
⼾籍システム専⽤ ネットワーク⽤ サーバラック№5 サーバラック№4 サーバラック№3 サーバラック№2 サーバラック№1

NEC製19ｲﾝﾁ
44U

サーバ及び各⽤途の
L２スイッチを格納

NEC製19ｲﾝﾁ
44U

サーバ及び各⽤途の
L２スイッチを格納

サーバラック№1・2寸法 W600*D995*H2080
サーバラック№3〜5寸法 W600*D995*H1720

別紙１ サーバラック現況図①

日立製19ｲﾝﾁ
38U

使⽤不可

メーカー不明
19ｲﾝﾁ

更改対象のコアス
イッチ類を格納
空きスペースなし

NEC製19ｲﾝﾁ
36U

サーバ及び各⽤途の
L２スイッチを格納

NEC製19ｲﾝﾁ
36U

サーバ及び各⽤途の
L２スイッチを格納

NEC製19ｲﾝﾁ
36U

サーバ及び各⽤途の
L２スイッチを格納



別紙２ サーバラック現況図②
ラック№2 ラック№1

凡 例 44 LGWANルータ 44

更改対象機器 43 LGWANルータ 43

令和７年度末頃更改対象機器 42 中間サーバコネクタ用スイッチ LGWAN ファイヤーウォール 42

空領域 41 ケーブルスペース LGWAN サーバ 41

廃止予定 40 業務用仮想基盤スイッチ 40

移設不可 39 ケーブルスペース 39

38 業務用仮想基盤スイッチ 38

ラック№5 ラック№4 ラック№3 37 住基ネット用ファイヤーウォール 業務用仮想基盤スイッチ 37

36 仮想基盤用スイッチ グループウェア用スイッチ 36 住基ネット用スイッチ 業務用仮想基盤ESXi 36

35 ケーブルスペース ファイルサーバ(正) 35 住基ネット用スイッチ 業務用仮想基盤ESXi 35

34 仮想基盤用スイッチ ファイルサーバ(副) 34 住基ネット用スイッチ 業務用仮想基盤ESXi 34

33 ケーブルスペース グループウェアDBサーバ 33 住基ネット用スイッチ 業務用Hyper-V 33

32 メール無害化サーバ 仮想基盤用スイッチ コンソールHUB 32 ケーブルスペース 業務用Hyper-V 32

31 インターネットRDS用ESXi シンクラ基盤用FCスイッチ 31 31

30 インターネットRDS用ESXi シンクラ基盤用FCスイッチ 30 30

29 インターネットRDS用ESXi 29 29

28 IP-PBXサーバ インターネットRDS用ESXi 28 28

27 IP-PBXサーバ インターネットRDS用ESXi 27 空き 27

26 IP-PBXサーバ 空き 26 26

25 IP-PBXサーバ セキュリティ仮想基盤用ESXi 25 コンソール 25

24 IP-PBX用HDD セキュリティ仮想基盤用ESXi 24 24

23 仮想基盤用ストレージ シンクラ基盤用ESXi 23 23

22 バックアップストレージ シンクラ基盤用ESXi 22 空き 旧仮想基盤スイッチ 22

21 コンソール コンソール 21 ケーブルスペース 21

20 空き シンクラ基盤用ESXi 20 旧業務用仮想基盤ESXi 20

19 シンクラ基盤用ESXi 19 旧業務用仮想基盤ESXi 19

18 コンソール シンクラ基盤用ESXi 18 旧業務用仮想基盤ESXi 18

17 コンソールHUB シンクラ基盤用ESXi 17 空き 17

16 仮想基盤用FCスイッチ シンクラ基盤用スイッチ 16 旧仮想基盤スイッチ 16

15 メール・DNSサーバ 仮想基盤用FCスイッチ ケーブルスペース 15 空き 旧仮想基盤スイッチ 15

14 シンクラ基盤用スイッチ 14 住基ネットファイヤーウォール ケーブルスペース 14

13 ケーブルスペース 13 ケーブルスペース 旧仮想基盤バックアップサーバ 13

12 空き シンクラ基盤用スイッチ 12 12

11 電源PDU 11 11

10 庁内LANファイヤーウォール 10 空き 10

9 空き 9 空き 9

8 空き 8 8

7 図書館用リバースプロキシ 空き 7 空き 7

6 図書館用UPS 6 旧仮想基盤UPS 6

5 ファイヤーウォール 自動発行機サーバ 5 5

4 自動発行機UPS 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 空き 1

旧仮想基盤UPS

中間サーバコネクタ
(個人番号連携)

空き

住基ネットCS

自動発行機UPS

自動発行機サーバ

コンソール

住基ネット用付属機器

処理装置X
UPS

業務用仮想基盤
ストレージ

バックアップ
ストレージ

旧コンソール

RDXオートローダ

旧仮想基盤ストレージ

旧仮想基盤UPS

中間サーバコネクタ
UPS

住基ネットファイヤー
ウォールUPS

住基ネットCS
UPS

住基ネット
処理装置X

空き

シンクラ基盤用ストレージ

シンクラ基盤用ストレージ

シンクラ基盤用ストレージ

シンクラ基盤用ストレージ

シンクラ基盤用ストレージ
空き

空き

空き

空き

保育システムサーバ

セキュリティクラウド
用CPE

空き

仮想基盤用管理サーバ

仮想基盤用ストレージ

仮想基盤用ストレージ

空き

空き

並行稼働が必要な場合があります。

令和７年度に本事業で更改します。

令和3年12月までに廃止予定ですが一部残る場合があります。



【必要性】

項番 大分類 小分類 機　　　能 必要性
別途提出が必

要な資料

1 ネットワーク 機器
コアスイッチ・フロアスイッチ・ルータ・UTMなどの機器は、GUIにより職員が軽微
な設定変更を行えること。

必須

2 ネットワーク 機器
死活監視ができ、障害時にメールによるアラート又は統合された管理コンソール
から確認できること。

任意

3 ネットワーク 設計・運用 全ての拠点・フロアに固有のセグメントを設定すること。 必須

4 ネットワーク 設計・運用
全ての部署において基幹系・情報系・インターネット系の３層の論理分離が可能
であること。

必須

5 ネットワーク 設計・運用
３層の論理分離の前のアドレスを保持している一部の機器の通信が可能である
こと。

必須

6 ネットワーク 設計・運用
契約期間中の機器のリプレース時に設計を見直し、古いアドレス体系の廃止な
ど効率化を図ること。

必須

7 ネットワーク 設計・運用
職員では実施できない設定変更、又はリスクの大きい作業はベンダーが実施す
ること。

必須
別途契約とな
る作業の内容

8 仮想基盤 共通 セキュリティ用と業務システム用は同じ製品のハイパーバイザーとすること。 必須

9 仮想基盤 共通
複数のホストによるクラスタで構成し、ホストが１台停止しても継続して稼働でき
ること。

必須

10 仮想基盤 共通 無停止又はダウンタイムの極めて短い可用性を備えていること。 必須
11 仮想基盤 共通 職員による運用ができること。 必須

12 仮想基盤 共通
契約期間中の機器のリプレースの際、各仮想マシンが24時間以内の停止で移
行ができること。

必須

13 仮想基盤 共通
契約期間中の機器のリプレースの際、各仮想マシンが1時間以内の停止で移行
ができること。

任意

14 仮想基盤 セキュリティ用
本事業で導入するセキュリティ関連のシステム用サーバを運用するクラスタを構
築すること。

必須

15 仮想基盤 セキュリティ用 Ping等による各仮想サーバの死活監視が自動でできること。 任意

16 仮想基盤 業務システム用
令和7年度末頃に移行を予定する業務システム用サーバを運用するクラスタを
構築すること。

必須

17 仮想基盤 業務システム用 WindowsSever2016から最新までのテンプレートを作成すること。 必須
18 仮想基盤 業務システム用 1年に1回程度、各OSのテンプレートを最新の状態に更新すること。 必須

19 仮想基盤 業務システム用
WindowsSever2016から最新まで、CentOS7から最新までのインストールディス
クのISOイメージを格納すること。

必須

20 仮想基盤 業務システム用
1年に1回程度、各OSのインストールディスクのISOイメージを最新の状態に更新
すること。

必須

21 仮想基盤 業務システム用 Ping等による各仮想サーバの死活監視が自動でできること。 任意

22 仮想基盤 シンクライアント用
本事業で導入するシンクライアント及び関連用サーバを運用するクラスタを構築
すること。

必須

23 仮想基盤 シンクライアント用 業務用及び個人用のVDIのテンプレートを作成すること。 必須

24 仮想基盤 シンクライアント用
1年に1回程度、業務用及び個人用の各テンプレートを最新の状態に更新するこ
と。

必須

25 仮想基盤 シンクライアント用 個人用VDIのUpdateはマスタから更新・展開するなど効率的に実施できること。 必須

26
外部メール・
DNS

外部メール・DNS
専用サーバの設置又は他のサーバに機能を集約すること。

必須

27 セキュリティ ファイヤーウォール
インターネット(自治体情報セキュリティクラウド)との接続を制御することができる
こと。

必須

28 セキュリティ ファイヤーウォール
日本語GUIを採用し、職員によるポリシーの管理が行えること。(軽微な設定変
更を想定)

必須

29 セキュリティ ファイヤーウォール ホットスタンバイ(Active-Passive)構成の冗長化とすること。 必須
30 セキュリティ ファイヤーウォール 各種ログを1年以上保存できること。 必須
31 セキュリティ ファイヤーウォール 製品はセキュリティ性能の高いUTMとすること。 必須

32 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

自治体情報セキュリティクラウド側プロキシ(上位）の下位プロキシとすること。
必須

33 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

カテゴリ分類によりブロックができること。
必須

34 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

ホワイトリスト方式のブロックに対応し、特定の端末・URLに対する通信を可能と
すること。

必須

35 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

SSLのデコードが行えること。
必須

36 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

アクセスログの管理を行い閲覧履歴、レポート表示、ランキング等の統計機能を
有すること。

必須

37 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

各種ログを1年以上保存できること。
必須

38 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

インターネット無害化のＳＢＣ方式によるWebの閲覧に関し、どの端末がどの
Webサイトを閲覧したか確認する事ができること。

任意

39 セキュリティ
Proxy・
Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

インターネット無害化のＳＢＣ方式によるWebの閲覧に関し、どの端末がどの
Webサイトを閲覧したか統計・検索が行えること。

任意

　各項目の記載のある内容について、任意の様式にて説明資料を作成してください。

別紙３　要求仕様一覧

【別途提出が必要な資料】

　必須：必ず実現しなければならないものであり、実現できない場合は代替措置が必要となるものです。
　任意：必ずしも実現しなくても良いものですが、評価では加点項目となります。
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項番 大分類 小分類 機　　　能 必要性
別途提出が必

要な資料

40 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

スパム・標的型・フィッシング等への対策ができること。
必須

41 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

受信メールの添付ファイルの削除及びHTMLのテキスト化による無害化ができる
こと。

必須

42 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

無害化により削除された添付ファイルをサニタイズの上、ﾛｰｶﾙの端末に取り込
めること。

必須

43 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

無害化前のメール原本を3カ月以上アーカイブができ、各職員がEmlを保存でき
ること。

必須

44 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

誤送信防止対策ができること。
任意

45 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

添付ファイルのあるメールの送信時に上長承認・自己承認が行えること。
任意

46 セキュリティ
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ・
無害化

Ｗｅｂフィルタリングとの親和性があり、本文中の悪意のあるURLを判定し隔離で
きること。

任意

47 セキュリティ ウイルス対策 各パソコン及び各種業務システム用サーバ(Windows)に導入できること。 必須
48 セキュリティ ウイルス対策 管理サーバから各端末の設定を変更できること。 必須
49 セキュリティ ウイルス対策 ファイルの展開・移動時など、リアルタイム検索(保護)が行えること。 必須
50 セキュリティ ウイルス対策 毎週スケジュール検索ができること。 必須

51 セキュリティ ウイルス対策
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
らアップデート及びパターンファイルが取得できること。

必須

52 セキュリティ ウイルス対策 管理サーバから各端末の感染状況が確認できること。 必須

53 セキュリティ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無害化
情報系端末からブラウザの画面転送(ＳＢＣ方式)によりインターネットが閲覧で
きること。

必須

54 セキュリティ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無害化
インターネットへのアップロードは、インターネット用端末に限定し、ファイル持出
制御や上長承認などの機能を組み合わせるなど適切な制限ができること。

必須

55 セキュリティ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無害化
インターネットから直接ファイルをダウンロードせず、中間的な領域を経由した上
で取り込むことができること。

必須

56 セキュリティ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無害化 インターネット上にあるPDFをダウンロードせずに開くことができること。 必須

57 セキュリティ サニタイズ
インターネットからダウンロードしたファイル及びメールの添付ファイルをサニタイ
ズ処理した上で取り込むことができること。

必須

58 セキュリティ サニタイズ
情報系端末からサニタイズ処理する前のファイル原本を取り込むことができるこ
と。

任意

59 セキュリティ 二要素認証 サーバを除くすべての基幹系端末に導入すること。 必須

60 セキュリティ 二要素認証

指紋認証などにおいて個人の体質から二要素認証が利用できない場合に代替
手段を講じることができること。
※代替手段は、別の二要素認証の方式が必要となること。代替手段が必要な
い場合は特記欄にその旨を記載すること。

必須

61 セキュリティ 二要素認証
管理者用機能として、二要素認証を利用しない特別な方法によりログインできる
こと。

必須

62 セキュリティ 二要素認証 ログイン・ロック・解除のログを収集できること。 必須
63 セキュリティ 二要素認証 離席時又は一定時間無操作時に自動的に端末をロックすること。 任意
64 セキュリティ 二要素認証 ロックした者のみが解除できること。 任意

65 セキュリティ 二要素認証
共用端末・窓口端末においては、職員であればロックした者以外でも解除できる
こと。

任意

66 セキュリティ ファイル暗号化 全ての基幹系端末及び情報系端末に導入すること。 必須

67 セキュリティ ファイル暗号化

次のいずれかの暗号化の方式に対応すること。
①常時暗号化
②特定の領域外に移動時に自動暗号化
③特定の領域外に移動時に手動での暗号化が必要

必須

68 セキュリティ ファイル暗号化

常時暗号化する場合は、リンク先となっているファイルや設定ファイルが暗号化
されることにより、業務への影響を及ぼさないこと。
※自動暗号化を採用せず対象外となる場合は、その旨を特記欄に記載するこ
と。

必須

69 セキュリティ ファイル暗号化
暗号化の対象となる領域を指定できること。(外部と内部の境界を明確にできる
こと。)

必須

70 セキュリティ ファイル暗号化 端末がネットワークから切断された状態でも暗号化及び復号ができること。 必須

71 セキュリティ ファイル暗号化
特定の手順により、暗号化したファイルを外部に持ち出しでき、ファイルの受領
者がパスワードにより復号できること。

必須

72 セキュリティ ファイル暗号化 上長承認により、平文でファイルを持ち出す事ができること。 必須

73 セキュリティ ファイル暗号化
領域外に移動したファイルのログの保存・確認ができ、実行した端末又は個人
を特定できること。

必須

74 セキュリティ ファイル暗号化
外部メールにファイルを添付する場合、暗号化しなければ添付できず、受信者
はパスワードによって復号できること。(メールの送信は市が別途導入するWebタ
イプのグループウェアとする。)

任意

75 セキュリティ ファイル暗号化
複数ファイルをまとめて暗号化し領域外に移動する際、含まれる全てのファイル
名を特定できること。

任意

76 セキュリティ ファイル持出制御 全ての基幹系端末及び情報系端末に導入すること。 必須

77 セキュリティ ファイル持出制御
基幹系端末は、情報政策課の承認のもと外部記憶装置へのファイルの持ち出
しを可能とすること。

必須

78 セキュリティ ファイル持出制御
情報系端末は、上長承認のもと外部記憶装置へのファイルの持ち出しを可能と
すること。

必須

79 セキュリティ ファイル持出制御 端末がネットワークから切断された状態でも持ち出しの制御ができること。 必須
80 セキュリティ ファイル持出制御 外部記憶装置からのデータ取り込みは、制限なく行えること。 必須

81 セキュリティ ファイル持出制御
外部記憶装置に持ち出されたファイルの操作ログの保存・確認ができ、
実行した端末又は個人を特定できること。

必須
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項番 大分類 小分類 機　　　能 必要性
別途提出が必

要な資料

82 セキュリティ ファイル持出制御
基幹系のデータは、情報政策課の承認のもと情報系へデータを転送する事がで
きること。

任意

83 セキュリティ ファイル持出制御
情報政策課及び上長への持ち出し承認申請時に理由及びファイルの内容等の
諸情報の入力を強制する事ができること。

任意

84 セキュリティ ファイル持出制御 情報政策課及び上長が持ち出し承認時にファイルの内容確認ができること。 任意

85 セキュリティ ファイル持出制御
持ち出しが可能な外部記憶装置を指定し、それ以外の装置への持ち出しは制
限できること。

任意

86 セキュリティ ファイル持出制御
ネットワーク上のファイルの操作ログの保存・確認ができ、アクセスした端末又
は個人を特定できること。

任意

87 バックアップ サーバ
障害から早期に復旧するため、各種システム及びOSイメージなどのバックアッ
プを適切に取ること。

必須

88 バックアップ サーバ
障害発生時のダウンタイムを最小限にするため、メール関連システム・プロキシ
など業務継続に重要なシステムは、フルバックアップを取るなど即時復旧できる
こと。

必須

89 バックアップ サーバ
バックアップからの復元を職員が実施するものについては、手順が簡素化され
ていること。

必須

90 バックアップ ストレージ 全てのデータが復元できること。 必須
91 バックアップ ストレージ ７世代管理ができること。（必要なデータのみ） 必須
92 バックアップ ストレージ 特定のファイルのみバックアップから戻せること。 任意

93 バックアップ ネットワーク
ネットワーク機器及びファイヤーウォールの設定情報のバックアップを取り、復
元ができること。

必須

94 バックアップ ネットワーク
ネットワーク機器及びファイヤーウォールの設定情報はリモートでバックアップ
が取得できること。

任意

95 端末関連 共通 外部記憶媒体は、取り込みのみ自由とし、持ち出しは制御できること。 必須

96 端末関連 共通
各VDI・FAT端末は、種類毎に再セットアップ用のマスターイメージを作成するこ
と。

必須

97 端末関連 共通 必要な数のServerCALを保有すること。 必須
98 端末関連 共通 ノート型の端末は、テンキー付きのアイソレーションキーボードとすること。 必須

99 端末関連 共通
光学ドライブの機能を有すること。ただし、光学ドライブは外付け式でも可とする
が、その場合は80台の外付け式を用意すること。

必須

100 端末関連 共通 マルチモニター用に別途40台の22ｲﾝﾁ以上のワイドモニターを用意すること。 必須
101 端末関連 シンクライアント １台の接続端末から複数のVDIへ同時に接続できること。 必須
102 端末関連 シンクライアント １台の接続端末から基幹系と情報系の両方のVDIに接続できること。 必須
103 端末関連 シンクライアント 接続端末から複数のVDIに接続した際、VDI間でデータの移動ができないこと。 必須
104 端末関連 シンクライアント 情報系のVDIからSBC方式によりインターネットの閲覧がきること。 必須
105 端末関連 シンクライアント 個人用のVDIは、全庁のどのシンクライアントからでも接続できること。 必須
106 端末関連 シンクライアント 個人用のVDIに専用の保存領域があること。(2～3GB程度) 必須

107 端末関連 シンクライアント
個人用のVDIは全て統一した仕様のVDIとし、個人で利用を想定するアプリケー
ションを全てインストールすること。(MicrosoftOffice・AcrobatReader・テキストエ
ディタ・JW-CAD、その他ランタイム等)

必須

108 端末関連 シンクライアント
業務システム用のVDIは、共通の設定のみ反映した基本状態のマスターを作成
すること。ただし、必要に応じ複数作成することも可とする。

必須

109 端末関連 シンクライアント

業務用VDIへの接続は、部署毎又はネットワークセグメント毎に接続先となる
VDIを特定すること。
(例：市民課の接続端末は、市民課の業務用VDIの全てに接続できるが、他の部
署への業務用VDIへは接続できない。)

必須

110 端末関連 シンクライアント
接続端末は、ＦＡＴ端末と共用する場合を除き、業務データ等を保持しない設定
とすること。

必須

111 端末関連 シンクライアント
接続端末はノート型とし、同じセグメントのLANであればどこに接続しても使用で
きること。

必須

112 端末関連 シンクライアント
プリンタドライバは、接続端末にインストールし、リダイレクト機能によりVDIから
印刷できること。ただし、プリンタサーバ管理ツールなどを使用し、接続場所に応
じたプリンタを選択できる場合は、その他の方法でも可とする。

必須

113 端末関連 シンクライアント

各部署の接続端末の効率的な配置見直しのため、使用状況の統計が取れるこ
と。統計の内容は各接続端末の使用率、同時使用率などを想定しているが、内
容は指定しない。また、統計ツールなども必須とはせず、統計を取るためのログ
等のデータが提供されれば可とする。期間は、過去1年間分とする。

必須

114 端末関連 FAT端末
基幹系及び情報系の端末OSの基本的な仕様は、業務システム用VDIと同じと
する。

必須

115 端末関連 FAT端末 情報系端末は、シンクライアント接続端末としても使用できること。 必須
116 端末関連 FAT端末 インターネット用は全て統一した仕様の端末とする。 必須

117 端末関連 インターネット
ファイルのダウンロードは無害化されたファイルのみを可能とすること。無害化
前のファイル原本の入手は別途特別な手段とし、無害化していないファイルを安
易に取り込むことができないこと。

必須

118 端末関連 インターネット 基幹系及び情報系端末から直接アップロードは不可とすること。 必須

119 端末関連 インターネット
情報系端末からはSBC方式による閲覧とし、セッションホストサーバ等が高負荷
でダウンしない構成とすること。

必須

120 端末関連 インターネット
インターネット用FAT端末からアップロードは可とするが、基幹系及び情報系の
端末においては、ファイルの持出制御や上長承認などの機能と組み合わせ職
員個人が独断でアップロードできないこと。

必須

121 端末関連 OS Microsoft Windowsは、本市名義のボリュームライセンスとする。 必須
122 端末関連 OS 業務システム用のFAT端末及びVDIのライセンスは、LTSCとする。 必須
123 端末関連 OS 個人用VDI及びインターネット用FAT端末は、LTSC又はSACとする。 必須

124 端末関連 Office
本市名義のMicrosoft Officeのボリュームライセンスとする。互換ソフトは不可と
する。

必須
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項番 大分類 小分類 機　　　能 必要性
別途提出が必

要な資料

125 端末関連 Office
常に最新版である必要はないが、サポートが切れる前にバージョンをアップをす
ること。

必須

126 端末関連 Active Directory
インターネット用FAT端末を除く全ての端末及びVDIがADによって管理できるこ
と。

必須

127 端末関連 Active Directory
ADと連携するシステム等を考慮し、端末の用途や系統毎にそれぞれ作成又は
効率的に統合するなど環境にあった設計を行うこと。

必須

128 端末関連 Active Directory 情報政策課の職員による運用を可能とすること。 必須

129 端末関連 Active Directory
市の部署を反映したOUとせず、職員の人事異動によるOUの変更が生じないこ
と。ただし、職員の採用・退職・昇格による変更作業は情報政策課において実施
する。

任意

130 端末関連 資産管理
インシデント発生時の調査を目的に、端末の操作、ファイルのアクセス履歴、ア
プリケーション操作の記録が時系列に取得・確認できる。

必須

131 端末関連 資産管理 端末の各種情報(ハードウェア・ソフトウェア等)を自動的に収集できること。 必須

132 端末関連 資産管理
各端末にソフトウェアやアップデートモジュールの配信、及びアンインストールが
できること。

必須

133 端末関連 資産管理 端末の挙動の監視ができること。 必須
134 端末関連 資産管理 各種ログを統計情報として出力できること。 必須
135 端末関連 資産管理 不適切な操作の禁止等の制御ができること。 必須
136 端末関連 資産管理 外部デバイスの使用制限、管理、情報収集ができること。 必須

137 端末関連 資産管理
FutureUpdateを含むWindowsの更新の制御・帯域圧迫の対策・更新スケジュー
ルの管理などが行えること。

任意

138 端末関連 プリンタ
A3モノクロレーザープリンタとし、ホッパ2段及び手差しホッパとする。最大3段ま
でホッパを増設できること。

必須

139 端末関連 プリンタ LAN及びUSB接続ができること。 必須
140 端末関連 プリンタ 高速プリンタ以外の機種は同じ型番のトナーカートリッジが使用できること。 必須
141 端末関連 プリンタ リサイクルトナーカートリッジを使用できること。 必須
142 端末関連 プリンタ A3高速プリンタは、モノクロＡ４ヨコ片面 55頁/分以上の速度とすること。 必須
143 端末関連 プリンタ 純正でないリサイクルトナーカートリッジを使用できること。 任意
144 端末関連 プリンタ 高速プリンタ以外の機種は全て統一すること。 任意

145 端末関連 プリンタ
一定の印刷枚数に達した際に必要となる定期保守部品の交換についても、保
守の範囲内であること。

任意

146 端末関連
WSUS・アップデー
ト

QualityUpdateは、WSUSにて実行できること。 必須

147 端末関連
WSUS・アップデー
ト

WSUSは、インターネットではなくJ-Lisが提供する情報セキュリティ向上プラット
フォームから更新ファイルを取得できること。(J-Lisへの使用料は本事業に含ま
ない。)

必須

148 端末関連
WSUS・アップデー
ト

個人用VDIのFutureUpdateについては、OSのサポートが切れる前に全ての個
人用VDIに受託者が適用すること。また、適用済みのマスターを提供すること。
ただし、適用作業について職員が軽微な作業で実施できる場合は、職員作業で
も可とする。

必須

149 端末関連
WSUS・アップデー
ト

業務用VDIのFutureUpdateについては、受託者が基本状態のマスターのみ更新
を行うこと。(運用中の業務用VDIの更新作業は含まない。)

必須

150 LGWAN関連 共通 第五次LGWANへ対応すること。(仕様が未定のため、現行と同等の仕様を想定 必須
151 LGWAN関連

ファイヤーウォー
ル

回線の冗長化(ホットスタンバイ)に対応した冗長構成とすること。 必須
152 LGWAN関連

ファイヤーウォー
ル

日本語GUIを搭載し、職員による運用を可能とすること。 必須
153 LGWAN関連 ゲート用サーバ 専用の物理サーバ又は仮想サーバとすること。 必須
154 LGWAN関連 ゲート用サーバ インターネット及びLGWANとのメールの送受信の振り分けを行うこと。 必須

155 LGWAN関連 ゲート用サーバ
LGWANからcity.abiko.lg.jpあてに受信したメールをcity.abiko.chiba.jpに変換し内
部のメールサーバへ転送すること。

必須

156 LGWAN関連 ゲート用サーバ プロキシサーバの機能を有し、BASIC認証が必要なサイトへの接続に対応する 必須
157 LGWAN関連 ゲート用サーバ LGWAN上で名前解決するための必要なDNSの設定を行うこと。 必須
158 LGWAN関連 ゲート用サーバ 庁内の基本のNTPサーバとすること。 必須

159 データ移行 仮想基盤
業務システム用仮想基盤は、Oracle用を除く現行の仮想基盤の全ての仮想
サーバを移行すること。

必須

160 データ移行 仮想基盤
移行に伴い発生する、仮想サーバのOSのアクチベーション及びIPアドレスの復
元等必要な作業を実施すること。

必須

161 データ移行 仮想基盤
移行に伴うダウンタイムは最小限とし、業務への影響が少ない方法で実施する
こと。

必須

162 保守業務 ハードウェア保守 翌営業日対応のオンサイト保守であること。 必須

163 保守業務 ハードウェア保守
冗長化されていないネットワーク機器等のうち、障害による業務への影響の大
きい機器については、365日24時間対応とすること。

必須

164 保守業務 ハードウェア保守
ノート型は、キートップの外れ及び破損についても保守による修理が可能である
こと。

必須

165 保守業務 ハードウェア保守 原因の特定が困難な障害については、本体の交換などの対応をすること。 必須

166 保守業務 ハードウェア保守
過失による破損の場合でも保守(保険)による修理対応が可能であること。(リー
スバック方式によるリース会社の動産保険での対応でも可とする。)

任意

167 保守業務 ハードウェア保守
仮想基盤及びネットワーク機器のうち冗長化していない機器は、365日24時間対
応とすること。

任意

168 保守業務
ソフトウェア・
システム保守

導入する各種システムのプログラムプロダクト保守を行うこと。
必須

169 保守業務
ソフトウェア・
システム保守

必要に応じ、バージョンアップ適用作業を行うこと。(職員で実施できる軽微な作
業を除く)

必須

170 保守業務 定期メンテナンス
年数回程度、仮想基盤のエラーログ、イベント、潜在的な障害のチェック、リソー
ス使用状況の確認を行うこと。

必須
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別途提出が必

要な資料

171 保守業務 運用サポート
年数回程度、定例会を開催し、定期メンテナンスの結果報告、障害報告、課題
管理、その他運用についての協議を行うこと。

必須

172 保守業務 運用サポート
情報政策課の職員によるシステム運用時に電話及びメール等による問い合わ
せに対応すること。(メーカーへの技術的な問い合わせ、エスカレーション等を含

必須

173 保守業務 運用サポート
必要に応じ必要な回数、FutureUpdateに対応するためのマスター作成やＶＤＩの
更新作業などを実施すること。（年1回程度を想定)

必須

174 保守業務 運用サポート
情報政策課の職員では実施できない設定変更作業などで作業規模の小さいも
のは契約の範囲内で受託者が実施すること。
（本市の都合による作業で規模の大きい作業は別途契約）

任意
別途契約とな
る作業の内容

175 保守業務 情報管理・共有
情報政策課の職員が実施した設定変更などについて共有する仕組みを設ける
こと。

必須

176 保守業務 情報管理・共有
各種設定情報は、情報政策課の職員が変更した内容を含め、常に最新情報を
管理できるようにすること。

必須

177 保守業務 その他・障害対応 職員が実施した一次切り分けよる障害対応を実施すること。 必須

178 保守業務 その他・障害対応
一次切り分け及び原因の特定が困難な障害の場合は、詳細な調査の実施、予
防交換などの措置を講じること。

必須
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別紙４ 端末接続環境イメージ(全体図)

基幹系

330台

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ

850台

業務用FAT

75台

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄFAT

15台

個人用

1,050台

Internet

閲覧数

1,100台

物理環境 仮想環境 【線・文字の色】

基幹系(番号利用系)

情報系(LGWAN系)

インターネット系

VDI

1,520台

SBC

1,100台

【特定のサイトのみ直接閲覧】

市ホームページ・CMS・議会中継

基幹系

FAT

25台

FAT

115台

業務用

140台
画面転送



別紙５ 端末接続環境イメージ(パターン別)

パターン１

シンクライアント

個人用仮想

デスクトップ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

【使用するシステム】

なし

殆どの職員がこの利用形態

特別なアプリケーションを利用しない。

人事異動の際、個人用デスクトップは変わらない。



パターン２

シンクライアント

個人用仮想

デスクトップ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

【使用するシステム】

なし

情報系仮想

デスクトップ

【使用するシステム】

原課で導入の業務システム

人事異動の際、個人用デスクトップは変わらない。

シンクライアントで動く業務システムは仮想化す

る。（人事給与、栄養管理、児童相談など）



パターン３

業務用ＦＡＴ

個人用仮想

デスクトップ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

【使用するシステム】

ＣＡＤ

グループウェア

デジタウン

原課で導入の業務システム

仮想では動かないソフトウェア等を物理ＰＣに

セットアップし、個人用デスクトップは仮想ＰＣ

に接続して使用する。

人事異動の際、個人用デスクトップは変わらない。



パターン４

シンクライアント

個人用仮想

デスクトップ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

【使用するシステム】

なし

基幹系

デスクトップ

【使用するシステム】

基幹システム

番号利用事務のシステム

人事異動の際、個人用デスクトップは変わらない。

シンクライアントで動く番号利用系システムは仮

想化する。（基幹、福祉、保育、健康管理など）

※原課で導入するシステムが物理ＰＣでしか動か

ない場合は、原課で専用ＰＣを調達し、パターン

１と併設する。



パターン５

シンクライアント

個人用仮想

デスクトップ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

【使用するシステム】

なし

情報系仮想

デスクトップ

【使用するシステム】

原課で導入の業務システム

基幹系

デスクトップ

【使用するシステム】

基幹システム

番号利用事務のシステム

パターン２・４の両方に該当のケース

（子ども支援課[学童]、子ども相談課、選挙など）



パターン６

原課購入のＦＡＴ

Internet

ブラウザ

画面転送

【使用するシステム】

消防OAシステム

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム

原課で物理ＰＣと共にシステムを導入し、庁内

LANに接続する。

個人用デスクトップが必要な場合は仮想ＰＣに接

続して使用する。

人事異動の際、個人用デスクトップは変わらない。

個人用仮想

デスクトップ

【使用するシステム】

財務会計

行政評価

グループウェア

LGWAN-ASP

その他webの業務システム



パターン7

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄFAT

Internet

【使用するシステム】

なし インターネット用物理ＰＣ

できるだけ各課、フロア単位で共用する。


