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別紙 1 システムの仕様

１．本業務の作業範囲

1） 関連機器の調達、セットアップ、導入
2） 母子保健、予防接種、健診（検診）およびそれに付随する業務のシステム化
3） 紙台帳、Excel データからシステムへのデータ移行
4） 既存システムとのデータ連携
5） 中間サーバーへの副本登録・連携

・ 管理番号 80 母子保健法による妊娠の届出に関する情報
・ 管理番号 84 予防接種法による予防接種の実施に関する情報

6） 職員への操作研修
7） マニュアル、手順書等各種ドキュメント整備

２．構築要件・指定事項

（1） 機器等に関する要件
1） オンプレミス、クラウドサービスのいずれの場合においても、各サーバーのリソース

はシステムの機能を満たす十分なものとすること。
2） オンプレミス、クラウドサービスのいずれの場合においても、各サーバーの形態は、

物理サーバー、仮想サーバーの別は問わない。
3） サーバーのディスク構成は、RAID1 か RAID5 以上とし、一部ディスクの破損にも耐え

うること。
4） ディスク交換の際、ホットスワップ可能なハードウェア仕様であること。
5） サーバー機器に搭載する電源等は、必要に応じ冗長化すること。
6） サーバーOSはWindows Server 2012 R2以上もしくはRed Hat Enterprise Linuxとす

ること。
7） オンプレミスで仮想化を利用する場合、VMWare vSphere 商品群、Citrix XenServer

商品群等メーカーのサポートメニューがある有償ソフトウェアやWindows サーバー
の場合、Microsoft hyper-v を使用することとし、運用期間中にサポートがなくなるこ
とがないようにすること。

8） ハイパーバイザーは、フリーソフトウェアの利用は原則不可とするが、VMWare 社の
HA（High Availability）と同等以上の可用性に関する性能があると認められる場合で
あり、メーカー、団体等から技術サポートが受けられる場合、使用可能とする。

9） クラウドの場合であって、仮想化を利用する場合もオンプレミスと同様とする。また、
使用する仮想化ソフトウェアを担当者に公開すること。

10） オンプレミスで仮想化を利用する場合、仮想ホストのイメージを保存するストレージ
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を用意すること。ストレージは、物理ディスク、仮想ディスクを問わない。
11） クラウドの場合のストレージ、NASは、メーカー名、ディスク冗長方法（RAID）を公

開すること。なお、故障によるディスク交換はホットスワップ対応とし、交換に伴う
サービス停止を発生させないこと。

12） ハードウェア、ソフトウェアに起因する様々な故障から復旧するためにバックアップ
機能を提案すること。なお、バックアップの方法については特に指定しないが、具体
的な構成、内容、メリット、デメリットについて説明すること。

13） 機器は、原則として 19 インチラックマウント型とすること。金具がない場合は、棚板
を用意し、耐震ベルト等による固定を実施すること。

14） サーバーは、ネットワークインターフェースとして、100／1000BASE-T ポートを必要
数持つこと。

15） 庁内に物理サーバー、ネットワーク機器を設置する場合、必ずUPSを併せて導入する
こと。

16） UPSは正弦波出力のものを使用すること。
17） UPSの設置は、専用キットによるラックマウントもしくは別途棚板等を準備し、耐震

対策の上設置すること。なお、機器を庁内に設置しない場合を除く。
18） UPSのバッテリー容量は、接続する機器が全て正常にシャットダウンできるまでの時

間を確保できるものとすること。
19） UPSを設置した場合、UPSからのシャットダウン信号は、接続した全ての物理サーバ

ー、仮想サーバーに通知し、正常にシャットダウン処理が実行できること。また、商
用電源復旧時、自動的に全て起動処理が実行できること。

20） 庁内に物理サーバーを設置する場合、コンソールについては既存のKVMスイッチを使
用すること。その接続に必要なケーブル等を本調達に含めること。

21） クラウドの場合を含め、本庁に設置する本件で導入した機器・通信ケーブル・電源ケ
ーブルにラベル標記すること。

22） クラウドの場合、使用するサービスがプライベート型（専用）、ハイブリッド型（専用・
共用混在）、パブリック型（共用）、コミュニティ型（共用）であるかをそれぞれのシ
ステムごとに明記すること。この場合のクラウド（プライベート、パブリック、コミ
ュニティ、ハイブリッド）は、JEITA（情報・産業社会システム部会）による分類とす
る。

23） クラウドの場合、他の利用者の影響によるリソース不足、通信輻輳など通常の利用が
できなくなる場合を想定した対策を提案すること。

24） 導入する機器の動作に必要なソフトウェア（OS、ファームウェア、アプリケーション
ソフト）は、動作が安定しているバージョンのうち、最新のものをインストールして
納品すること。納品完了日までにアップデートされた場合は、本業務の中で対応する
こと。

25） 導入する機器、ソフトウェアのメーカーは、情報セキュリティ、個人情報保護の観点
から原則として ISO27001、品質保持の観点から ISO9001 を取得していることが望ま



3

しい。なお、海外メーカー製品の場合は販売代理店がその責を代行できる。クラウド
の場合は、設備を利用することから、クラウド事業に対して、資格を取得しているこ
と。

26） データ移行については、業務停止が発生しない等十分検討すること。また、移行方法
について可能な限り具体的に提示すること。

27） 本町の基幹系セグメント内にサーバーを設置すること。
28） 当町で準備する端末で動作すること。Windows10 64bit、IE11 を想定している。なお、

プリンタについても当町の既存プリンタにネットワークもしくはUSB接続することを
想定している。

29） Web 版のシステムであること。
30） バックアップ用にNASを導入すること。NASの OSはWinows strage sever 2012 以

上であること。容量は 5年間増設の必要がないものを選定すること
31） 本業務で導入するサーバー、NASについては導入時に 5年分の保守をつけること。

（２） 健康管理システム
1） 一般的に健康管理業務を行うにあたって必要な機能を備えること。
2） 詳細な機能要件については「別紙 2 機能要件」を参照すること。
3） クライアント端末の備えるOSの標準的な機能で利用でき、特別なソフトウェアのイ

ンストールが不要なこと。
4） 端末の操作に不慣れな職員であっても直感的に操作ができること。
5） 各種情報の管理ができ、他の紙の台帳、エクセルファイル等で管理する必要がないこ

と。
6） 既存の総合行政システムならびに統合宛名システム（導入・保守ベンダー：紀陽情報

システム株式会社）と情報連携ができること。なお、連携に関して既存システムで改
修が必要な場合、本業務にて費用を負担すること。見積は別途紀陽情報システム株式
会社から徴すること。

問合せ先：紀陽情報システム株式会社 覚野（カクノ）氏
電話番号 073-426-7538

7） 情報連携の対象は既存住基情報および国民健康保険の資格情報とする。
8） 個人番号の管理・中間サーバーと副本情報の連携ができること。
9） 外部の健診機関からの電子データの取り込みができること。
10） 九度山町規程の外字ファイルを取り込み、外字の表示および出力ができること。
11） 外字ファイルはWindows 標準の eudc.tte で提供する。
12） 文字コードはUnicode UTF-8 とすること。

（3） データ移行
1） 表 1に示すデータを移行すること。
2） 成人健診については健診機関からのExcelもしくはCSV形式のデータを取り込むこと
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を想定している。
3） 母子保健のうち、妊娠届については当年を含む 6年分をシステムに入力すること。
4） 母子保健のうち、妊婦健診は当年を含む 6年分を入力すること。
5） 乳幼児健診について、母子カードに記載の情報のうち出生時状況、4ヶ月健診、6ヶ月

健診、1歳 6ヶ月健診、3歳 6 ヶ月健診の 5種類の健診の基本情報について、当年を
含む 6年分を入力すること。

6） 乳幼児健診について、現存する母子カードを全てスキャナで取り込み、対象者情報と
紐付けること。

7） 予防接種について、当年を含む 6年分のデータを入力すること。ただし、入力対象は
接種日、医療機関とする。

表 1 データ移行範囲

（4） 保守・運用支援、定期点検
① 全般
1） 保守業務とは、ハードウェア故障時の交換部品の提供と部品交換作業をいう。また、

当該機器がサーバーの場合、復旧に伴う各ソフトウェアやシステムの再インストール、
設定復元、その他トラブル対応およびネットワークエラー等システム上の問題につい
ても保守に含むものとする。

2） 保守仕様（保守体制、保守時間）を導入機器ごとに明確にすること。
3） オンプレミスの場合、保守時間については、平日時間帯午前 8時 30 分から午後 5時

15分の受付および平日時間帯午前9時00分から午後5時00分のオンサイト対応とす
る。なお、提案する機器の故障が業務に致命的な影響を与える恐れがある場合、24 時

業務 項目
対象期間

（当年含む）
媒体 件数

成人健診
胃がん、肺がん、大腸がん、
乳がん、子宮がん、肝炎、歯
周疾患、前立腺がん、特定

6年 データ 1,800 件／年

母子
妊娠届 6年 紙 25件／年

妊婦健診 6年 紙 320件／年

乳幼児
健診

母子カード
※未就学児

6年 紙 25件／年

母子カード － 紙 約 1,100 件

予防接種

BCG、日本脳炎、2・3・4種
混合、生ポリオ、MR、子宮
頸がん、Hib、小児肺炎、不
活性ポリオ、水痘、B型肝炎

6年 紙 600件／年
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間 365日オンサイト対応としてもよい。
4） オンサイト保守による修理は、遅くても翌営業日とする。
5） 障害や不具合の発生に対し、発生箇所の切り分けを行うこと。
6） 保守拠点からのリモートによる保守は可とする。
7） リモート保守やクラウド化に必要なネットワーク回線、機器については外部から侵入

されない設定・回線とすること。また、その内容については提案に明記すること。な
お、接続にあたっては、IPSec、SSL-VPN等の有無にかかわらず、インターネットを
経由しないこと。

8） 保守、運用支援に必要な機器、回線サービス費用は、見積に含めること。なお、庁内
で利用している回線を流用可能な場合は、その方法を明示し、担当者の了解を得るこ
と。

9） 年 1回以上の定期点検を実施すること。
10） 定期点検とは、サーバーのログ確認等サーバー・システムの稼働状態を確認すること

をいう。点検結果については報告すること。なお、クラウドの場合についても同様と
する。

11） サポート窓口は落札ベンダーが一次窓口となり、各メーカーへの手配等対応すること。
12） サポート窓口の時間は基本的に平日時間帯（午前 8時 30分から午後 5時 15 分）とす

る。
13） サポート窓口は、電話・メールでの問合せに対応すること。
14） サーバーの再起動等業務の停止が発生する作業が見込まれる場合、点検時に実施する

こと。オンプレミスの場合は、現地で作業を実施すること。
15） システムや各種ソフトウェアのアップデート作業は原則的に保守作業内で行うこと。
16） アップデート作業については緊急性が高いと判断されるものは随時、その他のものは

定期点検時に行うこと。その場合、アップデート作業の内容、工程については事前に
担当者と協議すること。

17） 保守契約終了時には、次期システムへの移行を円滑に行えるよう、CSVによる各種デ
ータ抽出を無償で行うこと。

② クラウド、ASPのサービス
1） オンプレミスの場合のように機器の保守仕様を明記する必要はないが、設備の故障に

かかわらず、継続して利用できること。
2） サービス提供の SLA を提示すること。提示するのは、運用の SLAおよび保守の SLA

とし、受付時間から対応完了（運用支援、故障回復）までの時間、その方法、具体的
なペナルティ等について提示すること。

3） 利用リソースの見直しを判断するため、使用状況を毎月 1回報告すること。
4） 担当者の要求に応じて動作ログ等必要な情報を提出すること。
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（5） 研修の実施
1） 導入した機器、ソフトウェアの構築後の研修を実施すること。また、担当者が異動等

により交替した場合にも対応すること。
2） 導入した機器、ソフトウェアの操作、運用に関するマニュアルを用意すること。
2） マニュアルは実際の画面等のキャプチャを用い、十分わかりやすい内容とすること。
3） 職員の異動・新規採用等に際して、担当課からの要望に応じて新人研修を実施するこ

と（標準の保守料内で対応すること）。
4） クラウドの場合についてもオンプレミスと同様であり、そのサービスの利用に関する

手順、ルールを合わせて提出すること。
5） 研修計画を提案に含めること。

（6） その他指示事項
1） ソフトウェアライセンス等の更新スケジュール・金額については毎年度 11 月中に翌年

度分を事前に提示すること。
2） 各種機器設置後の空き箱等については納入業者で処分すること。

３．データセンター提案時の機能要件・構築要件について

クラウドサービスの利用も含め、データセンターへ機器、ネットワーク機器の設置を提案する
場合について、以下の内容に対応していることを説明すること。オンプレミスの場合、この項目
に関する事項は不要とする。

（1） データセンターの信頼性
1） ISO27001 を取得済みであること。

（2） 立地条件
1） 日本国内にあり、所在地が明確であること。
2） 内閣府防災情報のページにおける、平成 24 年 8月 29日発表の報道発表資料に記載さ

れた浸水図において、データセンター1Fが浸水の被害を受けない場所に立地している
こと。あるいは、浸水の被害を受けないための物理的対策が施されていること。

3） 津波、高潮、集中豪雨等による出水の危険性を指摘されていない地域であること。
4） 半径 100m以内に消防法における指定数量以上の危険物製造施設や高圧ガス製造施設

がないこと。

（3） 建物条件
1） 新耐震基準法に対応していること。
2） データセンター施設内マシンルームは、外部から内部が見通せない構造であること。
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3） データセンター施設内マシンルームのフリーアクセスフロアは、データセンター施設
の耐震性能と同等以上とすること。

（4） 火災対策
1） 現行の建築基準法に規定する耐火性能を満たし、防災についてデータセンター内の監

視センターにより 24 時間 365日監視していること。
2） 現行の建築基準法および消防法に適合した火災報知（防災）システムが設置されてい

ること。もしくは、室内環境の変化を敏感に察知し、火災予兆を検知できるシステム
が設置されていること。

3） 消火設備は、設備内機器への故障の原因となることがない設備であること。
4） データセンター施設内マシンルームは、防火区画とされていること。

（5） 入退館時間条件
1） 利用者の入退館が 24 時間 365日可能であること。

（6） 電源条件
1） 電源は、電力会社から複数の系統で受電し、1系統の電力ダウンによる影響を受けな

いこと。
2） 受変電設備は、法定点検時にシステムを停止せずに点検作業を行うことが可能である

こと。
3） 自家発電設備は、データセンター内で稼働している全てのコンピューターシステムを

運用するために最低限必要な設備に対して、無給油で一日程度の連続運転が可能であ
ること。または、無給油で連続運転が可能な時間が経過した後も、優先的に燃料供給
が受けられる契約を燃料供給会社と締結済みであること。

4） 自家発電設備が稼働するまでの間システムを停止させない能力を有する無停電電源装
置（UPS）および定電圧定周波数装置（CVCF）を備えていること。

（7） 空調条件
1） 冷却対象のサーバー設置場所に対して、二重化またはN+1等の冗長性を確保している

こと。
2） 災害等による断水時にも 24 時間以上連続して運転可能であること。

（8） セキュリティ条件
1） データセンターへの入退管理は、常駐する警備員により 24時間 365日実施されている

こと。
2） 入館、入室に対して、それぞれ対面による本人確認を義務付けて運用されていること。
3） サーバー設置場所は、入退室者を識別・認証・記録できるセキュリティ設備（生体認

証システムを用いていること）により、許可された特定者のみ入退室が可能なこと。
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4） データセンターおよびサーバー設置場所への立入りは、共連れ防止策がとられている
こと。

5） サーバー設置場所への入出口および内部の要所に監視カメラを設置し、常時 24 時間の
監視がされていること。

6） セキュリティの維持・管理上、ラック単位に施錠できること。

（9） 保守・運用
1） 24 時間 365 日の保守運用員が常駐していること。
2） データセンター施設における設備の定期点検を実施していること。

（10） 各種サーバーの構築について
1） 「２．構築要件・指定事項」に記述した内容に基づき、現状の構成や業務内容、仕様、

運用に沿うように構築すること。

４．クラウドサービスの提案時の機能要件・構築要件について

クラウドサービスの場合、以下の内容に対応していることを説明すること。オンプレミスの場
合、この項目に関する事項は不要とする。

（1） ハードウェア構成について
1） メインサーバーが障害により利用不可となった場合、スタンバイサーバーに自動的に

切替が行われること。
2） ストレージ機器は 2台のハードディスクが同時に故障してもデータ復旧が可能な構成

とすること。
3） 稼働中のスナップショット等が保存されているストレージを別筐体のストレージに毎

日自動でバックアップすること。
4） 障害時の復旧時間を短縮するため、OSイメージをスナップショット機能等により取得

可能なこと。なお、取得は 5世代とし、そのために必要なストレージ領域を確保する
こと。

5） 24 時間 365 日の保守運用員が常駐していること。
6） クラウド型サーバーは、セキュリティリスクの低減を考慮し、ネットワークセグメン

トは他のユーザーと共有しないこと。

（2） ソフトウェアについて
1） サーバーリソースの効率的な利用を実現するため、サーバー仮想化技術を採用するこ

と。なお、仮想化ソフトウェアはメーカーのサポートメニューがある有償ソフトウェ
アやWindows サーバーの場合、Microsoft hyper-v を使用することとし、運用期間中
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にサポートがなくなることがないようにすること。

（3） 運用監視について
1） 早期の障害発見のため、サーバーへの Ping／TCP ポート／URL 監視機能を有し、メ

ール等で担当者に通知すること。
2） 監視時間は 24 時間 365 日とする。
3） サーバー運用業務の効率化のため、インターネット経由で、運用者が場所に限定され

ず下記機能を利用できること。なお、当町職員の利用も考慮し、簡易な操作ツール
（WEB-GUI）を用意すること。
・ サーバー操作（サーバーの起動・停止・強制停止・再起動・コンソール起動）
・ スナップショット制御（スナップショットの取得・削除・リストア）
・ サーバー状態監視結果表示

（4） クラウド型サーバーのリソースについて
1） 使用状況により、仮想CPU、仮想メモリ、仮想ディスクのリソースを柔軟に変更でき

ること。
2） リソース変更に伴う料金体系を明確にすること。また、原則本件にその費用を含むこ

と。

５．提案書作成仕様

提案書について、以下の項目の記載順序に従い作成すること。章番号は任意とする。
ページ数は 60 ページ以内とすること。
提案書とは別に印刷可能な帳票一覧および帳票サンプルを添付すること。
提出の様式はA4版、横書き、両面印刷を原則とする。業務機能確認についてはExcel を使用し

て回答すること。その他必要な場合、他の用紙サイズ、書式で作成することも可とする。

（1） 会社概要について
1） 会社概要について

・協力会社がある場合、全ての事業者について記載すること。
・その場合関係会社の相関がわかるようにすること。

2） 実績
・直近 3年間の本業務と同等の業務実績について記載すること。
・現在運用・保守・管理等を行っている実績についても記載すること。

（2） 提案システムの概要
1） 提案システムの概要について
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・提案システムの基本コンセプト
・提案システムの特長、付加価値について
※本提案書とは別に業務機能確認にて要件に対する可否を回答すること。

（3） 導入機器・システムについて
1） 機器構成について

・導入（使用）する機器構成の概要
・機器の役割、機種名、性能、形式、数量等

2） システムの機能について
・導入する機能の製品名
・選定理由
・機能概要、特徴

（4） バックアップおよび復元について
・サーバー障害、システムダウン時の対応
・バックアップの方法、管理
・システム復旧時の対応

（5） 業務推進体制について
・本プロジェクトにおける推進体制の提示
・責任者・リーダー等主要メンバー各個人の業務実績が把握できること。
・契約時等の提案会社の窓口（担当者名）

（6） 運用支援について
1） システムの保守・サポート体制
2） サポート方法

・問合せ時の対応、時間等について

（7） 教育・研修

（8） 導入スケジュール

（9） その他

６．見積作成仕様

（1）～（3）の導入費用については、最終的に合計額、消費税および地方消費税額、総額を明
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記すること。（4）については年額とし、1）～3）それぞれの合計額、消費税および地方消費税額、
総額を明記すること。
クラウドや ASPサービス利用の場合、（1）、（2）に関して不要であれば提出は必要ない。また、

「（4）運用保守費用」についてはサービス利用費用と読み替えるものとする。

（1） ソフトウェア関係費
1） システム費用

・母子保健、予防接種、健診（検診）のシステム費用
2） ソフトウェア費用

・サーバーにインストールされるミドルウェア、データベース等
・システム稼働に必要な全ての基本ソフトウェア経費

3） その他
・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

（2） 機器費用
1） サーバー等機器費用

・サーバーおよび付帯するUPS等の費用
・機器の見積明細にて、端末個別の納入予定価格（単価）が把握できる資料を添付する
こと。

2） 機器搬入調整費用
・機器の搬入、設置に関する費用
・現地調整、システムの動作確認に要する費用

3） その他
・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

（3） 導入一時費用
1） 導入費用

・設定費用
・各種打合せ費用
・操作研修費用
・打合せ、提供資料他、本項目にかかる一切の費用を含む。

3） その他
・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

（4） 運用保守費用（年額）
1） システム運用保守費用
・新システムの運用／サポート費用（稼働後のシステム運営が円滑に行われるためのシ
ステム運営支援費用）
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・システム保守費用
2） 機器保守費用

・本体および付帯設備の保守費用
3） その他

・上記記載項目に則さない場合、項目名を記載の上、適切な箇所に提示すること。

７．体制

（1） 構築をスムーズに行うため、住民サービスへの影響を最小限にするため、九度山町および
事業者による協力体制が必要と考えている。九度山町との役割を明確にした構築体制を確
立すること。また、運用・保守については安定的なサービスを提供するため、問合せへの
迅速な対応が必要と考えている。この点に留意した運用・保守体制を確立すること。

（2） 構築および運用、保守について、住民サービスに影響がない体制を作り、進捗管理や品質
管理等プロジェクトの運営についても明確にすること。

（3） プロジェクトマネージャーを配置し、プロジェクト体制の連絡窓口を明確にすること。
（4） プロジェクトに関わるメンバーについては高い技術力と豊富な経験を有する技術者を配

置すること。
（5） 本町の連絡窓口は総務課電算係とし、本町への各種連絡・報告は窓口を通して行うこと。

８．納品

（1） 納品物は以下のとおりとする。
1） ハードウェア 一式
2） ソフトウェア 一式（説明書、ソフトウェア電子媒体、ライセンス等）
3） 完成図書類 一式（内容については本町と協議の上決定すること。）

・基本設計書
・詳細設計書
・納品書
・データ移行完了報告書
・試験計画書
・試験成績書
・操作マニュアル・研修資料
・その他町が必要と認める書類

（2） 納期については別途協議する。
（3） 納品場所は九度山町役場総務課を基本とするが、必要に応じて別途協議の上納品するこ

と。
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９．その他

（1） 関連法規、九度山町条例、九度山町情報セキュリティポリシー等を遵守すること。
（2） 本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）は本事業の目的以外に使用、または第

三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置をとるものとす
る。また、個人情報については、九度山町個人情報保護条例の規定を適用する。

（3） 新システムの不具合が検収後に発見された場合、構築事業者は無償で是正措置を講じるこ
と。なお、瑕疵担保期間は検収後 1年とする。

（4） 業務実施において必要となる人件費、諸手当等、消耗品、通信運搬費については全て契約
金額に含むものとする。

（5） 本業務において知り得た情報については、本業務完了後も引き続き前項（2）が適用され
るものとする。


