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1 現状と課題 

1.1 現状の概要 

1.1.1 現状の契約形態 

本市は、平成２４年１月から１０年間の契約で、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。 

本事業の契約についてもサービス提供型による契約を締結します。 

1.1.2 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、３５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 

マシン室にＬ３・Ｌ２スイッチを設置し、各フロア又は部署にＬ２スイ

ッチを設置し一部は冗長化しています。内訳については次のとおりですが、

仮想基盤・ＬＧＷＡＮ接続等の特定用途の機器は記載していません。 

①マシン室 Ｌ３スイッチ２台（冗長化）、Ｌ２スイッチ３台・ファイヤ

ーウォール２台（冗長化） 

②本庁舎各フロア・部署 Ｌ２スイッチ９台（市民課・国保年金課・課

税課・収税課は冗長化、２階はシングル） 

③西別館 Ｌ２スイッチ４台 

④東別館 Ｌ２スイッチ１台 

⑤分館 Ｌ２スイッチ１台 

⑥議会事務局 Ｌ２スイッチ１台※議会会派ＶＬＡＮ用 

ルータ１台※議会会派控室とのルーティング用 

⑦西別館１階 Ｌ２スイッチ１台※④の機器とは別に VLAN 設定用 

⑧マシン室（その他） Ｌ２スイッチ１台、ファイヤーウォール１台 

 ※個人番号利用事務の中間サーバコネクタ用のセグメント管理 

（３）本庁舎内及び別館等とのＬＡＮ幹線 

①本庁舎内フロア間 

センタースイッチと各フロアスイッチは、ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ

カテゴリー５ｅ）にて接続しています。平成１３年７月頃に敷設した

ものが含まれます。 
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②西別館・東別館・分館 

本庁舎と西別館・東別館・分館とは光ケーブルにて接続しています。 

分館はそれほど古い配線ではないですが、西別館及び東別館は、平

成１２年以前に敷設したものです。 

（４）出先機関の機器 

①生涯学習センター Ｌ２スイッチ１台 

②その他出先機関 ルータ３４台（内１カ所は廃止予定） 

（５）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、基幹系(個人番号利用事

務)・情報系・インターネット系の３系統に論理分離しています。 

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。 

1.1.3 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種類があり主に VMware 製ですが、各種業務システム用では Oracle 用に

Hyper-V で構成している基盤があります。 

セキュリティ用及びシンクライアント用は VMware で統合し、各種業務シ

ステム用は VMware と Hyper-V の両方のハイパーバイザで運用しています。 

（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用ゲートサーバ（１台） 

（３）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に接続しておらず、自治体セキュリティクラウドへ

接続しています。 

1.1.4 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（1,386 台） 

 基幹系 情報系 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ系 予備 計 

ＦＡＴ端末 158 台 488 台 132 台 4 台 782 台 

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ 176 台 418 台 － 10 台 604 台 

計 334 台 906 台 132 台 14 台 1,386 台 

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 140 台） 

・モノクロレーザープリンタ…140 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ＬＡＮに変換する機器 

1.1.5 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） 

（１）Ｗｅｂ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。 

（２）Ｗｅｂ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、ＰＯＳＴ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。サニタイズの機能はありません。 

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。 

（６）ＷＳＵＳ 

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。 

1.1.6 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

行い有償で実施しています。 

（２）セキュリティ用・シンクライアント用仮想基盤 

基幹システムの包括委託契約に含まれており受託者が運用・保守を行っ

ています。職員は監視以外の運用を殆ど行っていません。 
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VMware にてクラスタを分割して運用しています。 

（３）業務システム用仮想基盤 

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

ースの割り当て等の設定から行っています。 

職員による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、自動的に取得しています。 

（４）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、現行ベンダーが保守

を行っています。ＡＤの管理も同じベンダー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。 

（５）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。 

1.1.7 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、基幹システムの包括委託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、別の構築ベンダーと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 

（２）VMware 製品の障害対応 

（３）定期的なログの取得と確認 

（４）仮想マシンのテンプレートの最新化（業務システム用のみ） 

（５）バックアップ用ソフトウェアの障害対応（業務システム用のみ） 

（６）操作方法等の運用サポート（業務システム用のみ） 

 

1.2 本事業における課題と対応方針 

1.2.1 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、基幹系

（個人番号利用事務）・情報系（ＬＧＷＡＮ接続を含む）・インターネット系
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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ＡＣＬを設定して行っていますが、軽微な修正も保守

業者へ有償の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ＡＣＬ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。 

1.2.2 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１３０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。た

だし、切替直後は、旧セグメントも一部使用するため、一時的に増加する可

能性があります。 

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ＧＵＩで実施できるよう機種を選定する必要があります。 

1.2.3 業務システム用仮想基盤の集約 

現行の業務システム用仮想基盤は、令和２年３月から運用を開始しており、

５年後の令和７年２月にリース満了となりますが、保守延長が可能な機種を

導入しているため１年程度現行の仮想基盤を延長運用し、令和７年度末頃に

本業務へ移行を想定しています。 

現行のリソースについては下表のとおりです。 

なお、Oracle 用の Hyper-V については移行の予定はありません。 

項目 数量 

ハイパーバイザー VMware vSphere 

ESXi ３台 

CPU(１台あたり) Xeon Gold E5115（2.4GHz/10C*2） 

メモリ(１台あたり) 192GB 

ストレージ 1.2TB*32（容量 25TB）FAST Cache400GB*5 

バックアップストレージ 容量 16TB 

ゲスト OS（想定） 55 台（テンプレートを含む） 

1.2.4 サーバラックの現況と限られたスペースでの機器更新 

現状のサーバラックの使用状況については、別紙１・２サーバラック現況

図のとおりです。 

限られたスペースでの機器更新作業が必要となります。新たなサーバラッ

クの増設困難ですが、既設の３６Ｕラックを４４Ｕラックに交換しスペース

を確保することは可能です。ラックを交換する場合は費用を積算に含める必

要があります。 

1.2.5 各種システム・ソフトウェアの集約 

業務の範囲が広いためマルチベンダー構成により、多くのシステムやアプ

リケーションを組み合わせて機能を実現する必要があります。 
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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、それぞれのシステム・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必要となります。 

1.2.6 運用コストの低減 

現状のネットワーク機器やＡＤ、シンクライアント基盤は、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。 

軽微な変更作業や運用を職員が行うことで、即時対応、運用費用の低減、

契約手続の省力化などが図られ、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、設定変更後の最新情報の管理方法などを検

討する必要があります。 

 

2 事業概要 

2.1 事業計画の範囲 

2.1.1 事業内容 

本事業における業務内容及び範囲は次のとおりです。詳細な機能要件につ

いては、「2.3 調査・設計・構築にかかる要件」及び別紙３要求仕様一覧を

参照してください。 

（１）庁内ネットワーク機器の調達（本庁及び出先機関） 

上記「1.1.2 庁内ネットワーク（２）（３）」に記載の場所の機器の更新

をしてください。職員による軽微な設定変更を可能とするためにＧＵＩに

て操作が可能な機器を選定してください。 

（２）庁内ネットワークの構成の見直し及び設計 

自治体セキュリティ強靭化により、ネットワークセグメントは３層に論

理分離されていますが、特定の通信のみ例外的に許可しているものもある

ため、これらを考慮した設計が必要になります。また、複雑なＡＣＬは管

理コストの増大や障害の発生に繋がるため、簡素化の工夫をしてください。 

（３）ＬＡＮ幹線の更新工事 

本庁舎内スイッチ間及び西別館・東別館・分館への幹線については、今

後１０年間の使用を想定する老朽化により品質の低下、障害などの発生が

予想されるため、更新工事を想定してください。 

（４）仮想基盤の機器調達・構築・テスト 

主にセキュリティ関連を担う基盤とシンクライアント用基盤については、

提案者の構成内容により必要な仮想マシンの台数やリソースが変わります

ので、適切なサイジングをしてください。 

ラックのスペースが限られているので、仮想マシンの高集約化を十分に

検討してください。構成は、ＨＣＩ及び３tire のどちらでも可とします。 
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搭載するスペースを確保するために、必要に応じ３６Ｕラックをより大

型のラックへと変更することを検討してください。 

（５）業務システム用の仮想基盤の集約・移行（令和７年度末頃に実施） 

現行の仮想基盤のリース満了後１年程度運用を延長し令和７年度末頃に

本事業にてリプレースすることで、再度リプレースすることなく安価に運

用することを想定しています。 

現行の仮想基盤の保守期限が最大で２年間程度延長可能な場合は、市と

受託者と協議し、適切な移行時期（サービス提供開始時期）を決定します。 

（６）外部用メールサーバ及びＤＮＳサーバ構築（廃止の検討要素） 

自治体セキュリティ強靭化の導入前のインターネットと直接通信を行っ

ていた時期にＤＭＺに設置する機器として整備したものです。 

当時は内外のＤＮＳとメールのリレーを受け持っていましたが、現在で

は自治体セキュリティクラウドへの接続口になっており、インターネット

と直接接続していませんので、内部ＤＮＳ・メールフィルタリングのそれ

ぞれのサーバに役割を分散・統合させることなどを検討してください。 

（７）セキュリティ環境の構築 

次のシステム・機器・機能を組み合わせたセキュリティ環境の構築が必

要となります。各種要件については、「2.3.4 セキュリティ」を参照してく

ださい。 

①ファイヤーウォール 

②プロキシサーバ・Ｗｅｂフィルタリング 

③メールフィルタリング・無害化 

④クライアントのウイルス対策 

⑤インターネット無害化 

⑥サニタイズによるファイル無害化 

⑦二要素認証 

⑧ファイル暗号化 

⑨ファイル持出制御 

（８）端末環境の構築 

次の内容について端末環境の構築が必要となります。各種要件について

は、「2.3.6 端末構築及び管理」を参照してください。 

①シンクライアントの構築 

②ＦＡＴ端末の調達及び設置 

③インターネット接続端末・環境の構築 

④ＯＳのライセンス 

⑤Microsoft Office のライセンス 

⑥端末管理等（ＡＤ構築、資産管理、ＷＳＵＳ） 

⑦プリンタの調達及び設置 

⑧ハードウェア保守 
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（９）ＬＧＷＡＮ接続機器 

現行の機器は令和５年１２月末まで使用し、令和６年１月から本事業で

の運用を開始します。第五次ＬＧＷＡＮへの対応を想定してください。ま

た、回線の冗長化へ対応してください。 

（10）情報管理政策課の職員向け操作研修 

導入するシステム・ソリューション・ＡＤ・仮想基盤等について操作研

修を行ってください。また、操作マニュアルを作成してください。 

（11）保守業務 

仮想基盤・端末等のハードウェア保守、プログラムプロダクト保守、障

害対応・運用サポートを行ってください。 

端末のハードウェア保守については、ノート型ＰＣのキートップ外れ・

破損の場合も対応してください。 

有償交換部品等については、保守対象外でも可とします。 

（12）旧機器の撤去・保管（処分は含まない） 

現在利用中の機器については、現行ベンダーに返却となりますが、市役

所内に保管スペースがないため、これらの機器を撤去・運搬し返却日まで

一時保管を想定してください。予定数量は、端末約 1,200 台、プリンタ約

200 台、サーバ約 20 台、ストレージ 7 台、その他スイッチ・ルータ等ネッ

トワーク機器となります。 

2.1.2 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、これら

の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

及びライセンスの更新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     令和２年９月頃  ～ 令和１３年１２月３１日 

サービス提供期間 令和４年１月１日 ～ 令和１３年１２月３１日 

2.1.3 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。 

個人番号利用事務においては、二要素認証による端末へのログインを行

います。 
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インターネット端末以外の全ての端末は、データの持ち出しは制限され、

上長又は情報政策課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、外部へ持ち出す時はと

きは、手動で復号するなどの運用が必要になります。 

（２）情報政策課の職員による運用 

情報政策課の職員は、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。 

情報政策課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、情報政策課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。 

 

2.2 導入スケジュール 

本プロポ―ザルによる受託者の選定後に最終的な数量の確定及び契約額

を積算するための基礎調査として、庁内の端末利用等の実態調査・現地調査

を実施します。 

費用に影響のある部分の仕様を確定したのち契約を締結し要件定義・設

計・調達・構築を進めていきます。 

（１）令和２年 ４月  本プロポ―ザルの実施 

（２）令和２年 ７月  受託者の選定 

（３）令和２年 ８月  庁内の実態調査・現地調査 

（４）令和２年 ９月  事業費の精査及び契約額の決定 

（５）令和２年１０月  委託契締結、要件定義・設計・調達・構築開始 

（６）令和４年 １月  サービス提供開始・運用開始 

 

2.3 調達・設計・構築にかかる要件 

2.3.1 ネットワーク 

（１）全体共通 

庁内ＬＡＮは、基幹系・情報系・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。 

本庁及び出先機関の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、消防系は専用アドレス体系になっていますので合計２種類

になります。しかし、消防系を本庁系のアドレス体系に統合することは可

能です。 

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。 
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一部の端末やプリンタでは、３系統への分離前のアドレスを持っている

ものがあり、本事業の開始に合わせて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 

現状については「1.1.2 庁内ネットワーク」を参照してください。 

必要なスイッチの種類と数量を積算し、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。 

24bit ではＩＰアドレスが枯渇する可能性があるため、フロア毎にセグ

メントを分けることを検討してください。 

Ｌ２スイッチを設置し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スイッチを設置し３系統のネットワーク分離が必要です。 

（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スイッチを設置し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スイッチを設置し３系統のネットワーク分離が必要です。 

（７）消防本部・各消防署 

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。令和３年度に消防部門

全体の機器の更新を行うため、本庁と同体系にできる可能性があります。 

消防本部、つくし野分署、東消防署、湖北分署の４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。 

ルータを設置し３系統のネットワーク分離が必要です。 
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（８）水道局・教育委員会 

現在はルータを設置し、水道局(１～３階)と教育委員会(４階)で同じセ

グメントを使用していますが、ＩＰアドレスが枯渇しているため、セグメ

ントを分けることを検討してください。 

セグメントの分割に伴い、現在のルータはＬ２スイッチに変更が必要な

想定です。 

（９）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、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２７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１Mbps・１０Mbps・１００Mbps 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。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。 

（10）ＬＡＮ幹線の更新工事 

本庁舎内のスイッチ間のＬＡＮ幹線については、敷設後に長期間を経過

しており、今後１０年間の使用を見据えると更新が望ましいです。しかし、

配線ルートの確保が困難な場所もあることから、著しく古いものや比較的

容易な場所のみ更新工事を行ってください。 

西別館・東別館・分館への幹線（光ケーブル）については、分館は比較

的新しく（１０年未満）、西別館・東別館は２０年以上経過していると思

われるため、西別館・東別館の２カ所については更新工事が必要となりま

す。配線ルートの確認が必要ですが、既設と同じポール・空中線によるル

ート確保が可能な想定です。 

フロアスイッチから下流側のＬＡＮケーブルについては、更新の必要は

ありません。 

（11）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します。 

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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2.3.2 仮想基盤 

（１）セキュリティ用 

導入時に必要なシステムの仮想サーバを構築するためのクラスタが必

要です。サイジングについては、導入する各種システム・ソフトウェア等

の構成によるため、提案者が必要なリソースを検討してください。 

（２）シンクライアント用 

シンクライアントのＶＤＩの数は、1,520 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。 

職員の個人的なデータはファイルサーバには格納せず、個々の仮想マシ

ンに紐づく領域に保存する必要があり、１台あたり２～３ＧＢの容量が必

要です。 

（３）令和７年度末増設用（業務システム用） 

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令和７年度末頃

に予定しています。現行の仮想基盤では将来的に５５台の仮想マシンを運

用する想定をしており、令和７年２月末のリース満了後１年程度保守の延

長を行い本事業に集約することを検討しています。 

現行の機器の規模については「1.2.3 業務システム用仮想基盤の集約」

を参照してください。 

（４）Oracle 用ハイパーバイザ 

現行の仮想基盤は、Oracle 用のハイパーバイザ(Hyper-V)を別途構築し

ていますが、本事業に集約する予定はありません。 

（５）全体構成 

上記（１）～（３）について複数のクラスタが必要となり、十分な能力、

拡張性、可用性を実現する必要があります。構成はＨＣＩ又は３tire のど

ちらでも構いません。 

2.3.3 外部メールサーバ及びＤＮＳ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。 

インターネットとの通信のため、県のセキュリティクラウドへとリレー、

フォワードしています。 

現在では、ＤＭＺ上の機器としての役割が薄れているため、内部ＤＮＳ・

メールフィルタリングのそれぞれのサーバに役割を分散・統合させるなど構

成によっては廃止が可能です。 

2.3.4 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による構成でも問題ありません。 

なお、原則 OracleDB が必要な製品は使用せず、やむを得ず使用する場合
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は専用物理サーバを積算に含めてください。OracleDB を使用している他の業

務システムへ大きな影響を及ぼすため、サポート契約は締結しないでくださ

い。 

（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。現行の機器は、

FORTINET 社製の機器にて冗長化されており、自治体情報セキュリティクラ

ウドの接続点に設置しています。 

庁内の自治体情報セキュリティクラウド側にも別のファイヤーウォール

が設置されており役割が重複しているため、出口対策のみならず全体のネ

ットワーク構成の中で役割を再度検討する必要があります。 

（２）プロキシサーバ・Ｗｅｂフィルタリング 

カテゴリによるブロック等のフィルタリング機能以外に特定の端末・特

定ＵＲＬに対する通信についてホワイトリストによる制御機能、ＳＳＬの

デコード、アクセスログの長期保存・管理などの機能が必要です。 

（３）メールフィルタリング・無害化 

現在メールフィルタリングと無害化は、別々のソリューションを利用し

ています。 

メールフィルタリングは、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する機能が必要です。 

無害化は、HTML のテキスト化及び添付ファイルの削除の機能が必要です。 

現在使用しているシステムでは、削除した添付ファイルをサニタイズす

る機能はありません。 

本事業では、添付ファイルの削除ののち、サニタイズしたものを取り込

む仕組みが必要となります。 

（４）クライアントのウイルス対策 

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 が提供する自治体情

報セキュリティ向上プラットフォーム（LGWAN-ASP）から行いますので、対

応可能な製品を選定してください。 

（５）インターネット無害化 

現在、情報系端末のインターネット閲覧は、ＳＢＣ方式の仮想化により

ブラウザの画面転送のみを実施しています。アップロードは不可とし、ダ

ウンロードのみ可能としています。 

現在の構成は、Windows のＲＤＳ用のデバイスＣＡＬを 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２０台（ＶＭ）による専用のクラスタで運用しています。 

本事業では、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
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するのであればどのような方式でもかまいません。 

数量は、ＳＢＣ方式による閲覧の台数が 1,100 台、インターネット用Ｆ

ＡＴ端末１５台を想定しています。ダウンロードしたファイルをサニタイ

ズする機能が必要です。 

（６）サニタイズによるファイル無害化 

現在インターネットからダウンロードしたファイルやメールの添付ファ

イルの無害化については、直接取り込みをしていないだけでサニタイズは

実現していません。本事業では、サニタイズによるファイルの無害化を導

入します。 

（７）二要素認証 

本事業では、基幹系端末のみを対象に導入します。バイオメトリクス認

証やワンタイムパスワード等の方式は問いませんが、指紋認証は体質等に

より認証できない職員がいるため、指紋認証を導入する場合は代替措置の

検討が必要です。 

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、情報政策課による監視・管理が煩雑でないことが求められ

ます。 

（８）ファイル暗号化 

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

定した場所のみサインアウト時に自動的に暗号化を行っています。 

本事業では、基幹系端末及び情報系端末に導入します。常時暗号化（全

体又は指定の場所）・持出時に自動暗号化など手法は問いません。上長承認

の機能も必須とはしません。安易に平文のままデータを取り出してしまう

ことを防ぐ機能が必要です。 

なお、リンク先となっている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。 

（９）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。 

本事業では、基幹系端末及び情報系端末に導入します。 

基幹系端末においては、情報政策課の許可のもと持ち出しが可能となる

機能が必要です。 

情報系端末においては、上長承認のもと持ち出しが可能となる機能が必

要です。 

これらの承認申請・許可の行為は、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です。 
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2.3.5 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。 

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。 

バックアップの方法・頻度・時間・容量などについても十分に考慮した仕

組みとストレージの設計が必要です。 

2.3.6 端末構築及び管理 

（１）全体共通 

必要となる端末の内訳（想定）は下表のとおりです。職員の数および体

制により変動する可能性があるため、受託者の決定後に調査を行い最終的

な数を決定します。シンクライアント接続端末はノート型とします。物理

ＰＣ（ＦＡＴ）は、デスクトップ型・ノート型のどちらでも可とします。 

現時点での端末の内訳想定及び接続イメージは別紙４端末接続環境イメ

ージ(全体図)及び別紙５端末接続環境イメージ(パターン別)を参照してく

ださい。 

 ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ 

接続 PC 

物理 PC 

(FAT) 

仮想 PC 

(VDI) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

(SBC) 

基幹系 

850 

25 330 － 

情報系(業務用) 75 140 100 

情報系(個人用) － 1,050 1,000 

インターネット系 － 15 － － 

合   計 850 115 1,520 1,100 

（２）シンクライアント 

①共通事項 

本事業では、個人用ＶＤＩ及び業務システム用ＶＤＩを整備します。

業務システム用ＶＤＩは、基幹系及び情報系の２種類となります。シ

ンクライアント接続端末は、個人用及び業務システム用の複数のＶＤ

Ｉに同時接続します。 

インターネットは、画面転送（ＳＢＣ）による接続となり、個人用

ＶＤＩ及び業務用システム用ＶＤＩのうち情報系から接続し、基幹系

からは接続不可とします。 

シンクライアント基盤全体として必要となる十分なリソースを計算

する必要があります。 

②個人用ＶＤＩ 

個人用ＶＤＩは、全てのシンクライアント接続端末から利用可能と

します。ユーザーとＶＤＩが紐づく設定となります。個人的なデータ

の保存領域として 1 台あたり２～３ＧＢの領域が必要になり、ストレ
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ージ容量を考慮する必要があります。 

全て統一した仕様のＶＤＩとなりますので、１種類のマスターを作

成してください。 

③業務システム用ＶＤＩ 

業務システム用ＶＤＩは、使用する部署からのみ接続でき、他の部

署からは接続できないようにする必要があります。接続端末又はネッ

トワークセグメントとＶＤＩが紐づく設定となります。 

業務毎に異なるアプリケーションを設定する必要があり、個々に異

なる仕様のＶＤＩとなるため基本となるマスターのみを作成してくだ

さい。ただし、複数のマスターの作成も可とします。 

（３）ＦＡＴ端末 

業務システム用で利用する端末のうち、シンクライアントでは動作が困

難なアプリケーションやＣＡＤなどを利用する端末についてＦＡＴ端末を

導入します。 

情報系のＦＡＴ端末は、シンクライアント接続端末としても利用します。 

（４）インターネット接続端末（ＦＡＴ端末・ＳＢＣ） 

ダウンロードは、無害化されたファイルのみ可能とします。 

アップロードはＶＤＩからは不可とし、インターネット用ＦＡＴ端末の

み可能とします。 

（５）ＯＳのライセンス 

業務システム用端末（基幹系及び情報系）Windows は、アプリケーショ

ンの互換性の問題からＬＴＳＣのライセンスが必要です。 

個人用ＶＤＩ及びインターネット用ＦＡＴ端末については、ＳＡＣでも

可としますが、Feature Update の適用時間、回線帯域の圧迫、仮想基盤の

不可などの課題があるため、業務への影響が少ない方法を検討してくださ

い。 

（６）Microsoft Office のライセンス 

Microsoft Office のライセンスは、インターネット用を除くＦＡＴ及び

ＶＤＩの合計 1,620 台に必要です。常に最新版である必要はありませんが、

導入時のバージョンは、契約期間中にサポートが終了することが想定され

るため、最低１回の更新が必要となります。 

エディションは基本的に Standard ですが、６０台は Professional が必

要です。 

（７）Active Directory（ＡＤ） 

インターネット用ＦＡＴ端末を除く全ての端末がドメインに参加する必

要があります。ＡＤは、それぞれの端末の用途や系統毎に作成する方法と

ある程度統合する方法のどちらでも可とします。 

本事業で導入するシステムでＡＤとの連携が必要な場合を考慮し効率的

なＡＤの構築が必要となります。 
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基幹系・情報系・インターネット系の異なる系統を統合して管理するＡ

Ｄを構築する場合は、特定通信と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。 

（８）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。 

本事業における端末管理、監視、制御、資産管理の必要性は高く、これ

らの機能の導入が必要です。また、暗号化や持出制御などのセキュリティ

機能と統合したパッケージの選定が望ましいです。運用は情報政策課の職

員により行う想定ですが、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。 

（９）ＷＳＵＳ 

QualityUpdate はＷＳＵＳにて実施します。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。 

運用は情報政策課の職員が行いますが、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。 

FutureUpdate 等大容量の Update は、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し、ＷＳＵＳの使用にこだわらない適

用方法を検討する必要があります。 

（10）プリンタ 

導入するプリンタの台数は 140 台です。Ａ３対応のモノクロレーザーを

想定しており、ホッパは２段必要になり、数台程度ホッパ３段が必要な場

合があります。 

高速プリンタ以外の機種はメーカーを統一し、同じ型番のリサイクルト

ナーが利用可能な機種を選定してください。 

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。 

有償の定期交換部品は保守対象外でも可とします。 

（11）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。障害の一次切り分けは

情報政策課で行う想定です。ノート型ＰＣのバッテリーやプリンタの定期

交換部品等の有償交換及び使用者の過失による破損については保守対応に

含まなくても可とします。ただし、ノート型ＰＣのキートップの外れ・破

損については、保守対応としてください。 

2.3.7 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。現行機種は平成３１年１月～令和５年１２月末まで運用

するため、令和６年１月にリプレースし第５次ＬＧＷＡＮへの対応が必要と
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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、本事業での積算に含める必要はありません。 

（１）ファイヤーウォール 

現行（第四次ＬＧＷＡＮ）ではシングル構成ですが、第五次ＬＧＷＡＮ

では冗長化をする必要があります。軽微な設定変更は情報政策課の職員が

実施する想定のため日本語ＧＵＩの機能のある製品を選定してください。 

（２）ゲート用サーバ 

主にプロキシ・メール・ＤＮＳ・ＮＴＰの機能を使用します。仮想サー

バによる構築も可能と考えます。 

2.3.8 データ移行 

（１）現行のＦＡＴ端末・シンクライアント 

ＦＡＴ端末及びシンクライアントは、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）仮想基盤 

上記「2.3.2 仮想基盤（１）セキュリティ用」及び「同（２）シンクラ

イアント用」に記載のものは、本事業により再設計、再調達になるため仮

想マシンの移行は不要です。 

上記「同（３）令和 7 年度末増設用（業務システム用）」に記載の仮想基

盤については、全ての仮想サーバの移行が必要です。 

上記「同（４）Oracle 用ハイパーバイザ」については、移行は不要です。 

2.3.9 各種ライセンス 

各種ライセンスの登録は、本市の名義で登録してください。 

2.3.10 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、現行のベンダーの負担となるため積算は不要です。 

 

2.4 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ります。機器の納入及び構

築の他、保守業務、運用サポート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。 

消耗品、有償交換部品については保守対象外でも可としますが、ノート

型パソコンのキートップ外れ・破損は保守対象としてください。 

職員の過失による故障は保守の対象外になりますが、動産保険等が活用
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できる場合は対象としてください。 

（２）ソフトウェア・システム保守 

プログラムプロダクト保守を行ってください。修正モジュールの適用及

びバージョンアップ等の作業などを含みます。 

（３）定期メンテナンス（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

ニングを実施してください。 

（４）運用サポート（定期・随時） 

年数回程度の定例会を計画してください。 

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。また、職員

では実施できない設定変更作業などを依頼することがあります。 

端末の FutureUpdate に対応するためのマスター作成やＶＤＩの更新作

業などの対応が想定されるため、これらの費用を含めて積算してください。 

（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

ンの追加等の運用を職員が実施するため、事前事後に変更情報などを相互

に共有する必要があります。 

常に最新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

用するほか、設定変更による事前のリスク検証にも役立てます。 

（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）その他障害対応等 

障害発生時は、まず情報政策課の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ください。 

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、調査の

実施又は予防交換などが必要となります。 

 

2.5 別途契約の要件 

日々の運用に関する軽微な設定変更は、情報政策課の職員により実施します。 

システムの根幹に関わるなど全庁的リスクの高い設定変更については、職員

による作業を想定せずに本事業の運用保守で対応してください。ただし、本市

の都合による作業で且つ作業規模が大きく本事業の運用保守に含めることがで

きない作業等については、別途契約し実施する必要がありますので、どのよう

な作業が対象となり得るか考え方を示してください。 
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2.6 担当者説明・研修の実施 

運用に関する各種手順書を作成し、情報政策課の職員（９名）への研修を実

施してください。 

ファイル無害化・メール無害化・二要素認証などの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、

会場確保は市が行いますが講師及び資料の準備は受託者とします。 

 

2.7 契約満了後の機器等の取り扱い 

本事業の契約満了後の機器は、受託者が撤去及び処分を行います。ハードデ

ィスク等の記憶装置については、取り外し原則市に譲渡することとし、譲渡が

困難な場合は、データ消去の確実な履行を職員が確認できる方法を取ってくだ

さい。 

納入した機器及び永続ライセンスについて契約満了後、本市に譲渡又は買取

ができるよう考慮してください。 


