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1  背景及び概要                                                                 

「平成３１年度（令和元年度）うるま市文書管理システム更改業務仕様書」（以下「本仕

様書」という。）は、平成２４年度からうるま市（以下「市」という。）が、文書管理事務

の遂行に当たり利用している文書管理システム（以下「現行システム」という。）が、稼働

から６年以上が経過し、システムサービスの保守及び操作サポートが終了となる見込みの

ため、システム更改にあたり実現すべき具体的な機能及び前提条件等を定義するものであ

る。 

 なお、平成３１年度（令和元年度）うるま市文書管理システム更改業務（以下「本業務」

という。）の委託契約に係る仕様書は、優先交渉事業者（以下「事業者」という。）選定後、

事業者からの提案内容を踏まえ、市と事業者の協議により別途定めるので留意すること。 

 

1-1 業務名  

平成３１年度（令和元年度）うるま市文書管理システム更改業務 

 

1-2 主な業務内容 

（１）文書管理システム構築・導入 

（２）導入支援 

（３）保守業務 

 

1-3 業務スケジュール（予定） 

本業務スケジュールは次のとおりとする。 

なお、本業務スケジュールは予定であり、最終的には市と協議の上確定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 文書管理システム構築・導入                                                                    

2-1 システム導入方式 

 提案するシステムは、自庁導入方式（オンプレミス）又はクラウド方式により導入す

る。なお、自庁導入方式（オンプレミス）の場合は、市が調達した仮想サーバ基盤上に

構築するか、又は事業者がサーバを調達して構築するかのいずれかとする。 

また、クラウド方式の場合は、LGWAN-ASPによる提供のみとし、インターネットを利用

したクラウド方式は採用しないものとする。 

時 期 内 容 

令和元年 11月 30日迄 構築（設計、開発、研修、仮稼働等） 

令和元年 12月 1日 稼働開始 

令和元年 12月 1日～ 保守業務 

令和 2年 3月 31日 業務終了 

令和 2年 4月 1日 令和２年度保守業務契約等（予定） 

※保守業務は、単年度契約で最低５年間は更新を予定している。 
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2-2 クライアントＰＣ等に係る前提条件 

  市のクライアント端末の環境は次のとおりであり、システム構築時に対応すること。 

項目 概要 

端 末 台 数 
FAT端末 750台  

RDSサーバ（SBC方式）9台 接続シンクラ端末 500台 

ＯＳ 

Windows７ Pro SP1  

Windows10 Pro 

Windows8.1 Pro  

Windows Server 2012 R2 (RDS) 

ブラウザ Internet Explorer11 

認 証 ActiveDirectry(AD) グループポリシーにより制御 

Windowsユーザ数 約 1,300人（職員、臨時職員、嘱託等） 

利用部署（課） 約 70課 

ウイルス対策ソフト Symantec EndPoint Protection、バージョン：12.1 

オフィスソフト Microsoft office 2010,2013,2016,2019 

同時アクセス可能数 約 300台 

マイクロソフトライセンス 約 1400(Windows Server user cal 2012)   

 

2-3 仮想サーバ基盤に係る前提条件 

     市が調達した仮想サーバ基盤上（VMWare ESX6.3）に構築する場合のサーバのスペッ

クは次の表のとおりであり、仕様の範囲内であればシステムの構成に応じて複数台（概

ね２台程度）に分けて構築できるものとする。ただし、システム稼働に必要な OS、ミド

ルウェア等は事業者で用意すること（市でライセンスを保有しているもので利用できる

ものは除く。）。 特にミドルウェア等のライセンスについて、物理プロセッサ数による

場合には、必要なライセンス数について注意すること。 

項目 仕様 

ＯＳ OS提供元の保守サポートが可能であるもの。 

ＣＰＵ（仮想割当て分） Xeon E5-2690v2 プロセッサ 3GHz/8コア 

※コア数は仮想上の割当ての上限であり、物理コア数では

ない。 

メモリ（仮想割当て分） 約 8GBから 14GB  

ＨＤＤ（仮想割当て分） 約 300GB  

※上記表のＨＤＤの仕様は、約２年間の割当て分であり、今後拡張予定である。 

 

2-4 事業者がサーバを調達して構築する場合に係る前提条件 

   自庁設置方式（オンプレミス）で、事業者がサーバを調達する場合に係る要件は次の
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とおりとする。 

（１） サーバ等機器は、システムが問題なく稼働する性能を有するものを過不足なく用

意し、また５年間の運用を想定した容量を確保すること。 

（２） サーバ等機器は、事業者の責任において品質管理のできる製造業者のもので、信

頼性の高いものを使用すること。 

（３） サーバ等機器は、うるま市役所情報課内の既存ラック（EIA 規格１９インチラック）

を使用するため、４ユニット以内とすること。また、電源は事業者の負担で分電盤か

らラックまでの配線工事を行うこと。 

     

2-5 システムの稼働に係る要件 

（１） 「2-2 クライアントＰＣ等に係る前提条件」での動作を保証すること。 

（２）  システムは、24時間 365日稼働（障害時、メンテナンスを除く。）とすること。 

（３） システムに必要なライセンスは、全て事業者が用意すること。 

（４） クライアントＰＣにブラウザの設定等が必要な場合は、事業者が行うこと。 

    なお、設定方法等については市と協議の上、決定すること。 

（５） 検証環境を用意し、本番環境の構成を基に、機能面を中心としたテスト等の検証

を実施することが可能なこと。 

 

2-6 システムの機能要件 

   システムの機能要件に関しては「システム機能確認表（様式５号）」を参照とし、「必

須」の項目については必ず対応すること。なお、「必須」の項目における対応方法が異

なる場合やカスタマイズ等により対応が可能となる場合は、その旨を「備考」欄に記載

することとし、その内容も本業務の費用に含むものとする。ただし、市と事業者との協

議により、機能要件を変更することが適切であると市が判断した場合は、仕様等の変更

を行うものとする。 

 

2-7 セキュリティ対策 

（１） システムの構築にあたっては、システムの脆弱性への対応、不正ウイルスへの対

処等の十分なセキュリティ対策を、市と協議の上、講じること。 

（２） システム認証後の操作履歴（アクセスログ、操作ログ等）について、確認が可能

であること。 

 

2-8 データ移行 

    現行システムから提案するシステムへのデータ移行は行わないが、今後、システム更

新時に他社システムに変更になった場合でも、汎用的な形式でデータを出力し、円滑に

データ移行ができること。 
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  ３ 導入支援                                 

3-1 文書分類表の見直しの実施 

    システムの導入に当たっては、うるま市文書取扱規程に基づく文書分類表の見直しを

含めた検討が必要となることから、他の自治体での導入事例等により、市に適応した文

書分類表見直し（現行の文書管理表から新たな文書分類表への移行方法を含む。）を実

施すること。 

 

3-2 導入実績を踏まえた効率的な運用管理に係る提案 

    文書引継ぎ、文書保存書庫への移動、文書廃棄処理等、文書のライフサイクルに係る

運用管理について、効率化が見込まれる方法等を提案すること。 

 

3-3 職員研修 

（１） システムの円滑な導入を図るため、職員に対して研修（３０人×１.５時間×４回

×３日間程度）を実施すること。 

（２） 研修資料は、事業者で人数分用意すること。ただし、研修用の端末については市

で用意するものとする。 

 

４ 保守業務                                

保守業務の内容は、次のとおりとする。 

4-1 基本 

 令和元年１２月１日（システム稼働後）から令和２年３月３１日まで保守を行うこ

と。また、翌年度以降も最低５年間は単年度契約において保守業務が可能なこと。 

 

4-2 システムの正常稼働を保証 

システムの正常稼働を保証するとともに、必要な対応を行うこと。 

なお、「2-2 クライアントＰＣ等に係る前提条件」に変更等がある場合は、市と協議

の上、対応策を検討すること。 

 

4-3 ソフトウェアのバージョンアップの実施 

     ソフトウェアのバージョンアップがある場合は、市と協議の上、対応すること。 

 

4-4 登録データのバックアップ 

提案するシステムに登録したデータのバックアップ及びリストアについて、対策を

講じること。 
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4-5 サポート対応 

（１） 問合せ対応 

使用方法等を含むシステム全般の問合せに対応すること。 

（２） 障害時対応 

障害が発生した場合は、速やかに障害の原因を切り分け、システム復旧、原因

調査、再発防止策及び調査報告を行い、事業者の責に帰する事由の場合は、事業

者が責任をもって回復措置をとること。 

 

５ プロジェクト管理                                

5-1 業務実施体制 

（１） 業務内容を円滑に推進し、確実な稼働につながる体制を整備すること。 

（２） 本業務で想定されるリスクを管理し、トラブルが発生した場合でもスケジュール

及び費用に影響を与えないよう体制を整備すること。 

 

5-2 業務進捗管理 

（１） 本業務内容を円滑に進めるため、進捗管理を適切に行うこと。 

（２） 進捗状況の報告等を行うための打合せを、必要に応じ実施すること。 

 

６ 納品物                                 

6-1 納品物 

予定する納品物は、文書管理システム及びこれに付随する一切の機器、資料等であり、

内容の詳細については、別途協議の上、決定するものとする。 

なお、市が現在予定する納品物は、次のとおりである。 

 

（１） ハードウェア（機器類）納品物がある場合は、当該ハードウェア納品物 

（２） ソフトウェア納品物 

No 納品物 内容 

１ 導入計画書 システム導入に係る作業計画、スケジュール等 

２ 研修資料一式 研修計画書、研修テキスト等 

３ 文書分類表案 新たな文書分類表（見直し案） 

４ 動作検証報告書 テストの仕様書及びテスト結果報告書等 

５ 運用・保守マニュアル 運用保守の手順書、各種取扱説明書等 

６ 操作マニュアル システム操作マニュアル 

７ 議事録 会議及び打合わせに関する議事録及び資料 

８ ライセンス一式 システム運用に必要なライセンス証書等 
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6-2 部数、納入方法 

ソフトウェア納品物は、印刷物１部及びＣＤ等による電子データ１部を納品すること。 

また、電子データはＰＤＦデータとするが、システム操作マニュアルなど、今後更新

作業が想定されるものについては、Microsoft Word等で作成した加工可能なデータ形式

とすること。 

 

6-3 納品場所  

うるま市役所（西棟３階）総務部 総務課 

 

6-4 納品時期  

市が指定する期日までに納品すること。 

 

７ 特記事項                                  

（１） 本仕様書に疑義が生じた場合は、市に質問し、その指示を受けること。 

なお、契約後に仕様書の解釈に疑義を生じた場合は、その都度市と協議し、円滑

に解決を図ること。 

（２） システム構築・導入に当たり、既存ネットワーク等の設定変更等の作業が発生す

る場合は、市と協議の上、変更作業を実施すること。 

（３） 事業者は、設置等の作業に携わる者の名簿を事前に提出すること。また、作業者

は身分証明証を身に付けて作業を行うこと。 

（４） 本業務の実施にあたり個人情報及び機密情報の管理を適正に行うこと。 

 


