記した

「保守運用支援業務体制」（様式自由）を作成し、本市へ提出すること。 

（２）システム稼働時間 

新システムは、原則 365 日（土曜日、日曜日、法定休日※１、年末年始※２を含む。）稼働し、下記の

稼働時間を確保すること。バックアップ等の夜間に実行する処理は、稼働時間を避けること。 

① 財務会計システム  7：00～22：00 

② 文書管理システム  7：00～22：00 

③ グループウェア   6：00～25：00 

④ 電子決裁システム  7：00～22：00 

※１ 法定休日とは、「国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）」に定める休日をいう。以

下同じ。 

※２ 年末年始とは、12 月 29 日～12月 31日及び１月１日～１月３日をいう。以下同じ。 

（３）月次処理・年次処理 

① 月次処理、年次処理を含めた月間、年間のシステム運用スケジュール案を提示し、本市と協議のう

え決定すること。 

② 本稼働後初年度においては、初回の月次処理、年次処理の実施時に、受託者の業務担当ＳＥが訪問

し処理実施を支援すること。 

③ 機構改革（所属部署の統廃合、事業の所属変更、事業の統廃合等）の対応方法を提案すること。 

④ 人事異動の処理方法について提案すること。 

（４）システムの計画停止 

① 保守作業に伴うシステムの停止（計画停止）については、保守作業計画書を作成し、事前に本市の

承諾を得たうえで実施すること。 

② システムの計画停止は、業務への影響を配慮した時間帯（平日 18：00 以降又は土曜日、日曜日、

法定休日）で行うこと。 

（５）構成・リソース管理 

① ハードウェア、ＯＳ、仮想化ソフト、ＤＢ等のミドルウェア、ソフトウェア、ネットワーク等の物

理的な構成や機能的な仕様の維持管理を行うこと。 

② 管理対象となる資産（ハードウェア、ＯＳ、仮想化ソフト、ＤＢ等のミドルウェア、ソフトウェア、

ネットワーク、ドキュメント等）の情報を正確に識別して管理台帳を整備すること。 

③ リソース不足、パフォーマンス低下等がないか定期的に調査すること。 

④ レスポンスやパフォーマンスの低下等の場合には、リソースの状況を調査し、性能を改善するため

の計画を作成し、本市と協議のうえ対策を実施すること。 

（６）運用マニュアル 

① システムの運用に先立ち、システム保守運用マニュアル、障害時対応マニュアル等を作成し、本市

の承認を得ること。 

② システム保守運用マニュアル、障害時対応マニュアル等は、必要に応じた改訂を行うこと。 

（７）定期点検・予防保守 

① サーバ、ディスクアレイ装置等の機器は、年に１回以上定期点検を実施すること。 
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② UPS は、バッテリーが寿命になる前に交換すること。バッテリー交換に係る費用は、本調達に含

めること。 

③ 不具合発生の予防や品質向上のため、必要に応じてサーバ等のファームウェアのアップデートを行

うこと。 

④ その他、故障、障害発生を予防するために必要な保守作業を実施すること。 

 

7-5 システム変更時（法改正対応、パージョンアップ等）の対応 

（１）事前に作業体制図と作業スケジュールを提出し、本市の承認を得ること。 

（２）事前にテストを行うこと。テスト結果をエビデンス（画面ハードコピーや帳票等）とともに本市に提

出し、承認を得ること。 

（３）新旧資産の構成管理を的確におこない、デグレードの発生を防ぐこと。 

（４）正常に動作していた部分に問題が起きないことを確認するためデグレードテストを実施すること。 

（５）運用に変更が生じるものについては、改版マニュアルを提供すること。 

（６）作業開始前と作業完了後に変更部分となるアプリケーション等のバックアップを取得すること。 

 

7-6 バックアップ運用要件 

（１）システム障害時にソフトウェア及びデータが消失しないようシステムのバックアップ、DB バックア

ップ等の必要な対策を行うこと。 

（２）バックアップは、各業務システムへの負荷を考慮しできる限り、夜間（システム稼働時間外）に実行

すること。 

（３）DBバックアップ等の日次で更新されるデータのバックアップは、日次で取得する等最適な頻度でバ

ックアップを取得すること。 

（４）バックアップデータは、LTO 等の外部媒体に保存すること。 

（５）ネットワーク機器等の設定情報等のバックアップを行うこと。設定変更があった場合は都度バックア

ップを取得すること。 

（６）システム障害等によりデータの消失等が発生した場合は、速やかに検知しリカバリ作業を行うこと。

リカバリ作業の実施御、システムの状態が正常であることを確認すること。 

（７）【クラウドサービスの場合】バックアップ対象となるデータを識別して管理台帳を作成し対象ごとに

管理方法を定め、バックアップ運用計画書及びバックアップ運用マニュアルを規定し、運用すること。 

（８）【オンプレミスの場合】本市では、バックアップデータを遠隔地に送信する「遠隔地バックアップ」

を行っている。内部管理系システムについても遠隔地バックアップの対象としている。本市と協議のう

え、遠隔地バックアップ用ストレージにバックアップデータを日次で保存できるよう設定すること。 

 

7-7 ヘルプデスク業務要件 

（１）業務担当ＳＥの対応又はヘルプデスク機能（以下「ヘルプデスク」という。）を設置し、各業務シス

テムの問い合わせ及び技術コンサルテーション等のサポトートをすること。なお、本市からの問い合わ

せは、原則ＩＴ推進課職員から行う。 

（２）ヘルプデスク体制・運営 

① 各業務を統括する責任者を設け適正に対応すること。 

② 問い合わせに対応するヘルプデスク要員を確保すること。 

③ ヘルプデスク受付時間は、最低限下記の時間を含めること。 

月曜日～金曜日 9：00～17：30（法定休日、年末年始は除く。） 
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④ 受付時間外であっても、メールによる問い合わせを受け付けること。 

⑤ ヘルプデスクの品質向上のため、問い合わせ内容・回答・結果を整理したナレッジデータについて

管理台帳を作成しマニュアル化すること。 

（３）システム稼働直後は、大量の問い合わせが発生することが予想されるため、業務が安定するまで問い

合わせに即応できるよう、本市庁舎内に業務担当ＳＥを配置すること。配置する業務担当ＳＥの配置人

数及び期間については、事前に本市と協議し承認を得ること。 

（４）ヘルプデスク要員は、システム障害発生時に一次切り分けを行い対応すること。また、一次切り分け

の結果に基づき、必要に応じてエスカレーションを行うとともに、障害の復旧を支援すること。 

 

7-8 障害対応要件 

（１）事前対策 

① 障害発生時の回復手順を網羅的に整備すること。 

② 障害発生時に速やかに対応できるよう、連絡体制及び保守体制を確立すること 

③ 適正数の保守要員を配備すること。 

④ 主要な保守部品を常備すること。 

（２）障害対応 

① 【オンプレミスの場合】本市から障害が発生した旨の連絡を受け、状況の把握等を行い、速やかに

保守要員を現場に派遣すること。 

② 【オンプレミスの場合】保守要員は、現場に訪問する際には身分証を携帯すること。また見えやす

い位置に着用すること。 

③ 【オンプレミスの場合】保守要員は、現場に到着後、速やかに原因究明、障害回復、修理作業を行

うこと。 

④ 【オンプレミスの場合】庁舎外からのリモート保守は認めない。 

⑤ 【クラウドサービスの場合】システム監視情報から障害を検知し、障害発見後、速やかに障害発生

個所を特定するとともに、その原因究明を開始すること。 

⑥ 【クラウドサービスの場合】障害発見後、直ちに本市に報告すること。 

⑦ 【クラウドサービスの場合】障害発生時の回復手順に従い、回復作業を行うこと。 

⑧ 部品費用（HDD 交換部品、バッテリー等定期交換部品を含む）、その他一時費用は一切発生しな

いものとする。 

⑨ HDD を交換した場合は、データ消去作業を実施すること。データ消去作業は、HDD 等の記憶媒

体については、物理的な破壊又は磁気的な破壊を行うこと。 

（３）障害受付（オペレータ受付）時間 

① ソフトウェア・システム障害受付時間 

最低限下記の時間を含むこと。 

月曜日～金曜日 9：00～17：30（法定休日、年末年始は除く。） 

② ハードウェア障害受付時間 

365 日 最低限 6：00～24：00を含むこと。 

③ 必ずオペレータに電話が繋がること。 

④ 受付時間外であっても、メールによる障害発生連絡を受け付けること。 

（４）保守作業対応時間 

① ソフトウェア・システム障害対応・ハードウェア障害対応とも 

最低限下記の時間を含むこと。 
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月曜日～金曜日 9：00～17：30（法定休日、年末年始は除く。） 

② システムの停止をともなう保守作業の場合は、上記によらず作業時間は、18：00 以降を原則とし

て本市と協議し調整すること。 

（５）障害事後対策 

① 収集した障害情報を基に原因を分析し、同様の障害が発生しないよう是正処置及び予防措置を講じ

ること。 

② 根本解決まで時間を要する場合でも業務への影響を最小限にすべく暫定対策を講じること。 

③ 発生したシステム障害の経緯、原因、回復処理、再発防止策を障害対応報告書に取りまとめ、本市

へ報告すること。 

 

7-9 情報セキュリティ管理要件 

（１）岸和田市情報セキュリティポリシーに基づき本業務のセキュリティ管理を行うこと。 

（２）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成 11年法律 128 号）ほか情報セキュリティ関連法制度を遵守すること。 

（３）受託者内において、システム運用に携わる要員に対して情報セキュリティポリシーを遵守することを

目的とした情報セキュリティ研修や教育を全ての要員に対して一定期間ごとに実施すること。また新任

の要員に対しては、前述の周期にかかわらず本業務に携わる前に教育を受けていること。 

（４）本業務で構築する各業務システムでは、ユーザである職員のシステム利用証跡・アクセスログを取得

するものとする。以下にシステム利用証跡・アクセスログの例を示す。提案書に各業務システムで取得

するログを明記すること。 

① アプリケーションへのログイン・ログアウト履歴 

② EUC機能による抽出履歴 

③ アプリケーションからの帳票出力履歴 

④ アプリケーションでの情報アクセス履歴 

（５）システム稼働後において、OS 等に重大な脆弱性が発見された場合は、本市と協議のうえセキュリテ

ィパッチを適用すること。 

（６）技術的対策【クラウドサービスの場合】 

セキュリティが確保されていることを確認するため、各業務システム等のセキュリティ監視を常時実施

し、異常又は異常な事態が発生する恐れが生じた場合は、直ちに本市に報告すること。 

（７）インシデント対応【クラウドサービスの場合】 

セキュリティインシデント発生時は、別途本市と協議のうえ策定するルールに基づき報告するととも

に、速やかに原因分析及び影響範囲の特定を行うこと。 

 

7-10 システム監視・ネットワーク監視【クラウドサービスの場合】 

（１）各業務システムの停止及び本市とデータセンター間ネットワークの障害は、本市の業務に多大な影響

を及ぼすため、障害の可能性の早期発見に努めること。 

（２）障害発生時に可能な限り即時対応することを目的として、常にシステムの稼働状態及びネットワーク

機器の稼働状態を監視すること。 

（３）システム監視及びネットワーク監視に必要な実施体制を整備し、システム運用マニュアルを規定し実

施すること。受託者が業務システム内のリソース負荷状況や処理実行状況を参照でき、異常状態を検知

できること。 
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7-11 運用報告 

受託者は、システム運用における運用状況等を確認し、本市と円滑にコミュニケーションをとり、互いに協

力・協調しつつ、共通の問題意識をもって課題に対応し、高いレベルでシステム運用を実現できるよう以下の

会議及び報告を行うこと。 

（１）定期報告会 

① システムの運用状況の確認、課題の共有及び解決策の検討を行うことを目的とし、２か月に１回程

度、定期的に定期報告会を行うこと。 

② 定期報告会は、原則として本市庁舎内で実施すること。 

③ 定期報告会には、原則として営業担当者、保守運用支援業務を統括する責任者（又は業務担当 SE）

が出席すること。 

④ 課題管理台帳を作成し、解決するまで課題を管理し、報告すること。 

⑤ 定期報告会後に議事録を作成し、本市の承認を得ること。 

⑥ システム稼働直後は、課題が多く発生することが予想されるため、業務が安定するまで１か月に１

回定期報告会を行うこと。（概ね３か月～６か月） 

（２）障害等報告 

障害発生時及びセキュリティインシデント発生時には、システム対応状況の確認と今後の再発防止策等

の検討を目的とし、原則障害復旧後（又は原因究明後）に本市に障害等報告を行うこと。 

 

7-12 SLA 

保守運用支援業務については、本市と協議のうえ、サービスレベル水準合意（以下「SLA」という。）を締

結する。本業務における SLA は、サービスレベルが要求水準に達成しなかった場合は、受託者はサービスレ

ベルの改善措置を実施することで、継続的にサービスの質を確保することを目的とする。 

 

以下に本市が想定する SLA の運用ルール、要求水準、算定方法を示す。SLA の考え方やサービスレベルに

ついて提案書に明記すること。 

 

（１）SLA 運用ルール 

① 受託者は、サービスレベルを監視、測定する。 

② 受託者は、年１回、定期報告会の中で SLA実績を本市に報告する。 

③ 受託者は、SLA 未達成項目がある場合、本市と協議のうえ改善計画書を提出する。 

④ 受託者は、改善計画書に基づきサービスレベルの改善措置を講じる。 

⑤ 本市及び受託者は、SLA 実績や達成状況を確認のうえ、SLA の妥当性を評価する。評価の結果、

必要に応じて、SLA の項目の追加・変更・廃止等を本市及び受託者双方合意のうえ行う。 

（２）サービスレベルの要求水準 

項番 サービス項目 サービスレベル要求水準 

1 ソフトウェア・アプリケーション障害対応 

 1-1 保守要員到着 連絡受付（又は障害検知）から 3時間以内 

 1-2 障害復旧 
連絡受付（又は障害検知）から８時間以内 

業務時間後に行う必要がある場合は、待ち時間を除く 

 1-3 保守完了率 95％以上 
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項番 サービス項目 サービスレベル要求水準 

２ ハードウェア障害対応 

 2-1 保守要員到着 連絡受付（又は障害検知）から 3時間以内 

 2-2 障害復旧 
連絡受付（又は障害検知）から８時間以内 

業務時間後に行う必要がある場合は、待ち時間を除く 

 2-3 保守完了率 100％ 

3 ヘルプデスク 

 3-1 電話受付応答率 100％ 

 3-2 問題解決率 

95％以上 

期限内に解決した件数とする 

期限を過ぎたものは解決に含めない 

4 システム可用性 

 4-1 財務会計システム 

稼働率 99.9％以上 

サービス提供時間 7：00～22：00 

保守作業による計画停止※を除く 

 4-2 文書管理システム 

稼働率 99.9％以上 

サービス提供時間 7：00～22：00 

保守作業による計画停止※を除く 

 4-3 グループウェア 

稼働率 99.9％以上 

サービス提供時間 6：00～25：00 

保守作業による計画停止※を除く 

 4-4 電子決裁システム 

稼働率 99.9％以上 

サービス提供時間 7：00～22：00 

保守作業による計画停止※を除く 

 4-5 周辺機器 

稼働率 99.9％以上 

負荷分散装置やスイッチ等 

保守作業による計画停止※を除く 

5 ネットワーク（本市とデータセンター間）【クラウドサービスの場合】 

 5-1 回線稼働率 
99.99％以上 

保守作業による計画停止※を除く 

※ 計画停止とは、本市の計画停電によるシステム停止及び受託者が保守作業計画書を作成し、事前に

本市の承諾を得た場合の保守作業によるシステム停止をいう。 
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（３）算出方法 

 

保守完了率（％）＝
時間内に保守を完了した件数

保守実施件数
×100 

 

問題解決率（％）＝
期限内に解決した件数

全課題件数
×100 

 

稼働率（％）＝(１−
サービス停止時間

サービス提供時間
)×100 

 

 

 

7-13 障害対応訓練支援 

（１）本市では、ＩＴ推進課職員を対象とした障害対応訓練を年２回実施している。内部管理系システムを

対象とする障害対応訓練を実施する場合は、本市が障害対応訓練計画を作成する際に受託者は、技術的

な支援及び適切なアドバイス等の支援を行うこと。 

（２）障害対応訓練当日には、本番環境にて疑似的に障害を発生させて行う。受託者は、障害対応訓練当日

に立ち会い、疑似的障害発生の設定や復旧作業も含めて適切な支援を行うこと。障害対応訓練は、業務

への影響が少ない土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日 9：00～17：30に実施する。内部管理系システムを

対象とする障害対応訓練は、契約期間中１回を想定している。 
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８．留意事項 

8-1 機密保護・個人情報保護 

（１）本業務において知り得た情報は、本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示もしくは漏洩しては

ならない。受託者は、そのために必要な措置を講ずるものとする。なお、契約期間終了又は解除後も同

様とする。 

（２）本業務の遂行の過程で得られた記録等を含む成果物を本市の許可無く第三者に閲覧、複写、貸与又は、

譲渡してはならない。 

（３）本業務の遂行のために本市が提供した資料及びデータ等は、本業務以外の目的に使用しないこと。こ

れらの資料及びデータ等は、本業務終了までに本市に返却すること。 

（４）本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を充分認識し、個人

の権利を侵害することのないよう必要な措置を講じること。 

（５）本業務に従事する者に対して事前に個人情報保護の教育訓練を行うこと。 

 

8-2 権利の帰属 

（１）プログラムの著作権等 

有償または無償にて本業務で開発を行い、標準パッケージに実装することとなったカスタマイズプログ

ラム及び新規作成プログラムにおける一切の知的所有権に関して、著作権法第 21 条から 28 条までに定

める権利を含む全ての著作権は、原則受託者に帰属する。 

（２）本業務実施にあたり作成したドキュメント 

本業務実施にあたり作成し納品された各ドキュメントにおける一切の知的所有権に関して、著作権法第

21条から 28条までに定める権利を含む全ての著作権は、本市と受託者の共有とする。 

また、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項、第３号又は第４号に該当しない場合においても、本

市はその使用のために、契約目的物を改変し、また、任意の著作権名で任意に公表することができるもの

とする。 

（３）所有権・使用権 

本市は、本業務において導入するシステムで使用するハードウェアやソフトウェア、ソフトウェアライ

センス等について、使用権を保有する。 

（４）第三者の権利侵害 

納入成果物に第三者が権利を有する著作物等が含まれている場合は、当該著作権等の使用に関する負担

を含む一切の手続きを行い、第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと。 

 

8-3 再委託の禁止 

（１）本業務を再委託することはできない。ただし、一部の場合において、事前に再委託範囲及び再委託先

を明記した書面を提出し、本市の承認を受けた場合はこの限りではない。 

（２）再委託する範囲は、受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は受託者の責任

において速やかに解決すること。 

（３）再委託を予定している場合は、再委託範囲及び再委託先を提案書に記載すること。 
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8-4 契約不適合責任 

検収後に、正当な理由無く、要求した性能水準に達していないことが判明した場合及び設計ミス等による不

良が判明した場合には、本市と協議の上、無償で改良すること。 

 

8-5 賃貸借契約期間満了時の取扱い 

（１）賃貸借契約期間満了後に機器等の資産は返却するものとする。その際にデータ消去作業、取り外し撤

去作業、回収作業、処分作業等を実施すること。これらにかかる費用は受託者が負担すること。 

（２）賃貸借契約期間満了後に機器等を回収する際には、HDD等の記憶媒体のデータ消去作業を行うこと。

データ消去作業は、ソフトウェア消去ではなく、物理的な破壊又は磁気的な破壊等を実施し、記憶媒体

は再利用できない状態とすること。必要と判断した場合は、本市職員がデータ消去作業現場に立ち会う。

データ消去作業後に、速やかにデータ消去証明書及び証拠写真を提出すること。 

 

8-6 その他 

本仕様書に定めのない事項や、本業務の遂行にあたり生じた疑義については、本市との協議によりシステム

的に問題解決する方法を優先し誠意をもって対応すること。 
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本仕様書に添付する資料 

別紙１「グループウェア機能要件一覧」 

別紙２「財務会計システム機能要件一覧」 

別紙３「文書管理システム機能要件一覧」 

別紙４「電子決裁システム機能要件一覧」 

別紙５「帳票一覧」 

別添 現行様式の見本 

【財務会計システム】 

・歳入予算書総括表 

・歳入予算書第１表 

・歳入予算書事項別明細書 

・歳出予算書総括表 

・歳出予算書第１表 

・歳出予算書事項別明細書 

・会計別決算総括表 

・歳入決算書 

・歳入決算書事項別明細書 

・歳出決算書 

・歳出決算書事項別明細書 

【文書管理システム】 

・起案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


