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1 目的
本市では、２０１２ 年 １月から開始した電算 システム包括委託が ２ ０２１ 年１
２月末をもって契約が 終了します。この契約 に含まれていた庁内ネ ットワーク・
パソコン・仮想基盤等 のＩＣＴインフラ及び 各種セキュリティ機器 等 の更新を２
０２２年１月に予定し ています。
ＩＣＴインフラ及びセ キュリティ環境を一括 で更新することにより 、管理の一
元化や運用の効率化を 図るため、 新しい技術 及びコスト、実現方法 など の調査・
検討を進めています。
本情報提供依頼は、こ れらの調査・検討を進 めるにあたり、 次期Ｉ ＣＴインフ
ラ及びセキュリティ に 求める機能、当該機能を実現させるための方 法、全体構成、
機器構成、運用想定、 コスト等について、事 業者などから広く意見 を収集し、今
後実施を予定している調達仕様書作成の際に参考情報として活用させていただ
くため、積極的な情報 提供を求めるものです 。
2 現状と課 題
2.1 現状の概 要
2.1.1 現状の契約 形態
本市は、基幹システム を中心とした複数の電 算システムと運用を包 括的に
１０年間の契約で委託 しており、ＩＣＴイン フラ及びセキュリティ の多くも
この委託契約に含まれ ています。
この契約は、サービス 提供型の委託契約であ り、インフラ資産は本 市の資
産ではなく、機能及び パフォーマンスの提供 を受ける契約を締結し ています。
次期契約についてもサ ービス提供型の契約を 想定しています。
2.1.2 庁内ネット ワー ク
①各拠点との接続 方法
本市の庁内ネットワー クは、本庁舎の他、３ ６ヵ所の拠点が ビジネ スイ
ーサワイドにて接続し ています。 回線速度は 使用状況に応じて１Ｍ ～１０
０Ｍの設定です。
接続するためのネット ワーク機器は、本庁舎 はＬ３スイッチ、生涯 学習
センターはＬ２スイッ チ、その他の拠点はル ータを設置しています 。
本庁舎と近接の東別館 ・ 西別館・分館は、光 ケーブル での接続です 。
②本庁舎及び別館等の 機器
フロア又は 部署毎にＬ ２スイッチを設置して おり、市民課・国保年 金 課・
課税課・収税課 の各Ｌ ２スイッチ は冗長化し ています。
スイッチはサーバ室も 含め、Ｌ３スイッチ２ 台（冗長化）、Ｌ２ ス イッチ
２０台の設置です。
③論理分離とアクセス 制御
情報セキュリティ強靭 化へ対応するために、 個人番号利用事務・ Ｌ ＧＷ
ＡＮ・インターネット の３系統に論理分離し ています。
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それぞれのセグメント のアクセス制御は、ス イッチのＡＣＬにて実 施し
ています。
2.1.3 仮想基盤及 び 物 理サー バ等
①仮想基盤
現在使用している仮想 基盤は、主にセキュリ ティを担うもの（イン ター
ネット閲覧用ＲＤＳを 含む）、シンクライア ント用、各種業務シス テム用の
３種類があり、全て VMware 製ですがそれぞ れが独立したハイパー バイザー
となっています。
このうち各種業務シス テム用の仮想基盤は、 ２０２０年３月に機器 更改
を行い、VMware と Oracle 用の２種類のハイパーバイザーに 分割 する予定
です。
２０２５年３月にこの 仮想基盤は本事業に集 約する 予定です。
②物理サーバ
現在、物理サーバにて 運用している業務シス テムは次のとおりです 。
・外部メール、ＤＮＳ （１台）
・メール無害化システ ム（１台）
・ＬＧＷＡＮ 用ゲート （１台）
・ファイルサーバ（２ 台）
③ファイルサーバ
本番環境と複製環境の ２台構成です。共有ス ペースの実効容量は、9.32TB
あり、2.45TB 使用済です。
各部署には基本的に 10GB のクォータで制限しており、各課の運用状況 に
応じて必要な容量を増 加しています。
④ファイヤーウォール
インターネット接続用 のファイヤーウォール は２台で冗長化してい ます。
直接インターネットを 接続されておらず、セ キュリティクラウドへ 接続
しています。
2.1.4 端末及びプ リン タ
現在使用している端末 及びプリンタの内訳 は 次のとおりです。
①パソコン（1,480 台）
個人番号
利用系

LGWAN 系

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ系

予備

計

ＦＡＴ端末

185 台

568 台

140 台

－

893 台

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ

158 台

416 台

－

－

574 台

－

－

－

13 台

13 台

343 台

984 台

140 台

13 台

1,480 台

予備機
計

ＬＧＷＡＮ系からイン ターネットに接続する ためのＲＤＳが 1,000 ライセ
ンスあります。
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②プリンタ（計 206 台）
・レーザープリンタ… 206 台
・プリンタサーバ …18 台
※プリンタの ＵＳＢ又 はパラレルポートをＬ ＡＮに変換する機器
2.1.5 システム及 びソ フトウ ェア
現在のインフラ及びセキュリティ関連で使用しているシステム等は次の
とおりです。（セキュ リティに関連する事項 のため 詳細は非公開）
①Ｗｅｂセキュリティ 対策・プロキシ（上位 ）
Ｗｅｂ経由で感染する 不正なプログラムをブ ロックし、また危険な Ｗｅ
ｂサイトへのアクセス もブロックし ています 。
②Ｗｅｂフィルタリン グ・プロキシ（下位）
Ｗｅｂフィルタリング 、アクセスログ、ＰＯ ＳＴログ、ＳＳＬ通信 の可
視化などの機能を使用 しています。
③メールウイルス対策
スパムメール、標的型 メールなどをブロック しています。
④メール無害化
受診するメールの添付 ファイルの削除及び HTML メールのテキスト 化の
機能を使用しています 。
送信メールのセキュリ ティ対策の機能は使用 していません。
⑤ウイルス対策 （クラ イアント）
リアルタイム検索及び 予約検索により、各端 末及びサーバのウイル ス対
策を実施しています。
⑥WSUS
Windows Update の管理を行っています。
⑦二要素認証・暗号化 ・持出制御
ＩＣカードによる認証 基盤を導入し、二要素 認証、ファイル暗号化 、 Ｕ
ＳＢデバイスによる持 出制御を実施していま す。
⑧その他未導入のシス テム
現在、資産管理、ファ イル無害化、常時暗号 化については未導入で す。
2.1.6 管理及び運 用方 法
①ネットワーク
Ｌ３、Ｌ２ スイッチに ついては、基幹システ ムの包括委託契約に含 まれ
ており受託者が保守を 行っています。ルータ については、別途契約 ですが
同じ受託者が保守を行 っています。
設定変更は職員で行う ことができず、必要に 応じてその都度別途契 約を
行い有償で設定変更を 依頼しています。
②仮想基盤
業務システム用の仮想 基盤については、職員 が管理及び運用を行っ てい
ます。新たな仮想マシ ンの作成は、テンプレ ートからのデプロイ又 はリソ

3 / 19

ースの割り当て等の 設 定から行っています。
職員が基本的な設定の 仮想サーバを作成後に 各業務システムのベン ダー
がシステムの構築を行 っています。
データベースのバック アップの設定は、各業 務システムベンダーが 行っ
ています。各仮想マシ ンのバックアップは、 職員が手動で行ってい ます。
仮想基盤全体のバック アップは実施していま せん。
セキュリティ用及びシ ンクライアント用につ いては、職員は監視以 外の
運用を殆ど行っていま せん。
③端末及びプリンタ
基幹システムの包括委 託契約に含まれている ため、受託者が保守を 行っ
ています。ＡＤによる 端末管理も同受託者に より実施しています。
各端末へのソフトウェ アのインストールや設 定変更、移動などの運 用は
情報政策課の職員が行 っています。
職員の過失による端末 の破損、プリンタの有 償交換部品、トナーカ ート
リッジについては、市 が費用を負担していま す。
障害時の一次切り分け は 情報政策課の職員が 行っており、この結果 に基
づいて保守を依頼する 場合と、一次切り分け では判明できなかった 障害に
ついて調査を含めて保 守を依頼する場合があ ります。
④セキュリティ 関連
基幹システムの包括委 託契約により提供され ていますが、 監視を含 めて
運用は情報政策課 の職 員が行っています。 プ ログラムプロダクト、 メーカ
ーへの問い合わせ等の 保守は受託者が行って います。
2.1.7 構築ベンダ ーに よる 仮 想基 盤の 保 守業 務
構築ベンダー は２社あ り、セキュリティ 用と シンクライアント用の 仮想基
盤は、基幹システムの契約に保守が含まれて います。業務システム用仮想基
盤は、別途保守契約を締結しています。保守業務の内容は次のとおりです。
①ハードウェアの障害 対応
②VMware 製品 の障害対応
③定期的なログの取得 と確認
④バックアップ用ソフ トウェアの障害対応 （ 業務システムの仮想基 盤のみ）
⑤操作方法等の運用サ ポート （業務システム の仮想基盤のみ）
2.2 次期シス テムに お ける課 題
2.2.1 ＨＣＩの導 入に よる高 集約 化
現在３つに分かれている仮想基盤の全てを効率的に集約するため次期シ
ステムでは、ＨＣＩに よる更なる高集約化と 管理面の向上を目指す 必要があ
ります。
１０年間の運用におい て、ハードウェアの増 強の必要性も出てくる 可能性
があることから、拡張 性の高い構成にする必 要があります。
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2.2.2 ネットワー クの 論理分 離
社会保障・税番号制度の導入により、現在の庁内ネットワークは、個人 番
号利用事務系・ ＬＧＷＡＮ系・インターネット系の３系統に 分離さ れていま
す。それぞれの系統間のアクセス制御は、Ｌ３、Ｌ２スイッチに膨大なＡ Ｃ
Ｌを設定して行ってい ますが、軽微な修正も 保守業者への作業依頼 とな るこ
とから運用上の課題と なっています。
また、Ｌ３、Ｌ２スイ ッチに記述 しているＡ ＣＬの数も限界値に迫 ってい
るため、次期システム では抜本的な対策が必 要となります。
2.2.3 多数のセグ メン ト管理
３系統のネットワーク 分離により、用途ごと 及び施設、フロアごと に多数
のセグメントが必要に なります。現在は総数 で概ね１ ３０ 種類のセ グメント
ですが、再設計及び集 約化による約１００ 種 類まで減少できる 想定 です。
サーバ室のネットワー ク機器及び出先機関の ルータは、軽微な設定 変更な
どを職員が実施できる よう機種を選定する必 要があります。
2.2.4 業務システ ム用 仮想基 盤の 集約
２０２５年３月には業 務システム用の仮想基 盤を集約する必要があ り 、こ
の時期に合わせて 仮想 基盤の ハードウェアの 増強を行う必要があり ます。
全体的なサイジングに ついては、 各種システム、ソフトウェア 、シンクラ
イアントの構成により 大きく変わるため、現 時点では概要を示すこ とはでき
ません。各種システム・ソフトウェアの集約化、シンクライアント端末の パ
フォーマンス等を考慮 してリソースの積算を してください。
2.2.5 限られたス ペー スでの 機器 更新
現状の仮想基盤及びサ ーバは、３６Ｕラック ２台、４４Ｕラック１ 台に搭
載されており、３６Ｕラックは２４Ｕ、２８Ｕのスペースを、４４Ｕラッ ク
は２２Ｕのスペースを それぞれ占めています 。３６Ｕラックの空ス ペースは
それぞれ１２Ｕ、８Ｕ ありますが、まとまっ たスペースではありま せん。
別の３６Ｕラックで今 後空スペースが出る想 定ですが、３６Ｕラッ クでは
１６Ｕ程度の空きスペ ースとなる予定です。４４Ｕラックでは２２ Ｕのまと
まった空きスペースが 確保できる予定です。
新たなサーバラックを 設置することは不 可能 ではありませんが、サ ーバ室
のレイアウト、エアフロ―、電源工事などについて検討 及び積算 が 必要にな
ります。
限られたスペースでの 機器更新作業が必要と なります。
2.2.6 各種システ ム・ ソフト ウェ アの集 約
各種システム・アプリケーションについては 、現状に捕らわれず 効 率的な
管理のために統合パッ ケージを活用するなど 集約化を検討してくだ さい。た
だし、それぞれのソフ トウェア等の優れた部 分を活かすために有用 であれば、
統合にこだわる必要は ありません。
機能及び管理面からバ ランスの良いシステム 構築が課題となります 。
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2.2.7 運用コスト の低 減
ネットワーク機器やＡ Ｄは、運用上軽微な設 定変更を 職員 が行えず 、有償
にて作業依頼を行うケ ースが多くあります。
軽微な変更作業や日々 の運用を職員が行うこ とで、費用の削減や契 約手続
の省略により安価 でか つスピーディに運用す る ことができます 。
作業の役割分担、責任 分界点、最新方法の管 理などを検討する必要 があり
ます
3 事業概要
3.1 事業計画 の範囲
3.1.1 業務内容及 び範 囲
本ＲＦＩにおける 業務 内容及び 範囲は次のと おりです。
①庁内ネットワーク機 器の調達（本庁及び出 先機関）
②庁内ネットワークの 構成の見直し及び設計
③仮想基盤の機器調達
④仮想基盤の構築・テ スト
⑤業務システム用の仮 想基盤の集約 ・移行（ ２０２５年３月 実施）
⑥外部用メールサーバ 及びＤＮＳサーバ構築
⑦セキュリティ環境の 構築
ファイヤーウォール、 プロキシ、 Ｗｅｂフィ ルタリング、 メールフ ィル
タリング、Ｗｅｂ セキ ュリティ 、クライアン トウイルス対策、イン ターネ
ット無害化、メール無 害化、二要素認証、常 時暗号化、ファイル持 出制御
の機能を想定していま す。
⑧ＦＡＴ端末・プリン タ調達及び設置
現状と同等の想定台数は、ＦＡＴ端末９２０台、プリンタ２１０台です。
⑨シンクライアントの 構築 （６００台）
現状と同等の数は、６ ００台の想定ですが、 シンクライアント及び ＦＡ
Ｔ端末の数は、構成に より大きく変動すると ものと考えます。全職 員に仮
想デスクトップを割り 当てる方式も検討が必 要です。
⑩端末管理（ＡＤ構築 、 WSUS、資産管理）
⑪ファイルサーバ
⑫ＬＧＷＡＮ接続機器 （ファイヤーウォール 、ゲート用サーバ）
⑬情報管理部門の職員 向け操作研修
⑭運用保守
仮想基盤、ハードウェ ア保守、プログラムプ ロダクト保守、運用サ ポート
を想定しています。
⑮旧機器の撤去・保管 （処分は含まない）
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3.1.2 契約形態及 び期 間
①契約形態
サービス提供型の委託 契約を想定しています 。
本事業に求めるサービ スは、機器の提供、ソフトウェア製品の提供 、ラ
イ セ ン ス の 提 供 、 品 質 （ パ フ ォ ー マ ン ス ）、 保 守 サ ー ビ ス で あ り 、 要 件 を
満たせばどのように構 築するかはベンダーの ノウハウによります。
１０年間の安定稼働のために適切な時期にハードウェアのリプレース
が必要となりますが、時期・手法について指定はなく、市と協議のうえ 決
定します。
②契約期間及びサービ ス提供期間
契約期間

２ ０２０ 年８月頃

～２ ０３ １年１２月３１日

サービス提供期間

２ ０２２年１月１日～ ２ ０３１年１２月３１日

3.1.3 運用想定
①一般職員の利用 方法
一般職員が 利用するも の は、オフィスソフト 、グループウェア 等の 内部
システム、無害化され た インターネット上の Ｗｅｂページの閲覧、ファイ
ルサーバ、基幹システム、各部署で導入した個別業務システムなどです。
二要素認証による端末 へのログインを行い、データの持ち出しは制 限さ
れ、管理職又は情報管 理部門の許可のもと持 ち出しが許可されます 。
ファイルやデータは、常時又は適宜暗号化さ れ、外部へ持ち出した りメ
ールに添付して送信す るときは、手動で 復号 する必要があります。
②情報管理部門の職員 による運用
情報管理部門の職員は 、システム管理者とし ての運用を行います。具体
的には、リモート によ る端末の管理、ＡＤの 運用（簡易 的 ）、WSUS の運用、
資 産 管 理 、 軽 微 な ネ ッ ト ワ ー ク の 設 定 変 更 、 仮 想 基 盤 の 監 視 （ 簡 易 的 ）、
仮想マシンの作成及び 削除、ウイルス対策等 各種セキュリティシス テムの
管理、障害の一次 切り 分け（簡易 的）などで す。
情報管理部門の職員 が 運用しやすい環境の構 築が必要になります。
なお、職員が 変更した 設定情報については、ベンダーと 情報共有し 常に
最新の状態に保つ必要 があります。
3.2 導入スケ ジュー ル 想定
本ＲＦＩの実施後、事 業費用を積算し予算要 求行いプロポーザルに て受託
業者を決定する予定で す。
①２０１９年

４月

本ＲＦＩの発行

②２０１９年１１ 月

事業費の概算積算及 び予算要求 （債務負担 行為）

③２０２０年

４月

プロポーザルによる 受託者の選定

④２０２０年

７月

事業費の精査及び契 約額の決定

⑤２０２０年

８月

委託契約・要件定義 ・設計・ 構築開始

⑥２０２２年

１月

サービス提供開始・ 運用開始
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3.3 業務にか る要件
3.3.1 ネットワー ク
①共通
庁 内 Ｌ Ａ Ｎ は 、 個 人 番 号 利 用 事 務 系 ・ Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ 系 ・ イ ン タ -ネ ッ ト 系
の大きく３系統 のネッ トワークに論理分離 し ています。
ＩＰアドレスの第一オ クテットは 、全て共通 で１種類の みですが、消防
関係は専用アドレス体 系になっていますので 合計２種類 です。
論理分離した ３系統の ネットワークは 、第２ オクテットで分類し 、スイ
ッチのＡＣＬでアクセ ス制御をしています 。
建物やフロア毎に第３ オクテットで分類して います。
一部の端末やプリンタ では、ネットワーク分 離前のアドレスを持っ てい
るものがありますが、次期システムの導入時に解消する必要があります。
スイッチ、ルータ、ファイヤーウォール等の 機器は、職員が監視及び軽
微な設定変更を行える よう WebGUI やログの バックアップ等の機能 を考慮
してください。
②本庁舎・議会棟
本庁舎は地下１階～２ 階までの３フロアにＬ ＡＮを 敷設し ています 。
議会棟は、１階と２階 にＬＡＮを敷設してい ますが、スイッチは２ 階の
みに設置しています。議会棟のＬＡＮの幹線 は、本庁舎２階のＬ２ スイッ
チから引いています。
本庁舎２階のＬ２スイ ッチは１台のみですが 、１階は各部署に設置 し冗
長化しています。
地階は、情報政策課 に管理用のＬ３スイッチ （冗長化）及びＬ２スイッ
チを設置しています。
本庁舎及び議会棟では 、Ｌ３スイッチ２台 、Ｌ２スイッチ １２台の 計１
４台設置しています。
必要なスイッチの種類 と数量を積算し、上記「 ①共通」に記載の３系統
の分離を考慮したネッ トワーク体系の構築が 必要です。
③東別館
東別館は本庁舎と光ケ ーブルによって接続し ています。Ｌ２スイッ チを
１台設置しており、 １ 階及び２階は共通のセ グメントです。
Ｌ２スイッチ及び３系 統のネットワーク分離 が必要です。
④西別館
西別館は本庁舎と光ケ ーブルによって接続し ています。１～４階の 各フ
ロアにＬ２スイッチを １台ずつ設置しており 、１～２階が同一セグ メント、
３～４階が同一セグメ ントになっています。
Ｌ２スイッチ及び３系 統のネットワーク分離 が必要です。
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⑤分館
分館は本庁舎と光ケー ブルによって接続して います 。Ｌ２スイッチ を１
台設置しており、１階 及び２階は共通のセグ メントです。
Ｌ２スイッチ及び３系 統のネットワーク分離 が必要です。
⑥生涯学習センター（ アビスタ）
生涯学習センター（アビスタ）は、公民館と図書館の複合施設です 。ビ
ジネスイーサワイドに よって庁内ＬＡＮと接 続しています。
Ｌ２スイッチを１台設 置しており、公民館と 図書館でセグメントを 分け
ています。
Ｌ２スイッチ及び３系 統のネットワーク分離 が必要です。
⑦消防本部・消防署 ・ 指令センター
消防関係の部署は、本 庁とは異なる独自のア ドレス体系になってい ます
が、他の拠点と同様に 庁内ＬＡＮに接続でき ます。
消防本部、つくし野分署、東消防署、湖北分署、指令センターの５ヵ所
の拠点があり、 拠点毎 に セグメントが分かれ ています。
Ｌ２スイッチは設置し て おらずルータのみの 設置です 。
ルータ及び３系統のネ ットワーク分離が必要 です。
⑧出先機関・拠点
その他の出先機関等は 、保育園、子育て支援施設、行政サービスセンタ
ー、教育委員会、クリーンセンター、保健セ ンター、体育館、博物館・文
化関連施設、障害者支援施設、図書館分館、地区公民館など２８ヵ 所 にル
ータを設置しています 。Ｌ２スイッチは設置 していません。
ビジネスイーサワード によって庁内ＬＡＮと 接続していますが、回 線速
度は、業務の規模によ り１ Mbps・１０Mbps・１００ Mbps がそれぞれ設定さ
れています。
拠点毎に固有のセグメ ントを 設定しており、フロア毎に分割してい る場
所はありません。
全ての拠点にルータが 必 要ですが、ネットワ ーク分離の数が３系統 必要
なく２系統のみで足り る 拠点もありますが、将来的に３系統必要に なる可
能性があるため、設計 思想には入れておく必 要があります 。
⑧運用
コアスイッチ、各 フロ アスイッチ、ＵＴＭ な どによるアクセス制御 につ
いては、軽微な設定変 更であれば職員が 実施 する想定です 。
各種スイッチ、ルータ、ファイヤーウォールの機器は、ＡＣＬの確認及
び軽微な変更等を行う ため、ＧＵＩ機能を備 えた製品を選定する必 要があ
ります。
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3.3.2 仮想基盤
①システム用
現行では主にセキュリティを担っているシステムの仮想マシンを構築
するためのクラスタが 必要です。サイジング に関しては、これらの システ
ムの構成が大きく影響 するので、提供するシ ステムと合わせて検討 が必要
です。
②シンクライアント用
シンクライアントの台数は、現状と同等の場合６００台の想定です。
Office な ど の ア プ リ ケ ー シ ョ ン や 業 務 シ ス テ ム な ど を イ ン ス ト ー ル で き
る容量と快適に利用で きる処理速度を実現す るためのリソースが必 要です。
ファイルサーバには格 納しない利用者の個人 的なデータ等を仮想マ シン
固有の領域に保存する 必要がありますが、１ 台あたり数ＧＢあれば 問題あ
りません。
現状の構成にかかわら ず、全職員に専用の仮 想デスクトップの構成 を積
極的に検討してくださ い。
③２０２５年３月増設 用
各種業務システムを運 用している仮想基盤の 機器更改を２０２０年 ３月
に予定しています。 こ の仮想基盤では５０台 程度の仮想マシンを運 用する
想定をしており、 本機 器の５年リース満了後 の２０２５年３月にＩ ＣＴイ
ンフラ基盤に集約する 予定です。
サイジングについては 、２０１９年 ６月に決 定します。
④Oracle 用ハイパーバイザ
２０２０年３月に機器 更改の仮想基盤は、Oracle 用のハイパーバ イザを
別途構築します。 Oracle を使用するサーバの最終的な台数は不明 ですが、
６～１０台を想定して います。
サイジングについては 、 上記「③２０２５年 ３月増設用」と合わせ て ２
０１９年６月に決定し ます。
⑤全体構成
上記①～④ について複 数のクラスタ及びハイ パーバイザが必要とな る想
定です。ＨＣＩでの構 築により機器構成やラ ックへの搭載の煩雑さ を減少
し長期間の安定稼働が で きるよう、十分な能 力、拡張性、可用性を 実現す
る必要があります。
3.3.3 外部メール サー バ及び ＤＮ Ｓサー バ（ ＤＭＺ ）
現在は、外部メールと ＤＮＳは１台の物理サ ーバで兼用しています 。この
サーバでセキュリティ チェックなどは行って いません。
インターネットへ接続 していくため、県のセ キュリティクラウドへ とリレ
ー、フォワードする必 要があります。
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3.3.4 セキュリテ ィ
次のセキュリティ環境 を実現する必要があり ますが、同様の 機能、 安全性
を確保できる構成であ るならば、どのような 組み合わせ でも可とし ます。ま
た、複数の機能を統合 したパッケージでの構 成でも問題ありません 。
①ファイヤーウォール
インターネットへ接続 するために必要な機器 です。現在は FORTINET 社製
の機器にて冗長化して います。
インターネットは、県 セキュリティクラウド を経由して接続してい るた
め、県セキュリティクラウド が提供するファ イヤーウォールに接続 します。
②プロキシ、Ｗｅｂフ ィルタリング
インターネットアクセ スにおけるＷｅｂフィ ルタリングの機能です 。
カテゴリによるブロッ ク、ホワイトリストに よる許可、ＳＳＬのデ コー
ド、アクセスログ管理 などの機能が必要です 。
現在使用しているＷｅ ｂフィルタリングシス テムは、Ｗｅｂウイル ス対
策の機能はありません 。 下位プロキシとして 使用しています。
④メールフィルタリン グ
外部から送信される、 スパム、標的型、フィ ッシング等のメールを ブロ
ックします。
現在使用しているシス テムでは、添付ファイ ルの削除やサニタイズ など
無害化の機能はありま せん。
⑤Ｗｅｂセキュリティ
ウイルス対策及びスパ イウェア対策として、 不正プログラムの防止 、不
正な通信のブロックを 行います。上位プロキ シとして使用していま す。
⑥クライアントウイル ス対策
庁内ＬＡＮに接続する 全てのパソコン及び一 部の業務システムサー バに
ウイルス対策ソフトを インストールします。
管理サーバから監視を 行い、各種クライアントの設定の管理も行い ます。
パターンファイルやア ップデートの入手は、 J-Lis が提供する 情報 セキ
ュリティ向上プラット フォーム （LGWAN-ASP）から行います。
⑦インターネット 無害 化
直接インターネットと 通信しない方式でブラ ウザを無害化するので あれ
ばどのような方式でも かまいません。
現在は、ＲＤＳを使用し InternetExplorer の画面転送を行い、ファイ ル
のアップロードを制限 しています。
ＲＤＳは現在デバイス ＣＡＬで 1,000 ライセンス保有し、仮想基盤 でホ
スト６台、セッション ブローカー２台（ＶＭ）、セッションホスト ２ ０台（Ｖ
Ｍ）によるＲＤＳ専用 のクラスタで運用して います。
なお、この他、ＦＡＴ 端末約１３０台をイン ターネット専用パソコ ンと
して使用しています。

11 / 19

⑧メール無害化
現在、インターネット からのメールに対して 、HTML のテキスト化及び添
付ファイルの削除を行 っています。
添付ファイルのサニタ イズや ウイルスチェッ クは実現しておらず 次 期シ
ステムにおける課題と なります。
⑨サニタイズによるフ ァイル無害化
インターネットからの ファイルのダウンロー ドやメールの添付ファ イル
の無害化について、現 在サニタイズは実現し ていません。次期シス テムで
は、サニタイズによる ファイルの無害化を実 現したいと考えていま す。
⑩二要素認証
現在はＩＣカードを用 いた二要素認証を導入 しています。次期シス テム
では、指紋・静脈・顔 などのバイオメトリク ス認証やワンタイムパ スワー
ド等を利用した認証な ど幅広く検討する必要 が あります。
機能として 重要なこと は、運用面において各 職員によるキー情報の 管理
が煩雑でないこと、ロ グイン時のトラブルが 少ないこと、なりすま しが困
難であること、情報管 理部門による監視・管 理が煩雑でないことな どが 課
題となります 。
⑪常時暗号化
現在は二要素認証用の アプリケーションの機 能を利用し、端末内の 指定
した場所の暗号化を行 っています。
端末全体の暗号化及び ファイルサーバの暗号 化が課題となっている ため
この機能の実現を検討 してください。
なお、リンク先のファ イルや設定ファイルな どが暗号化され読み込 めな
いなどの問題が生じな いよう考慮が必要です 。
⑫ファイル持出制御
現在は二要素認証用の アプリケーションの機 能を利用し、ＩＣカー ドの
権限による外部媒体へ のデータの持ち出し制 御を行っています。
個人番号利用事務系の 端末は、情報管理部門 の承認のもとファイル の持
ち出しを行う運用が必 要になるため、この承 認 手順が煩雑になりす ぎない
よう検討が必要です。
ＬＧＷＡＮ 系の端末は 、一般職員は自由にファイルの持ち出しがで きず、
所属長の承認のもと持 ち出しを行う運用とな り ます。
これらの承認の行為は 、必ずしもオンライン で実施する必要はなく 、記
録簿などによる対応も 可能ですが、確実な履 歴管理の観点からオン ライン
化が望ましいと考えま す。
3.3.5 バックアッ プ要 件
各種サーバは、その用 途により最新の Config だけあれば良いもの 、日次
バックアップが必要な ものなど様々です。障 害 の復旧を考慮し適切 なバック
アップを行う必要があ ります。
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各機器の構成により効 率的なバックアップの 方法が異なります。
バックアップの頻度や かかる時間、容量など についても十分に考慮 してく
ださい。
3.3.6 端末導入及 び管 理
①全体共通
端末の数量については 、上記「 3.1.1 業務内容及び範囲」に示す内 容が
前提となりますが、個 人番号利用事務系と Ｌ ＧＷＡＮ 系の端末の併 設が
不要な場合は数量が減 らせます。
また、職員１人に１つ の仮想デスクトップで 構築する場合は、端末 の殆
どがシンクライアント となり、ＦＡＴ端末で しかできない作業のた めの共
用端末をわずかに設置 するようになります。 パソコンを使用する職 員の総
数は 1,300 名程度の想 定です。
全体の構成次第では、 ほぼ全てをシンクライ アント化し、リモート での
データ移動を制限する ことで端末の併設をな くし、職員が庁内のど こでも
個人専用のデスクトッ プを使用できる環境に することも可能と考え ます。
実現方法は多種多様な ため、現時点で要件は 限定しません。効率的 で画
期的な提案が 可能であ れば 、仕様として採用 を積極的に検討し ます 。
全台シンクライアント 化する場合の要件は明 示できませんが、参考 とし
て現状と同等の構成と した場合の要件を 下記 に記載します。
②ＦＡＴ端末
必要なＦＡＴ端末の台 数は９２０台の想定で す。個人番号 利用事務 系と
ＬＧＷＡＮ系と併設す る場合は、デスクトッ プ切替器が必要になる ため コ
ンパクトタイプのデス クトップパソコンが必 要になります。
併設する必要がない場 合は 切替器が不要にな るので ノートパソコン で問
題ありません。
③プリンタ
モノクロのレーザープ リンタは、２１０台必 要となる想定です。全 て共
通のリサイクルトナー を使用して運用 するこ とが望ましいです 。
サーバ室に高速プリン タ（Ａ４ヨコ片面 ５５頁/分以上の速度）１台の
設置が必要です。
個人番号利用事務系と ＬＧＷＡＮ系のどちら かのネットワークに接 続し
ますが、両方のネット ワークから印刷する必 要がある場合は、２台 設置せ
ずにプリントサーバ (ＵＳＢ又はパラレル)による対応が必要です 。
④シンクライアント
現行と同等の構成の場 合、シンクライアント は６００台の想定です が、
構成により想定台数が 大きく変わるものと思 われます。
台数に捕らわれずに、 職員１名につき１デス クトップの構成を 積極 的に
検討してください。
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⑤デスクトップ切替器
現在 175 個の切替器を 利用しており、２台の デスクトップパソコン にお
いて、モニター、キー ボード、マウス、 ＩＣ カードリーダーを共用 してい
ます。
個人番号利用事務系と ＬＧＷＡＮ系の端末が 共用できない場合は、 それ
ぞれのハードウェアを 併設し切替器による運 用が必要になります。
⑥インターネット接続 環境
現在は、ＬＧＷＡＮ 系の端末からＲＤＳによ る接続が 1,000 ライセンス、
インターネット専用の ノートパソコンが約１ ３０台あります。
各職員が専用のデスク トップを持ちＲＤＳ接 続が可能 な場合、イン ター
ネット専用のＦＡＴ端 末は、７０台程度に削 減でき ます。
インターネットからの ファイルのダウンロー ドはＲＤＳで可能です が、
アップロード は、イン ターネット専用端末の み可能とし、業務の端 末から
直接インターネットへ のデータの送信等を制 限する必要があります 。
⑦Ative Directory
全ての端末がドメイン に参加する必要があり ます。ＡＤは、個人番 号利
用事務系とＬＧＷＡＮ 系にそれぞれ必要とな り、共用する場合は特 定通信
に限定する必要があり ます。
運用は原則 情報政策課 の職員が行いますが、 ベンダーによる障害対 応や
運用サポートが必要に なります。
⑦資産管理
現在、端末及び ソフト ウェア等の管理ソフト は導入していません。
端末管理、監視、制御 、資産管理の必要性は 高 く、セキュリティ機 能な
どと合わせて検討する 必要があります。
運用は職員により行う 想定です。
⑧WSUS
WindowsUpdate は WSUS にて実施しています 。ファイルの取得は、 J-Lis
が提供する情報セキュ リティ向上プラットフ ォーム（LGWAN-ASP）から行い
ます。
WSUS の運用は職員が 行いますが、WSUS サーバの構築及び端末の登 録、グ
ルーピングなどの作業 は、ベンダーが実施す る想定です。
大容量の WindowsUpdate による帯域の圧迫 及びクライアントの適 用時間
の長時間化への対応策 も考慮する必要があり ます。
⑨ハードウェア保守
故障等の障害対応の オ ンサイト 保守が必要で す。 障害の一時切り分 けは
情報政策課職員で行う 想定です。 ノートパソ コンのバッテリーやプ リンタ
の定期交換部品等の有 償交換については費用 の積算の不要です。
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3.3.7 ファイルサ ーバ
①ＬＧＷＡＮ系
現在利用しているファ イルサーバの 実効容量 は約 9.3TB あり、約 2.7TB
を使用しています。２台で冗長化しておりリ アルタイムで同期して します。
スナップショットを有 効にしており各職員が 過去のファイルを復元 する
ことができます。
部署毎にクオータを設 定しており、基本 10GB を割り当て 部署により 必要
に応じた容量を 追加で 割り当てます。
②個人番号利用事務系
現在利用している個人 番号利用事務系のファ イルサーバは、QNAP 製のＮ
ＡＳを使用しています 。実効容量は 1.82TB で使用容量は 160GB です。
部署毎にユーザーを作 成し、 20GB のクオータを設定しています。
スナップショットは有 効にしていません。
ＮＡＳにＵＳＢ の外付 けハードディスクを接 続し 日次 バックアップ を取
っています。
実効容量は十分ですが 、可用性に問題があり ます。またスナップシ ョッ
トが無効のためデータ の復元にも課題があり 、次期システムではこ れらの
課題をクリアする必要 があります。
3.3.8 ＬＧＷＡＮ 接続 機器
現行のＬＧＷＡＮ 接続 機器は、ゲート用サー バ１台及びファイヤー ウォー
ル１台の構成です。 現 行機種は ２０１９年１ 月～２０２３年１２月 末までリ
ースにより運用するた め、２０２４年１月か ら組み入れる必要があ りま す。
２０２４年１月には、第５次ＬＧＷＡＮへの対応が必要となる想定です。
回線の冗長化に合わせ 、ファイヤーウォール の冗長化が必要になり ます。
ルータの費用について は、現状の 回線契約に 含まれているため、次 期シス
テムでも積算に含める 必要はありません。
3.3.9 データ移行
①ＦＡＴ端末
ＦＡＴ端末は各職員が データの移行を行いま すので、積算に含める 必要
はありません。
②シンクライアント
シンクライアントの個 人用データの保管スペ ースは、ネットワーク ドラ
イブで接続しています 。
データ移行を行うか、 一定期間旧環境に接続 できるようにして職員 が 移
行できる環境へ の対応 が必要になります。
③ファイルサーバ
ファイルサーバ内のデ ータは全て移行が必要 になります。
ＬＧＷＡＮ 系及び個人 番号利用事務系の両方 のファイルサーバのデ ータ
を移行する必要があり ます。
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④仮想基盤
上記「3.3.2 仮想基盤

①システム用」に記 載のものは、再設計、 再調

達になるためサーバの 移行は不要です。
「3.3.2 仮想基盤

③ ２０２５年３月増設用 」 に記載の仮想基盤に つい

ては、全てのサーバの 移行が必要です。
「3.3.2 仮想基盤

④ Oracle 用ハイパーバ イザ 」については、現 時点で

は、全てのサーバの移 行が必要な想定で積算 してください。 ただし 、仮想
基盤での Oracle の運用はコストの増大を招 く可能性があるため、本事業に
は含めずに物理サーバ で運用する可能性があ ります。
3.3.10 旧機器の撤 去 及び保 管
現行契約の機器は既存 ベンダーに返却となる ため、一定期間専用の 保管場
所の確保が必要です。このスペースを市役所 内に確保することは困 難なため、
旧機器の撤去及び保管 にかかる費用を積算し てください。
保管する期間は、機器 の入替作業にかか る日 程によるため、十分な 期間を
想定してください。
機器の処分費は、現行契約のベンダーの負担となるため積算は不要です。
3.4 保守業務 の要件
本事業の契約は、サー ビス提 供型の委託契約 となる想定です。機器 の納入及
び構築の他、保守業務 が契約 範囲に含まれま す。
①ハードウェア保守
納入した機器が故障し た際にオンサイトによ る修理対応をしてくだ さい。
職員の過失による故障 は保守の対象外になり ます。
②ソフトウェア保守
プログラムプロダクト 保守を行ってください 。
必要性に応じたバージ ョンアップ等の作業を 含みます。
③定期メンテナンス保 守（年数回 、エラーロ グ、イベント等の調査 ）
仮想基盤について は、 定期的 にチェックし必 要に応じ予防保守やチ ュー
ニングを実施 する必要 があります。
④運用サポート（随時 ）
情報政策課 の職員が運 用を行うため、導入し たソフトウェアの操作 方法
や効率的な運用等につ いて問い合わせを行う 場合があります。
これらの運用サポート の費用を積算してくだ さい。
⑤各種設定情報の管理 と共有
ネットワークの設定、 端末のグループポリシ ー、仮想基盤上の仮想 マシ
ンの追加等について、 職員による運用を行う ことから、事前事後に 設定情
報などを相互に共有す る必要があります。
常に最新の情報を相互 で管理することで、障 害の切り分けや現状復 旧に
活かすほか、設定変更 による事前のリスク検 証にも役立てます。
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⑥メーカーへの技術的 問い合わせ等
導入した機器やアプリ ケーションについて、 仕様、不具合等に関す る問
い合わせが必要になる 場合があります。
⑦その他障害対応
障害発生時は、まず職 員が一次切り分けを行 います。障害箇所の特 定に
至った場合、その内容 に応じた障害対応を実 施していただきます。
一次切り分けができな い場合や原因箇所の特 定が困難な場合は、必 要な
調査を実施する必要が あります。
3.5 担当者説 明・教 育 の実施
運用に関する各種手順 書を作成し、 情報政策 課 職員への研修 を実施 してくだ
さい。情報政策課 職員 のうち研修が必要 人数 は７名 です。
端末操作に関して利用 する 一般の職員に説明 が必要な場合は、全体 説明会の
実施を想定してくださ い。なお、会場準備に 関する費用の積算は不 要です。
4 依頼内容
4.1 全体スケ ジュー ル
契約後から契約終了ま でを期間とし、 要件定 義、設計、機器調達、 構築、運
用開始、リプレースな どを記載した 資料を作 成してください。
4.2 構成概要
上記「3.1.1 業務内容 及び範囲 」に記載の業 務の実施に必要な全て の機器に
関して、それぞれ必要 な構成資料として次の ものを作成してくださ い。
端末環境に関しては、 ど こまでシンクライア ント化を進めるか、イ ンターネ
ット接続環境をど のよ うに実現するかの自由 度が高いため、運用及 びコストの
両面からバランスのよ い構成を検討してくだ さい。
〇ネットワーク構成 図
〇物理構成図
〇ライセンス一覧
〇参考機器構成表
4.3 概算見積
契約方法がサービス提 供型の委託契約を想定 しているため、イニシ ャルコス
ト及びランニングコス トの区分はなく、全て のコストを含めた平準 化した金額
にしてください。ただし、契約開始後に遅れて導入する機器や業務 については、
そのサービスの提供時 期から金額に反映させ てください。
概算見積には次の 内容 を記載してください。 なお、 １０年間のサー ビス提供
期間のため、殆どの機 器及びライセンスの再 調達が必要となる想定 です。
①業務毎のサービス提 供費用
上記「3.1.1 業務内容 及び範囲 」を参考に業 務毎に区分してくださ い。
「別紙１参考見積様式 」を参考に作成してく ださい。
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②契約範囲に含めない 業務
プリンタの消耗品や職 員の瑕疵による機器破 損 の修理 については契 約範
囲外となる想定です。
市側の都合による 機器 等の 設定変更依頼のう ち保守の範囲で実施で きな
い作業は別途契約とな る想定 です。保守の範 囲内でできる作業及び 別途契
約となる作業について 基準となる考え方を示 してください。
③エンジニアの作業単 価
上記「②契約範囲に含 めない業務」に記載の 別途契約にて作業を依 頼す
る際にかかる技術者 の 単価を示してください 。
4.4 運用想定
①情報政策課職員によ る運用想定
日々の管理系の業務は 情報政策課の職員が運 用を行う想定です。
情報監視室職員が実施 する 必要のある作業を 示してください。
②受託者の体制とサポ ート内容
運用開始後における受 託者のサポート体制と 運用サポートの内容を 示し
てください。
③責任分界点
構築時から運用開始後 まで契約全体の中で、 市が責任を持ち実施す べき
事項などを示してくだ さい。
5 情報等の 取扱 い
本ＲＦＩにおいて、提 供を受けた情報及び 資 料は次のとおり取り扱 うものとし
ます。
①本ＲＦＩは、 我孫子 市庁内ＩＣＴインフラ 及びセキュリティ環境 提供業務
に関する実現性を確認 するために必要な 技術 、予算規模 、運用方法 等 につ
いて、広く情報を得る ための手段とし たもの であり、契約を前提と したも
のではありませんので 御了承ください。
②資料の提供にあたっ ては、 既存の提案資料 、パンフレット等をご 活用いた
だいて構いません。
③情報の提供を受けた 事業者等に対し、後日 、担当課から提出され た資料等
の内容等について照会 又は追加の資料提供を 依頼する場合がありま す。
④資料についてご説明 を行っていただける場 合は、事前にご連絡を お願いい
たします。
⑤本ＲＦＩに関して、 担当課へのヒアリング をご希望される場合は 、事前に
ご連絡をお願いいたし ます。
⑥ご提供いただいた情 報については、本市で 使用するものであり、 提供者に
断りなく第三者への配 布、結果の公表等は行 いません。ただし、提 供を受
けた提案、資料等につ いては、今後実施を予 定する プロポーザル 等 の仕様
に反映する場合があり ます。
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⑦本情報提供依頼に係 る資料の作成、提出等 に要する費用は提供者 のご負担
でお願いいたします。
⑧ご提供していただい た情報・資料につきま しては、返却致しませ ん。
6 資料の提 出方 法等
6.1 資料の形 式
資料については、Ａ４ サイズまたはＡ３サイ ズの書類により２ 部提 供するほ
か、同内容を記録した 電子媒体（ＣＤ－Ｒ又 はＤＶＤ－Ｒなど）を 併せて、
「8 資
料の提出先」に記載す る提出先に提出社名又 は機関等の名称、担当 者氏名、担
当者連絡先を明記し提 出してください。
なお、電子媒体による ファイル形式は「 Microsoft Word」、
「Microsoft Excel」、
「Microsoft Power Point」（カタログ等を添 付する場合は、ＰＤＦ 形式による
提出も可）で修正可能 なファイル形式で作成 してください。
6.2 提出期限
平成３１年７月 １日（ 月）１７時必着
持参または郵送により 提出してください。
7 本ＲＦＩ に関 する質 問及び 回答
7.1 質問方法
①様式１号の質問書に 記載し、
「8 資料の提出先」あてにメールにてお問い合
わせください。
②件名：「 庁内ＩＣＴ インフラ及びセキュリ ティ のＲＦＩに関する 質問 」
③郵送及びＦＡＸ は不 可とします。
7.2 質問受付 期間
平成３１年４月 １０日 （水）～平成３１年６ 月７日（金）１７時
平成３１年６月１７ 日 （月）までに個別に回 答します。
8 資料の提 出先
我孫子市総務部情報 政 策課

担当 沖

〒２７０－１１９２ 千葉県我孫子市我孫子 １８５８番地
電話：０４－７１８５ －１１１１（内線 ２９ ３）
E-Mail：kasoukiban@city.abiko.chiba.jp
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