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１ 概要 

1－1 件名 

平戸市教育機関用統合基盤構築事業 

 

1－2 目的 

現在稼働している教育機関専用のサーバ及びストレージ等の機器が購入から５年が

経過し、安定した運用・管理を行うことが難しくなり、また、機器の保守サービスも終

了することから新たに機器等を調達するもの。 

加えて、運用・管理の簡素化を図るために、行政用仮想化統合基盤で構築をしている

教育機関用システムを、新しく構築する教育機関用仮想化統合基盤へ統合するためにネ

ットワーク等の構成変更を行うもの。 

 

1－3 調達範囲 

本事業で想定している調達範囲は下表のとおりとする。 

業  務 開 始 日 備  考 

設計業務 契約締結日  

ハードウェア、ソフ

トウェア調達業務 
契約締結日  

仮想化統合基盤構

築業務 
契約締結日  

ネットワーク環境

構築業務 
契約締結日 

構築範囲について

は優先交渉権者の

み資料開示 

運用保守業務 契約締結日  

仮想化統合基盤操

作研修業務 
契約締結日  

 

1－4 履行場所 

長崎県平戸市岩の上町 1508 番地３ 平戸市役所 ４階サーバ室 

 

1－5 契約期間 

〔1〕教育機関用仮想化統合基盤構築期間 

契約締結日から令和２年 10 月 31 日まで 

〔2〕教育機関用仮想化統合基盤賃貸借及び運用・保守期間 

   令和２年 11 月１日から令和７年 10 月 31 日まで 
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1－6 事業スケジュール 

本事業については、契約締結日から令和２年 10 月末までを構築期間とし、サービス

本稼働開始は令和２年 11 月１日からとする。しかし、その他スケジュールは現在想定

されているものであり、事業者の提案等により平戸市教育委員会に最適なスケジュール

にて実施するものとする。 

 

２ 基本的事項 

本事業における基本的な考え方を以下に示す。 

 

2－1 基本方針 

教育機関用仮想化統合基盤の利用者である職員に極力負担を与えることなく、利用

職員、運用職員の本作業に費やす作業量を最低限に削減できるシステム構成および運

用方式を構築することを基本方針とする。 

具体的には、職員が利用しているクライアントＰＣ並びに既に導入されているクラ

イアントソフトには原則変更は加えない。また、現在職員が利用しているグループウ

ェア等の業務アプリケーションソフトによるサービスについては、従来通りの機能を

継続して利用できるものとする。 

教育機関用仮想化統合基盤の運用業務は、引き続き職員が行なうが、教育機関用仮想

化統合基盤の新規導入に伴って運用業務内容に変更が出るものと考えられる。運用業務

の簡易化並びに運用コストの低減を実現できる、総合（調達するシステム全般を一元的

に管理する）運用設計書を合わせて調達することとする。 

 

2－2 基本要件 

運用管理性、設置スペース、消費電力等を考慮し、サーバ・ストレージが一体となっ

たハイパーコンバージド・インフラ（HCI）とし、仮想端末の管理上必要となるサーバ

についても、この基盤上で仮想サーバとして稼働させること。 

 

３ 長崎県統合型校務支援システムへの接続 

令和３年４月稼働を必須要件とし、上記システム環境を構築すること。その際発生す

るハードウェアとソフトウェアの調達及び設定、クライアントへのソフトインストール、

クラウド先へ接続を行うためのネットワーク環境構築については本市と協議しながら

進めていくこと。 
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４ 教育機関用仮想化統合基盤構築に関する要件 

4－1 共通要件 

教育機関用仮想化統合基盤が有すべき機能、性能および技術的な要件、構築に係る業

務要件を以下に示す。これらの要件を満たす提案を行うこと。 

 

〔1〕教育機関用仮想化統合基盤は、受注者が責任を持って構築・保守を行うこと。 

〔2〕教育機関用仮想化統合基盤の構築に用いるソフトウェアやハードウェアに起因す

る問題は、受注者が対処すること。 

〔3〕システム構築においては、効率的な運用環境と将来的な拡張性を備えること。 

〔4〕ソフトウェアのバージョンは、要件にて指定なき場合は提案時点での最新バージ

ョンを採用すること。 

〔5〕機器障害時にも無停止で運用できるよう、必要と思われる箇所については、機器

の冗長化また電源の二重化、仮想化技術を用いること。 

〔6〕機器障害時にも無停止で運用できるよう、必要と思われる箇所については、経路

の冗長化等の技術を用いること。 

〔7〕機器の故障、設定の消失等が発生した場合の機器の復旧は、基本的に該当機器の

再構築にて実施する。迅速な復旧のため、機器の障害復旧手順書を備え、8-7 項

8 納品物一覧の「障害対応手順書」に含めること。 

〔8〕既存サーバおよびクライアント環境を十分に調査し、本市の承諾を得た構成で構

築すること。 

〔9〕システム構築時には校務及び授業への支障を最小限に抑えるよう本市とスケジュ

ール調整を行い、業務を随行すること。また、必要に応じて関係機関・業者との

調整を行うこと。 

〔10〕サーバおよびネットワーク機器の導入にあたり、必要となる OA タップおよび LAN

ケーブル等すべて本調達に含めること。また、これらの敷設費用も本調達に含め

ること。 

〔11〕令和３年４月から長崎県統合型校務支援システムを稼働する予定としているため、

稼働予定日を過ぎることがないように十分な設計を行うこと。 

〔12〕教育機関用仮想化統合基盤の保守・運用業務にて本市の管理者が用いる各種管理

機能は、日本語表記すること。 

 

4－2 統合サーバ 

統合サーバについては、下記の要件を満たすこと。構築に際しては、「【別紙 1】既存

サーバ一覧」「【別紙 2】新規構築サーバ一覧」を基に適切なサイジングを行い、各種シ

ステム及び共通サービスの稼働環境となる統合サーバを構築すること。 



- 5 - 

 

4－2－1 統合サーバ基本要件 

〔1〕教育機関で利用している各システムおよび共通サービスの稼働環境として用いる

統合サーバを構築すること。 

〔2〕統合サーバ上への各システム構築については、必要なリソースを有するサーバ環

境を提供すること。既存サーバのリソースについては「【別紙 1】既存サーバ一覧」

で確認すること。 

〔3〕ハードウェアまたはソフトウェアの部分障害により、データの冗長性が失われた

際に、自動的にデータを正常な領域に複製することで冗長性を回復する機能を有

すること。 

〔4〕今後の拡張の要件により運用中のクラスタへホストを追加する場合に、異なる型

番のホストや異なるスペックのホスト、後継機種のハードウェアでも同じクラス

タへ追加可能なこと。 

〔5〕ストレージ領域の各種設定変更について、仮想基盤を停止せず GUI 操作で柔軟に

変更できる機能を実装していること。 

〔6〕ネットワークインターフェースについては、10Gbps以上の冗長化構成とすること。 

〔7〕ウイルス対策ソフトは「ESET NOD32 Antivirus」を指定する。 

〔8〕資産管理ソフトは Hammock 社の「Asset View」を指定する。 

 

4－2－2 装置要件 

〔1〕今回導入する機器の負荷容量を算出し、システム機器全体の 200V 電源を保持する

に十分な容量を持った UPS を選定すること。遮断回復方式等は提案すること。 

 

4－2－3 仮想化ソフトウェア要件 

〔1〕CPU、メモリ、ディスク等のリソースを、物理的な構成にとらわれずに、論理的に

統合・分割できる仮想化ソフトウェアを導入すること。 

〔2〕統合サーバで利用するハイパーバイザーは、特定の物理サーバへの負荷の集中に

よる、仮想マシンの稼働影響を最小限に抑えるために、サーバの負荷状況に応じ

て、仮想マシンを自動的に他のホストへオンラインで移動させるなどを行い、サ

ーバ間の負荷を平準化する機能を有するものを利用すること。 

〔3〕仮想マシンの OS として、下記製品の利用をサポートすること。 

・Microsoft Windows Server DC Core 2019 Japanese Academic OLP 

〔4〕単一の管理画面から管理、運用ができることとし、ファームウェア更新作業を、

仮想基盤を停止せず GUI 操作で容易に実施できること。 

〔5〕異なるハイパーバイザーの場合にも、同一管理画面の運用ツールで管理できるこ

と。 
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4－2－4 仮想マシンソフトウェア要件 

〔1〕仮想サーバが稼働するオペレーティングシステムとして、Microsoft Windows 

Server DC Core 2019 Japanese Academic OLP のライセンスを提供すること。数

量については、本市がライセンス違反とならないよう機器構成から必要数を算出

すること。 

〔2〕Microsoft Windows Server CAL 2019 Japanese Academic OLP については、「【別

紙 3】学校別端末数及び職員数」を参考に必要数を算出すること。 

 

4－3 新教育機関用ネットワーク要件 

 下記要件を満たしたネットワークを構築すること。構築に際して必要となる現・新ネ

ットワーク体系図や構築範囲については、優先交渉権者へ開示することとする。 

 

4－3－1 基本要件 

〔1〕教員用ネットワークと児童・生徒用ネットワークは論理的に分離すること。 

〔2〕教員用ネットワークと児童・生徒用ネットワークのセグメント間は、相互 

に通信ができないように UTM 等で制御すること。 

〔3〕教育機関用仮想化統合基盤等の監視、管理運用を行うための管理セグメントを構

築すること。 

〔4〕管理セグメントは他のネットワークセグメントと論理的に分離し、管理用端末以

外からのアクセスは行えないこと。 

〔5〕物理ネットワーク構成を変えることなく論理構成を柔軟に変更可能とする機能を

有すること。 

〔6〕異なるネットワークセグメント間において予め許可した通信以外を遮断するファ

イアウォールを有すること。なお、ファイアウォールは、運用開始後に新教育機

関用ネットワークの構成変更希望に対し、設定変更や追加設置を柔軟に行えるこ

と。 

 

4－3－2 インターネット接続要件 

〔1〕児童・生徒用ネットワークはインターネット閲覧ができるように構築すること。

その際、プロバイダのフィルタリングサービスが利用可能な状態にすること。 

〔2〕学校長及び事務職員が利用する「長崎県学校事務ネットワークシステム」への接

続ができること。 

 

4－3－3 保守要件 

〔1〕教育機関用仮想化統合基盤や各システム等の保守について、庁外からのリモート

保守が利用できる環境を構築すること。その際、利用する回線は NTT 西日本が提
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供する VPN ワイドを利用すること。また、行政機関用ネットワークを介して接続

する場合は、本市と行政機関用ネットワーク保守業者と協議を行いながら構築す

ること。 

〔2〕接続端末のエンドポイントセキュリティ（OS パッチ、ウイルス対策ソフト等）の

適用状態を確認する機能を有すること。 

〔3〕教育機関用仮想化統合基盤の保守業務にて本保守回線を利用する場合は、下記の

条件を満たすこと。 

・リモート保守端末は、本業務専用とし、他の業務との共用は一切しないこと。  

・リモート保守端末から保守業務以外のインターネット利用は行わないこと。  

・リモート保守端末には、十分なセキュリティ対策を施し、これを維持すること。  

・リモート保守端末の保管先は、金庫等で保管すること。 

・利用実績について定期的に報告を行うこと。  

・リモート保守端末の設置時および本市が必要と判断した際に設置状況の査察を

受け入れること 

 

4-4 利用端末要件 

教育機関用仮想化統合基盤を導入するにあたって、長崎県統合型校務支援システム利

用系、児童・生徒用インターネット閲覧系の２セグメントで各端末が稼働することにな

る。各セグメントで利用する端末は、そのセグメント上にある端末同士のみ通信が可能

であり、原則、セグメント間の通信は行うことができないようにすること。例外で平戸

市財務会計システムを利用できる端末が各学校に１台配置されている。その端末につい

ては、LGWAN 接続系の端末となるが、現状通り利用できるようにすること。 

 

4-4-1 長崎県統合型校務支援システム利用系端末 基本要件 

〔1〕長崎県統合型校務支援システム利用系端末は、既存端末を継続して利用する。 

〔2〕長崎県統合型校務支援システム利用系端末は、長崎県統合型校務支援システム利

用系セグメントのドメインへ参加すること。現在参加しているドメインで継続し

て利用するものとする。 

 

4-4-2 児童・生徒用インターネット閲覧系端末 基本要件 

〔1〕児童・生徒用インターネット閲覧系端末は、既存端末を継続して利用する。 

〔2〕児童・生徒用インターネット閲覧系端末は、児童・生徒用インターネット閲覧系

セグメントのドメインへ参加すること。現在参加しているドメインで継続して利

用するものとする。 
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4-5 統合ファイルサーバ要件 

校務を執行するにあたり、必要な文書等や生徒情報等の保管及び各学校で共有を行え

るファイル共有環境を構築する。ファイル共有環境の構築については、「【別紙 4】ファ

イルサーバ容量（教員用）」「【別紙 5】ファイルサーバ容量（児童・生徒用）」を参考に

し、下記の要件を満たすこと。 

 

4-5-1 長崎県統合型校務支援システム利用系端末向けファイル共有要件 

〔1〕長崎県統合型校務支援システム利用系端末より職員個別での利用、各学校単位で

の共有、全学校共有を行える共有フォルダを提供すること。 

〔2〕共有フォルダは、職員・各学校間でのファイル共有と業務上重要なファイルの保

存を行うため信頼性の高いデータ保管環境上に構築すること。 

〔3〕 各学校単位の共有フォルダは、対象学校内でのファイル共有を目的に提供を行う。

この共有フォルダは、当該学校に所属する者のみが利用可能となるようアクセス

制御を行うこと 

〔4〕共有フォルダの利用申請に基づき共有フォルダの提供を行う。この共有フォルダ

は、各学校横断的なファイル共有を目的とし、申請時に指定された学校、または

職員のみが利用可能となるようアクセス制御を行うこと。 

〔5〕各学校共有を可能とする共有フォルダは、本市の全学校職員でのファイル共有を

目的に提供を行うこと。この共有フォルダは、本市の全学校職員が利用可能とな

るようアクセス制御を行うこと 

〔6〕既存共有フォルダの種類と上限容量については、「【別紙 4】ファイルサーバ容量

（教員用）」のとおり 

 

4-5-2 児童・生徒用インターネット閲覧系端末向けファイル共有要件 

〔1〕上記長崎県統合型校務支援システム利用系端末向けファイル共有要件と同様の要

件で運用を行う。 

〔2〕既存共有フォルダの種類と上限容量については、「【別紙 5】ファイルサーバ容量

（児童・生徒用）」のとおり 

 

4-5-3 ファイルサーバ要件 

〔1〕ファイル共有要件を実現するために長崎県統合型校務支援システム利用系セグメ

ント、児童・生徒用インターネット閲覧系セグメントのそれぞれにファイルサー

バを構築すること。 

〔2〕ファイルサーバは冗長構成とし、ファイルサーバの障害発生時でもサービス提供

を継続可能なこと。 

〔3〕ファイルサーバは、ドメインコントローラと連携し、フォルダおよびファイル単
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位にアクセス制御が可能なこと。 

〔4〕ファイルサーバは、クォータ管理機能を有し、フォルダ単位に容量制限が可能で

あること。また閾値を超えた場合は、利用者へ通知が可能なこと。 

〔5〕各端末利用開始時に共有フォルダをネットワークドライブとして自動的に割り当

てを行うこと。 

〔6〕ファイルサーバは、利用者がファイルを復元可能とするスナップショット機能を

有し、７世代以上の保存を可能とすること。 

〔7〕スナップショット取得のためにファイルサーバの使用領域の１０％以上を確保す

ること。 

 

4-6 統合バックアップシステム要件 

教育機関用仮想化統合基盤および基盤上で稼働する各システムに対し、システム障

害およびデータ損失時からの復旧を目的とした統合的なバックアップ環境を構築する

こと。バックアップ環境の構築については、下記の要件を満たすこと。 

 

4-6-1 バックアップ要件 

〔1〕統合サーバにおける仮想マシンのマスタイメージやスナップショット、各システ

ムが保持するデータについてバックアップを行うこと。 

〔2〕バックアップは、バックアップ対象データを保持する環境と別筐体の専用ストレ

ージに取得すること。これ以外の機器構成を提案する場合は、その安全性、効果

などを提案書に示すこと。 

〔3〕バックアップ対象およびバックアップ要件を踏まえ、必要な容量を備えるバック 

アップ用ストレージを構築すること。ストレージ容量積算については、その根拠

等も含め、提案書へ具体的に記載すること。 

〔4〕バックアップ機器は、機器障害発生時も業務継続ができる信頼性の高い機器構成

とすること。 

〔5〕バックアップ運用に用いる管理システムは、下記の機能を有すること。 

・バックアップを一元管理できるコンソール機能を有すること。  

・バックアップの手動実行、定期的な自動実行機能を有すること。  

・フルバックアップ、差分または増分バックアップ機能を有すること。  

・バックアップデータの世代管理機能を有すること。  

・バックアップデータの圧縮、重複排除機能を有すること。  

・バックアップの取得失敗を検知し、通知する機能を有すること。  

・簡易な操作でリストアを可能とする機能を有すること。  

・バックアップ処理の処理時間短縮につながる機構等を有すること。 
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4-6-2 統合サーババックアップ要件 

〔1〕統合サーバ管理機能と連携動作し、仮想マシンイメージのバックアップが可能な

こと。また、仮想マシンの障害発生時でもシステム復旧を迅速に行えること。 

〔2〕仮想マシン上のデータファイルをシステム全体もしくはドライブ単位でバックア

ップ可能なこと。 

 

4-6-3 統合ファイルサーバ バックアップ 

〔1〕統合ファイルサーバのバックアップを取得すること。 

〔2〕取得した統合ファイルサーバのバックアップよりフルリストアおよびファイル単

位でのリストアを可能とすること。 

〔3〕バックアップ取得により、業務時間中の性能低下や利用制限などの影響を与えな

いこと。 

〔4〕バックアップの取得方式は、バックアップ容量の圧縮および取得時間短縮などの

効率性と、障害発生時のリストア作業時間の短縮を考慮し、最適なものを提案す

ること。 

 

4-7 外部ファイル共有サービス要件 

本市では、市外の学校や個人とメールでは送受信できない大容量ファイルを共有する

ことができるソフト「File Zen」を利用している。このソフトを現状のとおり利用でき

る環境を構築すること。なお、ライセンスについては今回の調達には含まない。 

 

4-8 セキュリティ対策要件 

教育機関用仮想化統合基盤を安全に利用し続けることができる情報セキュリティ対

策を施すこと。セキュリティ対策の実装として下記の要件を満たすこと。 

 

4-8-1 統合サーバ セキュリティ要件 

〔1〕統合サーバ上で稼働する仮想マシンに対し、セキュリティ対策機能を提供可能な

こと。 

〔2〕セキュリティ対策機能により異常を検知した場合は、本市の管理者にメール通知

できること。 

〔3〕ウイルス定義パターンファイルは１日１回以上、自動的に更新できること。 

 

4-8-2 新教育機関用ネットワーク セキュリティ要件 

〔1〕許可されている情報のみにアクセスできるよう、職務などに応じたアクセス権の

管理を行うこと。 

〔2〕ネットワーク用途間(セグメント間通信)については、UTM の経由を必須としアク
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セス制御およびログ取得を実施すること。 

〔3〕異なるネットワーク用途間のアクセス制御は、UTM にて一元的に行い、ルータ/L3SW

等のネットワーク機器ではアクセス制御を行わないこと。 

〔4〕外部ネットワークから侵入による情報セキュリティの侵害を防止するため、不正

侵入の検知を行うこと。 

 

4-9 教育機関用仮想化統合基盤の共通サービス要件 

教育機関用仮想化統合基盤を運用する上で必須となる共通サービスを提供すること。

本サービスは下記の要件を満たすこと。 

 

4-9-1 ドメインコントローラ 

〔1〕長崎県統合型校務支援システム利用系セグメントおよび児童・生徒用インターネ

ット閲覧系セグメントに新規に Active Directory ドメインコントローラをそれ

ぞれ個別に構築すること。 

〔2〕各ドメインコントローラのサーバ OS には、Microsoft Windows Server 2019  

Japanese Academic を用いること。 

〔3〕各ドメインコントローラは、それぞれ正副 2 台の冗長構成とし、対になるドメイ

ンコントローラ間でユーザ情報等のディレクトリデータベースが同期されること。 

〔4〕ドメインコントローラにおけるセキュリティグループ、OU、グループポリシーに

ついては、本市担当者と協議し設計を行うこと。 

〔5〕長崎県統合型校務支援システム利用系端末は、長崎県統合型校務支援システム利

用系セグメントのドメインコントローラ上のドメインに属する設計とすること。 

〔6〕児童・生徒用インターネット閲覧系端末は、児童・生徒用インターネット閲覧系

セグメントのドメインコントローラ上のドメインに属するよう設計とすること。 

〔7〕ドメインコントローラには、本市の教職員アカウントを登録し、端末の利用時に

認証要求を行うこと。なお、教職員アカウントは、現在利用しているものを継続

して利用すること。 

〔8〕各セグメントのドメインコントローラは、それぞれアカウントのメンテナンス対

応を行うことを想定している。しかしながら、人事異動時の設定を考慮し、管理

が容易な方法があれば提案すること。 

 

4-9-2 NTP サーバ 

〔1〕教育機関用仮想化統合基盤に対し、新規調達機器および既存機器を含めログ取得

時間の時刻同期を図るために、時刻同期サービスを提供すること。 
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4-9-3 DNS サーバ 

〔1〕教育機関用仮想化統合基盤内の名前解決サービスとして内部 DNS を構築すること。 

 

4-9-4 ネットワーク・サーバ状態監視 

〔1〕 不正行為の検知、原因追及を行うため、新教育機関用ネットワークの状態監視を

行うこと。 

〔2〕 教育機関用仮想化統合基盤内のネットワーク機器およびサーバの稼働状況を一元

管理すること。 

〔3〕 死活監視により、一定期間疎通が確認できない機器を検知できること。 

〔4〕 監視対象機器における CPU・メモリ・ディスク量等のリソース状況を確認できる

こと。 

〔5〕 温度異常や部位故障等により、監視対象の機器が能動的に発するアラーム（SNMP

トラップ）を検知できること。 

〔6〕 検知した障害情報を、メール通知できること。 

〔7〕 新教育機関用ネットワークのトラフィック状況を監視し、グラフ化できること。 

〔8〕 監視画面は GUI により機器の状態を視認しやすいこと。 

 

4-9-5 ログの取得 

〔1〕 不正行為の検知、原因追究を行うため、各システムのログの収集・蓄積・保管を

行うこととする。尚、収集するログの種類、保管期間などについては、総務省や

IPA が示す種類や期間を参照し提案すること。 

 

５ 設置・移行要件 

 

5-1 機器等の設置・工事 

教育機関用仮想化統合基盤の導入に関する機器等の設置・工事については、下記の要

件を満たすこと。  

 

5-1-1 サーバ・ネットワークラック 

〔1〕 本調達にて本市サーバ室に導入する全てのサーバ、ネットワーク機器等については、

既設の 19 インチラック１台内に搭載すること。 

〔2〕 サーバ設置に際し、サーバコンソール（ディスプレイ、マウス、キーボード）等の

保守・運用に必要な機器を設置すること。 
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5-1-2 無停電電源装置 

〔1〕 本調達にて本市サーバ室に設置するサーバ機器およびバックアップ装置等に対し、

無停電電源装置を新規調達し接続すること。 

〔2〕 無停電電源装置は、正常な停止（シャットダウン）が求められる機器の停止、及び

起動のための信号送出機能を有し、当該信号との連動が機能するよう接続すること。

停止、及び起動の連携にあたり、別途サーバが必要な場合は構成に含めること。 

〔3〕 無停電電源装置のバッテリー容量は接続機器の 5分間の通常運転に加えて、停止開

始から完了までの容量を備えること。なお、電源容量に対して必要な台数を算出し

提案すること。 

 

5-1-3 機器設置・配線工事 

〔1〕 本調達にて導入する機器の設置等については、本市と調整をすること。 

〔2〕 機器設置に必要となるケーブル、アダプタ類、電源タップ等の部材は全て受注者に

て用意し、現有物の使用は想定しないこと。 

〔3〕 設置する機器には、事業名、設置年月日、導入業者名、機器名称等を記載したラベ

ルを作成し、貼付すること。 

〔4〕 サーバファームスイッチに収容するケーブルは、10Ｇ対応の新規配線を行うこと。

ケーブルは、受注者の負担で用意するものとする。配線するケーブルには、接続先

および接続元を示すタグを取り付けること。タグはケーブルの両端に取り付けるこ

と。 

〔5〕 梱包材は、受注者にて引き取り処分すること。 

〔6〕 機器設置・配線工事の納品物として、作業対象となった本市の本庁舎、本市サーバ

室内における配線、機器設置先を把握できる図面を含めること。 

〔7〕 導入する機器に必要な電源設備については、本市にて整備を行うものとする。 

 

5-1-4 既設機器・配線撤去 

〔1〕 新教育機関用ネットワークへの移行が完了し、安定運用を確認の後に現行のネット

ワーク機器、ケーブルを撤去すること。なお、撤去範囲は、構築範囲と同一とする

こと。 

〔2〕 撤去対象となる現行のネットワーク機器については、設定内容をすべて消去するこ

と。 

 

5-2 移行要件 

教育機関用仮想化統合基盤の移行に関する要件を以下に示す。  

5-2-1 統合サーバへの移行 

〔1〕 現行の各システムを対象とした統合サーバへの移行は、各システム業者が行うもの
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とし、移行業務が円滑に進むよう支援するものとする。 

〔2〕 移行経費ついては、今回の見積額に含めること。 

 

5-2-2 新教育機関用ネットワークの移行 

〔1〕 新教育機関用ネットワーク導入に伴い、本市の業務運用に極力影響を与えないよう

ネットワークの切り替え作業を行うこと。 

〔2〕 ネットワークの切り替え作業においては、新教育機関用ネットワークの安定稼働が

確認できるまで切り戻しが可能となるよう、現行ネットワークを維持運用すること。 

〔3〕 新教育機関用ネットワークでは、現行のネットワーク上で稼働する各システムを継

続して利用できること。 

 

5-2-3 端末移行 

〔1〕 長崎県統合型校務支援システム利用系端末は、現行の校務用端末をそのまま利用す

ることになる。校務支援システム利用に伴い、設定変更等が生じると考えられるが、

校務運用に極力影響を与えないよう端末設定を行うこと。 

〔2〕 児童・生徒用インターネット閲覧系端末は、現行の児童・生徒用タブレット PC を

そのまま利用することになる。 

 

5-2-4 統合ファイルサーバ移行 

〔1〕 新設する統合ファイルサーバが提供する各種共有フォルダを作成し、アクセス権限

設定を行うこと。設定内容については、本市より別途指定する。 

〔2〕 長崎県統合型校務支援システム利用系端末がファイルを保存する既存ファイルサ

ーバが導入・運用されており、新規サーバへのデータ移行およびデータ移行方法に

ついては受注者で確認を行うこと。 

〔3〕 児童・生徒用インターネット閲覧系端末がファイルを保存する既存ファイルサーバ

が導入・運用されており、新規サーバへのデータ移行およびデータ移行方法につい

ては受注者で確認を行うこと。 

〔4〕 移行経費ついては、今回の見積額に含めること。 

 

5-2-5 グループウェア移行 

〔1〕 グループウェアの構築業者が、既存のサーバから受注者が構築した統合サーバ上の

仮想マシンへ移行を行うものとする。受注者は、移行作業が円滑に行われるよう支

援を行うものとする。 

〔2〕 移行経費ついては、今回の見積額に含めること。 
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６ 保守・運用業務要件 

教育機関用仮想化統合基盤の保守・運用に係る業務要件を以下に示す。 

 

6-1 共通要件 

教育機関用仮想化統合基盤の保守・運用に関して別段指定が無い場合は、下記の共通

要件を満たすこと。 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤における障害以外の通常保守・運用対応時間は、原則と

して平日の午前９時から午後５時までとすること。 

〔2〕 教育機関用仮想化統合基盤に対する設定変更、リリース、ソフトウェアバージョン

アップなどのシステム変更作業および緊急の場合など本市が必要と認める場合は、

前項の時間以外での対応も行うこと。 

〔3〕 教育機関用仮想化統合基盤に関する問い合せ（質問、障害等）や運用作業依頼を受

け付ける窓口（以下、保守・運用窓口という）を設置すること。なお、保守・運用

窓口は一元化し、受注者が責任を持って運用すること。 

〔4〕 保守・運用窓口は電話およびメールにより受け付けを可能とすること。なお、電話

による受け付け時間は、平日の午前９時から午後５時までとすること。 

〔5〕 本市からの問い合わせや依頼については、速やかに対応することとし、回答に時間

を要する場合は、必ず回答期日や状況などを定期報告すること。 

〔6〕 保守・運用窓口にて受け付けた内容を記録し、回答状況の管理を行うこと。 

〔7〕 受注者は、保守・運用における体制、及び保守・運用窓口の連絡先が明記された資

料を提示すること。また、この資料は常に最新の状態に更新し、変更がある場合は

本市へ報告すること。 

〔8〕 教育機関用仮想化統合基盤に関する各種資料（構築業務時の納品物および保守・運

用業務にて作成した資料）は、常に最新かつ完全な状態に保つこと。また、変更時

には随時更新を行い本市に提出し、修正箇所について説明を行うこと。 

〔9〕 受注者によるリモートアクセスを行う場合は、必ず受注者が事前申請を行い、許可

を得ること。 

〔10〕 教育機関用仮想化統合基盤における障害発生および障害の疑いのある場合は、受注

者は自発的に行動し、早急な体制構築を行い、障害の早期解消に努めること。 

〔11〕 受注者は、保守・運用業務に関し下記の内容について調査・分析および報告を行う

こと。 

・保守・運用業務活動報告 

  教育機関用仮想化統合基盤の保守・運用に関する活動実績、障害や問い合わせ等の

インシデント一覧を年４回の頻度で本市に報告すること。 

・利用状況調査 



- 16 - 

 

 教育機関用仮想化統合基盤の各種リソースの使用率、パフォーマンス推移などを調

査・分析した結果を月１回の頻度で本市に報告すること。 

・改善提案 

  教育機関用仮想化統合基盤におけるインシデント一覧、利用状況、各種ログ等を分

析し、リソースの過不足予想や障害の予兆分析結果等を本市に報告すること。また、

必要に応じて、潜在的な障害を予防するためのチューニング、リソース追加、将来

予測される需要に対する適合計画などの改善案を提案すること。 

 

6-2 保守要件 

6-2-1 ソフトウェア保守要件 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤を構成する各種サーバ機器およびネットワーク機器に

関して、ファームウェアの更新情報を定期的（最低月１回）に収集し、情報提供を

行うこと。 

〔2〕 教育機関用仮想化統合基盤にて稼働する各種サーバの OS およびミドルウェアに関

して、パッチ等の更新情報を定期的（最低月１回）に収集し、情報提供を行うこと。 

〔3〕 パッチ、ファームウェアの更新情報については、適用要否と対応時期を提案し、本

市と協議すること。 

〔4〕 パッチやファームウェアの適用に際しては、テスト環境等による十分な影響調査を

行った上で、本市と協議の上で適用すること。 

〔5〕 統合サーバ上で稼働する各システム向けの仮想マシン内に導入された OS およびミ

ドルウェアや各種ソフトウェアは各システムの保守業者が行うためソフトウェア

保守要件の対象外とする。 

〔6〕 端末に対する Windows アップデートや各種導入ソフトウェアのパッチ適用、バージ

ョンアップは、本市担当者が行うため作業範囲に含めないこと。 

〔7〕 各学校にてファイルサーバ等が停止するなどの重大なソフトウェア障害が発生し

た場合は、土・日曜日・祝日等にかかわらず、障害を迅速に復旧させるための体制

を構築し、対応にあたること。 

〔8〕 ソフトウェア障害については、受注者による発生検知、または本市からの通報後か

ら２時間半以内に現地、またはリモート接続にて保守対応を開始すること。なお、

保守作業者は、本市の教育機関用仮想化統合基盤の構成を理解し、障害原因の切り

分けを行える技能を持つ者が行うこと。 

 

6-2-2 ハードウェア保守要件 

〔1〕 本調達にて提供されるサーバおよびネットワーク機器については、本市の重大な過

失による故障を除き、すべての障害および故障等を保守の対象とすること。 

〔2〕 各学校にてファイルサーバ等が停止するなどの重大なハードウェア障害が発生し
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た場合は、土・日曜日・祝日等にかかわらず、障害を迅速に復旧させるための体制

を構築し、対応にあたること。 

〔3〕 受注者によるサーバおよびネットワーク機器のハードウェア障害検知、または本市

からの通報があった場合には、通報後２時間半以内に現地にて、障害対応を開始で

きる保守体制を確保すること。 

〔4〕 ハードウェア障害および障害作業が、本市の業務に影響を与える、またはその可能

性がある場合は、その影響範囲や対応状況などの情報提供を随時行うこと。 

〔5〕 ハードウェア障害対応については、障害原因となる不良個所の切り分け、障害の影

響分析、部品交換等による不良個所の解消、正常稼働確認までの一連の対応を受注

者の責任下で行うこと。また、障害対応において縮退運転などの措置をとる際は、

ハードウェア障害復旧後のサービス正常化まで行うこと。 

〔6〕 障害対応によりハードディスク等の記録装置を庁外へ持ち出す場合は、記録情報を

読み込み不可能な状態にするなど、データ漏洩の対策を適切に行うこと。また、記

録装置を処分する場合は、処分方法やその証明について本市の承諾を得た上で行う

こと。 

〔7〕 障害を検知した場合は、速やかに本市へ報告し、原則対象部品等を交換すること。 

 

6-2-3 新教育機関用ネットワーク保守要件 

〔1〕 受注者による新教育機関用ネットワーク通信の障害検知、または本市からの通報後

から２時間半以内に現地、またはリモート接続にて保守対応を開始すること。なお、

保守作業者は、本市の情報システム統合基盤の構成を理解し、障害原因の切り分け

を行える技能を持つ者が行うこと。 

〔2〕 新教育機関用ネットワーク障害対応としては、障害部位であるネットワーク機器や

ネットワークケーブルの交換だけでなく疎通確認および必要に応じて設定内容の

変更を行うこと。 

〔3〕 障害部位が受注者の保守範囲以外である場合は、当該箇所の保守業者と協力し、原

因特定に努めること。 

 

6-3 計画停電対応 

〔1〕 電気事業法に基づく電気設備定期点検を行う作業日（以下、法定停電日という）の

前日以前に、すべての機器の停止を行うこと。また、法定停電日当日の電源復帰後、

すべての機器の起動および動作確認を行うこと。年１回程度実施する法定停電日の

具体的な日程については、本市がその都度指示する。 
 

７ 教育要件 

教育機関用仮想化統合基盤の導入・運用に際して、以下の教育を行うこと。 
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7-1 共通要件 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤を安全に、安定して利用、運用し続けることを目的とし

た教育計画を策定すること。 

〔2〕 教育計画は、教育機関用仮想化統合基盤の利用や運用状況に合わせ適宜更新するこ

と。 

 

7-2 導入時の教育  

 

7-2-1 管理者研修 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤の運用対応・稼働監視に関する手順および障害発生時の

対応等に関する管理者向け研修を実施すること。 

〔2〕 本研修は、本市の管理者となる担当職員を対象に行うこと。 

〔3〕 研修内容は、提供資料の読み合わせだけでなく実環境を利用した操作指導や、具体

的な障害発生を想定した運用シミュレーションなども取り入れること。 

 

８ プロジェクト管理・運用要件 

 

8-1 プロジェクト管理 

〔1〕 プロジェクト計画の作成、要員などプロジェクト遂行に必要な資源の調達、開発体

制の確立、納期・品質等の管理を行い、プロジェクトを円滑に運営すること。 

〔2〕 PMBOK、P2M 等の標準体系に基づいて、適切なプロジェクトマネジメントを行うこ

と。その際に本業務の環境に合わせて簡略化等の最適化を行うこと。 

〔3〕 プロジェクト計画書の初版を契約締結の日から７営業日以内に作成・提出し、本市

の承認を得ること。 

〔4〕 プロジェクト計画書は、プロジェクトの運用期間中は構成管理を行い、変更時は随

時本市へ提供し、承認を得ること。 

〔5〕 プロジェクトの進捗管理表を作成し、全体スケジュール及び詳細スケジュールに基

づく作業全体の進捗管理、進捗状況の分析、遅延予防策の検討、遅延発生後の見直

し措置の妥当性評価等、プロジェクト全体の進捗管理を行うこと。 

〔6〕 遅延の発生などによりマイルストーンの変更を要する場合は、状況説明を行った上

で、対応策と新しいスケジュールを提案し、本市の承諾を得ること。 

〔7〕 本プロジェクトに関する連絡窓口を統一し、明確にすること。 

 

8-2 プロジェクト体制 

8-2-1 業務担当責任者（プロジェクトマネージャ） 
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〔1〕 本業務において構築業務全体を統括し、作業全般の進捗管理および指揮命令を行う

とともに、システム構築における関係者間の調整を行う業務担当責任者を明確にす

ること。 

〔2〕 プロジェクトマネージャの役割を遂行出来る者を任命すること。プロジェクトマネ

ージャは役職、資格ではない。 

〔3〕 本市が、プロジェクトマネジメントが機能していないと判断した場合は、プロジェ

クトマネージャを交代させること。 

 

8-2-2 プロジェクトの作業実務担当者 

〔1〕 本業務における作業実務担当者を明確にすること。 

〔2〕 作業実務担当者の名簿を作成し、予め提出するとともに、その者が本市で作業する

際には、必ず名札を着用し、それと判別できるようにすること。 

 

8-3 会議体 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤に関する構築業務について、本市にて定例会（以下、構

築定例会という）を開催すること。なお、業務遂行に重大な影響を与える事象が発

生した場合などは、臨時に会議を開催すること。 

〔2〕 構築定例会へは、受注者の構築体制における業務担当責任者および実務担当者の代

表は出席すること。 

〔3〕 構築定例会では、業務の進捗報告、課題やリスク管理に関する報告・調整を行うこ

と。 

〔4〕 各会議の議事録を会議後３開庁日以内に提出し、本市の承認を得ること。 

〔5〕 会議の開催場所は、原則として本市サーバ室内を用いるものとする。 

 

8-4 プロジェクト環境 

8-4-1 作業場所 

〔1〕 作業場所や物品の保管先として、本市サーバ室内を使用できるものとする。ただし、

使用期間や使用方法については本市の指示に従うこと。これ以外の作業場所が必要

となる場合は、本市と協議の上決定する。 

 

8-4-2 用具 

〔1〕 作業に必要な機器・消耗品等は受注者が負担すること。 

〔2〕 現地作業における電源や据付什器等の使用については、本市は、受注者に必要な協

力を行う。 

 

8-4-3 情報提供 
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〔1〕 本業務の遂行に必要となる情報について、受注者が提示を求めた場合は、セキュリ

ティ等に重大な支障がない限り、本市は可能な限り速やかに協力を行う。 

 

8-6 個人情報の取り扱い 

〔1〕 教育機関用仮想化統合基盤の構築および保守・運用業務にて個人情報を取り扱う場

合は、本市の個人情報保護条例および個人情報保護条例施行規則の内容を遵守する

こと。 

〔2〕 受注者は、個人情報保護の体制およびその取り組みを示すこと。 

 

8-7 納品物一覧 

項 成 果 物 内   容 数量 期  限 

１ 
プロジェクト

計画書 

作業計画書(スケジュールプラン) 

業務体制図・役割分担 

機器仕様承認願い 

１ 
契約締結後

7 日以内 

２ 基本設計書 

仕様書および調査に基づいて定義および

設計した基本方式設計書 

機器管理資料 

システム構成図(物理図・論理図) 

１ 
業務完了と

同時 

３ 

ハ ー ド ウ ェ

ア・ソフトウ

ェア仕様書 

機器調達に必要なハードウェア・ソフト

ウェアの詳細仕様書、カタログ等 
１ 

業務完了と

同時 

４ 詳細設計書 

環境定義書 

ポート収納図 

通信経路図 

機器設置図(取付図・ラック搭載図) 

１ 
業務完了と

同時 

５ 
システム完成

図書 

設置写真（前後） 

配線図（LAN） 

機器デザインシート 

ハードウェア構成図及び一覧表 

保証書(登録ユーザーID、パスワード等の

管理表も含む。 

１ 
業務完了と

同時 

６ 
データバック

アップ手順書 

機器コンフィグ等のバックアップ手順書 

サーバ機器等のバックアップ手順書 
１ 

業務完了と

同時 

７ 
機器復旧手順

書 

障害時に機器を復旧（代替機に切替）する

手順を示した復旧手順書 

サーバリストア手順書 

１ 
業務完了と

同時 
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８ 
障害対応手順

書 

障害発生時の切り分け手順を含む障害対

応手順書（保守体制図や障害事象別対応

フローチャート） 

１ 
業務完了と

同時 

９ 
操作・運用マ

ニュアル 
機器操作に関するマニュアル １ 

業務完了と

同時 

 

8-8 納品物の作成方法 

〔1〕 納品する各種文書については、保守・運用における変更作業などに伴う改訂を行う

ことから、 下記のソフトウェアにより閲覧、及び編集が可能なファイル形式とす

ること。なお、これらの文書フォーマット形式以外を使用する必要がある場合は、

本市と協議の上で使用を決定するものとする。 

・Microsoft Office Word 

・Microsoft Office Excel 

・Microsoft Office PowerPoint 

・Microsoft Visio および PDF 

〔2〕 納品する文書の言語は、全て日本語とすること。また、紙媒体は、A4 版を原則と

する。図表については、必要に応じて A3 版を使用する。またドッヂファイル等に

収めて提出すること。 

〔3〕 文書中に図や表などを挿入する場合は、運用開始後の編集を想定して元となる編集

可能な電子データも納品物に含めること。 

 

8-9 納品物の納品 

〔1〕 構築業務における納品物は、各作業工程の終了までに本市の承認を全て得ること。

納品物の承認は、本市担当者の私印押印をもって行うものとする。 

〔2〕 納品する文書は、紙に印刷したものを 1部、納品物の電子データを全て格納した電

子媒体を 1部提出すること。 

〔3〕 納品する電子媒体は、CD-R または DVD-R のいずれかとし、事前のウイルスチェック

を行うこと。また、電子媒体のラベル面には件名、納品日付、受注者名を記載する

こと。 

 

９ 特記事項 

 

9-1 提案における留意事項 

本業務に対する提案については、下記の事項に留意すること。 
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〔1〕 提案する機器およびソフトウェアは、提案時点で原則として製品化されていること。

提案時点で製品化されていない機器およびソフトウェアを提案する場合には、要件

を満たすこと、また納入期限までに製品化され納入できることを証明できる書類を

提示すること。 

〔2〕 機器等の設置、運用、障害復旧等に伴って必然的に必要となる物品、ソフトウェア

については、本書への記載有無にかかわらず提案に含めること。 

 

9-2 仕様変更の禁止 

提案内容は全て履行されるものとし、本市の承諾を得ること無く仕様を変更すること

は出来ないものとする。提案内容について虚偽や実現可能である裏付けが存在しない事

項が判明した場合は、本市は契約を解除することができるものとする。 

 

9-3 瑕疵担保責任 

検収完了後、本業務納品物と仕様書に不一致が発見された場合は、本市と協議の上、

受注者は無償で是正処理を実施すること。なお、本業務の瑕疵担保期間は、検収完

了後１ヵ年とする。 


