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１．目的 

 本システムの構築業務は、マイナポータルのぴったりサービスを利用したオンライン申請の申請

データを電子的に管理し、基幹システムに連携する申請管理システム等の構築及び関連機器等の調

達を行うものである。 

 

２．方針 

  ①佐賀市が本システムを利用し業務を遂行するうえで、自治体業務が滞りなく運営できるシステム

であること。 

②容易に操作及び運用ができ、ビジュアル的に見やすく簡素なものであること。 

③システムの速度性能は、日常業務運用において、操作者にストレスを与えず、かつ業務の効率的

な進行に支障がないものであること。 

④子育て関係 15 手続、介護関係 11 手続、ワンストップ化に伴う転出・転入手続に対応すること。 

⑤子育て関係 15 手続及び介護関係 11 手続は、基幹システムに申請データを取り込む機能を持たせ

ない。申請管理システムから印刷する帳票又はデータ閲覧により、職員が申請内容を転記する運

用を行う。 

⑥ワンストップ化に伴う転出・転入手続は、基幹システムに申請データを取り込む機能を持たせる

ため、申請データ出力が可能であること。 

⑦申請管理システムが取り扱う手続が増える場合は対応できること。 

⑧将来的に標準準拠システムとのデータ連携が可能であること。 

 

３．業務要件 

3-1 業務の概要 

3-1-1 システム導入対象 

佐賀市 

  3-1-2 履行期間 

   構築期間：契約締結日から令和４年１２月２８日まで 

   検証期間：令和５年１月１日から令和５年１月３１日まで 

運用期間：令和５年２月１日から令和１０年１月３１日まで 

  3-1-3 概要 

ノンカスタマイズでのパッケージソフト利用を前提とし、カスタマイズが必要となる場合でも、

カスタマイズは最小限に抑えたものを、オンプレミス方式（佐賀市役所本庁舎７階基幹系サーバ

室に構築）により導入すること。 

3-1-4 調達範囲 

  本調達の範囲は、申請管理システム等の構築業務とし、稼働するために必要なハードウェア及

びソフトウェアの調達、搬入、設置、設定等を含む。 

LGWAN ファイアウォール（FW）の設定作業、申請データ取り込みに係る基幹システムの改修、

本稼働以降 5年間の機器保守、運用保守、パッケージ利用料については調達範囲外とする。 

① 構築業務及び付帯作業 
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・申請管理システムの構築 

・境界ファイアウォール（FW）の構築 

・連携サーバ（プロキシサーバ）の構築 

・バックアップシステムの構築 

・死活監視機能の構築 

・設計、開発等のテスト及び導入作業を含むすべての工程管理及び関連ドキュメント整備 

・構築業務に関する進捗状況報告及び定例報告会 

・システムの利用に関する職員及び管理者を対象とした導入時研修 

② 機器導入業務 

・詳細図 

 

※引用元 

「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書（令和

3年 9月 30 日）」 

 

・申請管理システム等構築に係る機器（詳細図枠内）の導入。機器接続に必要なケーブル類を含

めて全て調達すること。ただし、LGWAN-FW から境界 FW 及び申請管理システムから基幹系スイ

ッチのネットワークケーブル（UTP ケーブル）については、本市が準備し接続を行う。 

・ケーブル類の色を紫とすること。 

・連携サーバ、境界 FW、申請管理システムサーバは同じラック内に設置すること。 

 

４．システム構築要件 

  4-1 基本要件 

   ① 原則として、総務省が定める「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等

の構築に関する標準仕様書（令和 3 年 9 月 30 日）」（以下、「標準仕様書」という。）の記載

に従うこと。 

   ② ブラウザベースのウェブシステムであること。Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla 

Firefox のいずれかのブラウザを使用すること。 

③ システムの形態はオンプレミスとし、佐賀市役所本庁舎７階基幹系サーバ室に設置すること。
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サーバ等機器はラックマウント型とし、佐賀市の指定するラック内に設置すること。 

  ※佐賀市ラック：河村電器 HDSV42-1020WS 

④ 現行の基幹系端末（Windows 10 Enterprise LTSC バージョン 1809 及び Windows 10 Pro バ

ージョン 2004 以降）での動作を保証すること。 

⑤ 既存機器の利用に支障が出ないように考慮したネットワークを構成し、庁内ネットワークに

接続する機器（既設の機器を含む）についての設定調整を行う必要がある場合は、既存ネッ

トワークの構築・保守業者と十分協議すること。 

⑥ 受託者は、開発作業に必要な設備（サーバ、端末 PC、ネットワーク機器、開発用ソフトウェ

ア等）について、受託者の責任の下で準備すること。 

⑦ サーバ等構築・運用にコンソール等が必要な場合は、佐賀市が準備するKVMを利用すること。 

  ・KVM：HPE LCD8500 アダプタ：AF628A 

・KVM：ALTUSCN KL1508A アダプタ：KA7970 

  ※各 KVM の空きポート数３ 

⑧ 別途管理端末が必要な場合は、受託者が準備し、提案額に計上すること。また、基幹系ネッ

トワークに接続する場合は、以下のソフトウェアを導入すること。 

  ・端末管理（Info Trace PLUS V3.2.30 Agent） 

  ・ウイルス対策（Trend Micro Apex One 2019 ビルド 9120 セキュリティエージェント） 

  ・二要素認証（EVE-FA Client 5.12.0） 

⑨ 連携サーバのデータ連携はプロキシ方式とすること。 

⑩ 連携サーバと境界 FW を同一機器で構築する場合は、個別に設置した場合と同等のセキュリ

ティレベルが担保できること。 

  ※総務省の見解を以下に記載する。 

総務省が示している「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」において、連携サーバと境界 FW を別々にすべきか、兼ねても良いのかまでは明記

していないため、市で策定しているセキュリティポリシーに抵触せず、また、個別に設置

した場合と同等のセキュリティレベルが担保されるのであれば市の判断に委ねられる。 

4-2 機能要件 

4-2-1 機能要件 

   機能要件については、別紙「機能要件対応状況表」のとおりとする。 

4-3 非機能要件 

  4-3-1 利用時間 

   ① 平日、土日祝祭日を問わず常時稼働すること。ただし、保守運用のための閉庁日の計画停止

については許容する。 

   ② 運用保守については、平日 8:30～17:00 のオンサイト保守を想定する。  

4-3-2 信頼性 

① 重要な機器は UPS の設置を行うこと。 

入出力電源電圧は 100V とし、停電時にサーバが概ね 20 分から 40 分稼動できる容量を備え

ること。 
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  ② 日次でデータのバックアップを行い、復元が可能であること。 

  ③ バックアップの方法は、システムへの負荷を考慮し、最適となるように決定すること。その

際、バックアップ処理によりシステムの性能要件を損なうことのないようにすること。 

  ④ バックアップデータは業務上の必要性を加味した上で、障害が発生した場合にデータの復旧

に利用できること。 

  ⑤ ハードウェアの異常・エラーを監視する機能を持つこと。 

⑥ ネットワーク経由で監視内容を確認できること。 

  ⑦ ハードウェアに異常があった際に通知する機能を持つこと。通知方法は佐賀市と協議し、設

定すること。 

 4-4-3 拡張性 

  ① サーバ等のシステム構成については、必要十分なパフォーマンスが発揮でき、利用者数の増

加や申請データの増大等に対応できるよう将来的な拡張性を持った構成とすること。 

② 申請管理システムで取り扱う手続の追加ができるよう拡張性を持つこと。 

③ 他システムと連携する必要がある場合、佐賀市が指定する委託業者に必要な情報を開示する

こと。 

4-4-4 効率性 

① 事務処理の実施にあたり、業務を効率的に行えるように配慮した画面構成、画面遷移、入出

力操作方法であること。 

② インターフェイスは全システムにおいて、一貫性のある画面構成、画面遷移、入出力操作方

法であること。 

③ 二重入力の防止等、職員の業務効率性を高め、負荷軽減に資する効率的な検索機能、データ

入力／出力（抽出）機能を有すること。 

 4-4-5 セキュリティ 

  ① 本システムの構築に際しては、佐賀市が定める情報セキュリティポリシー及び個人情報取扱

特記事項などの関連規定をはじめとする法令、規則を遵守し、万全の対策を講じること。 

  ② 庁内外からの不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用

等を防止するための対策を講じること。 

  ③ 管理者やユーザのアクセス制御などソフトウェア面でのセキュリティ対策を講じること。 

  ④ システムログ及びアプリケーションログを取得し、取得したログの漏えい、改ざん、消去、

破壊等を防止できる機能を有すること。また、取得したログの分析・出力等の機能を有する

こと。 

  ⑤ Windows サーバの場合は、佐賀市の準備するウイルス対策ソフトを設定すること。 

4-4-6 テスト 

① テスト方法 

（ア）受託者は、各種テスト計画書等に基づいて、主体的に実施すること。  

（イ）外部システムとの連携確認を含む総合テストの実施は、実際の業務環境と同じ状態でテ

ストを実施すること。 

（ウ）総合テスト実施時は、事前に各関係者の役割分担をテスト計画書にて明確化すること。  
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（エ）運用テストにおいては、佐賀市と作業体制、履行場所等について協議のうえ、本番と同

様の環境で実施するものを支援すること。 

（オ）総合テストにおいて発生した障害は、必要に応じて佐賀市へ報告を行った後、復旧作業

及び原因の解明、対策を行うこと。また、性能面での問題が発生した場合には、チュー

ニング等を施すこと。 

② テストデータ 

（ア）各テストで使用するテストデータは、受託者が準備すること。 

（イ）総合テスト以降のテスト工程において、実データが必要な場合には、別途佐賀市と協議

すること。ただし、受託者の開発環境において実データによるテスト実施は認めない。 

５．研修 
利用者向けの研修とシステム管理者向けの研修を実施すること。  

以下に記述する点を考慮し、研修の内容、研修時間・受講人数、スケジュールを提示すること。

また、提案者が必要と考える項目が他にある場合には、それも併せて提案すること。 

5-1 研修の実施 

 ① 本件委託業者は、システム構築に着手してから運用を開始するまでの間に、システム管理及

び利用に必要な研修を実施すること。 

 ② 研修を実施するために必要となる講師の派遣、対象職員数に応じたサポート要員の準備等、

研修に必要となる一連の要素は受託者の負担にて準備すること 

5-2 研修内容 

対象 日数 内    容 

システム管理者 

（5 名程度） 

１日（１回） ・管理者用保守・運用マニュアルによる全般的な研修 

・システム障害発生時の対処方法の研修 

システム利用者 

（50 名程度） 

１日（２回） 

（午前・午後） 
・全般的な利用方法の研修 

5-3 研修計画書 

本件委託業者は、研修計画書を作成し事前に提出すること。研修計画書には、運営組織、研修

の目的、内容、研修対象、方法、日程、講師などを明記すること。 

5-4 研修方法 

① マニュアルだけではなく、本システムを使用した研修を行うこと。 

② システム管理者には、システムの構成及び障害対処方法等について、研修を行うこと。 

③ システム利用者には、システムの操作説明をすること。 

④ 研修時に発生した質問については FAQ として管理すること。 

 5-5 研修後のフォロー 

① 前述の集合研修終了後からシステムリリースまでに、利用者より挙がる質疑等に関して回答

を行うこと。 

② 質疑の依頼・回答の配布については、佐賀市と受託者協議のうえで運用ルールを策定するこ

と。 
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６．その他 
6-1 成果物 

   工程ごとの成果物は、原則として次工程着手前に作成し、承認を得るものとする。また、納入後

１年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるよう

に、受託者の責任において納入成果物の複製物を保管すること。 

項番 工程 作成ドキュメント 内容 

1 プロジェクト計画  プロジェクト計画書  構築プロジェクトを運営するための計画書  

2 基本設計  基本設計書  基本設計内容をまとめたもの  

3 詳細設計  詳細設計書   基本設計書を基に詳細設計内容をまとめたもの  

4 テスト計画  各テスト計画書  各テストの目的やスケジュール、シナリオ等を定めたもの  

5 プロジェクト管理  議事録 

連絡票 

進捗管理表 

品質管理表 

課題管理表 

障害管理表 

変更要求管理表 

リスク管理表  

構築プロジェクトを運営するための各種書類  

 

6-2 追加提案   

提案する申請管理システムが標準で装備している機能のうち、機能要件一覧に記載している機能

に限らず、佐賀市の業務の遂行に有益な機能がある場合はその活用方法を提案すること。 

  ① 業務の効率化、業務時間の短縮化、ペーパレス化等、コスト削減や業務軽減につながる機能。 

② 有効なセキュリティ対策。 

③ その他有益な機能。 


