
光市給与関係事務補助システムリース業務仕様書 

１ 総則 

受託者は以下の項目を十分理解し、以降に記載する業務を遂行すること。 

（１）適用範囲 

本仕様書は、本市が受託者に委託する「給与関係事務補助システムリース業務」（以下「本業務」

という。）に適用するものとする。 

（２）目的 

給与関係事務補助システムの導入を行うもの。 

（３）疑義 

本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、本市と受託者が協議の上、受託者は本市の

指示に従い、業務を遂行するものとする。 

２ プロジェクト管理 

（１）業務履行体制 

受託者は、下表のとおり十分な知識・技術を有する人員により、業務の履行にあたり必要十分

な体制を確立させ、また、適切に管理すること。人員については、システムの構築だけでなく、

システムの活用推進を行うことも踏まえて配置すること。人員体制の見直しを実施する際にはそ

の内容を本市に説明し、承認を得た上で実施すること。

区分            求められる役割 

管理技術者 業務全般を管理するものを管理技術者と定義する。進捗・課題管

理を円滑に実施できる知識及び適切なコミュニケーション能力・人

的統率力及び官公庁における給与関係事務補助システムの構築実績

を有し、本件を問題なく主導できる者であること。 

なお、管理技術者は担当技術者を兼ねることはできないものとす

る。 

担当技術者 各作業工程に従事する者を担当技術者と定義する。十分な業務知

識、コミュニケーション能力を有し、官公庁における給与関係事務

補助システムの構築実績を有する技術者を配置するものとする。 



（２）業務実施計画 

本業務の履行開始にあたり、業務実施計画書を提出し、了解を得ること。 

３ システム構築

（１）給与関係事務補助システムの運用に必要なソフトウェアやライセンス等を調達し、当市

庁舎内に設置している仮想化基盤上にシステム（仮想サーバ）を構築するものとする。

また、庁内LANに接続された全ての端末において給与関係事務補助システムを利用可能な

仕組みを構築するものとする。 

（２）給与関係事務補助システムの概要は次のとおりとする。 

項目 内容 

①構築方法 オンプレミス方式（庁内配信型・Webブラウザ方式） 

②ライセンス数 ・利用端末数：約500台（庁内ネットワークに接続された事務用

パソコン） 

・利用職員数：本市職員700名程度 

 （常勤職員約400名、非常勤職員約300名） 

・同時接続数：利用端末数と同数 

③動作環境 ・クライアントパソコンが利用する庁内ネットワークの回線速度

は以下のとおり。 

庁内：100 Mbps 

本庁－出先間：100 Mbps 

・本市で保有する端末は以下のとおり。 

ＣＰＵ：Intel Core i5 

メモリ：4GBまたは8GB 

ＯＳ：Windows10 Pro (64bit) 

ＨＤＤ：500GB程度 

ブラウザ：InternetExplorer11、chromium版Edge 

ＰＤＦ：Acrobat Reader DC 

④仮想化基盤 ＡＨＶ（Nutanix製）上で以下リソース（目安）を提供 

・ＣＰＵ：２０ｖＣＰＵ 

・メモリ：４８ＧＢ 

・ストレージ：３ＴＢ 

※各項目の合計値であり、仮想サーバ台数に応じて分割可能 

※インターネット接続不可 

⑤基本要件 ・システムに不慣れな利用者でも容易に目的の操作が行えるよう

操作性が優れていること。 

・基本的にカスタマイズを要しないパッケージシステムとし、運

用期間中（５年間）に公開される各OSやブラウザなどの最新バー

ジョンに追加費用なしで、受託者の責任において速やかに対応す

ること。 

・一般的なパソコン等が有する基本的な機能のみで動作が可能で

あるものとすること。システムの利用に際し、やむを得ず端末機

にソフトウェア等のインストールが必要な場合は、本市と協議し

た上で、必要な作業を本業務において受託者が行うものとする。 

・職員の業務に支障をきたすことのないよう、安全かつ確実なシ

ステム導入を最優先事項とし、職員の負担の軽減についても十分



に配慮した導入業務を行うこと。 

・常勤職員、非常勤職員を一元的に管理できるシステムであるこ

と。 

・機構改革や人事異動等による組織改編にも容易に対応できるシ

ステムであること。 

・システムの速度性能は、日常業務運用において、業務の効率的

な進行に支障がないものとすること。 

⑥システム化の

範囲 

出退勤管理 

・出勤簿、出退勤時刻管理 

・勤務シフト作成、管理 

勤怠管理 

・時間外、特殊勤務、管理職特別勤務管理など 

・休暇管理（年次有給休暇、振替/代休、特別休暇など） 

届出管理 

・通勤届、住居届、氏名/住居変更届、扶養親族届、給与振込

口座届など 

・申請ナビゲーション 

人事給与システムとの勤怠データ連携 

既存の人事給与システムとの勤怠データ連携に対応できる

こと。 

⑦システム機能 ・別紙１「機能要件一覧」記載の機能を有すること。 

⑧作業範囲 ・システムの構築における作業範囲は、別紙２「作業範囲」のと

おりとする。 

⑨セキュリティ ・不正アクセスやウイルス対策などに万全を期すこと。また、シ

ステムで利用しているソフトウェア等の脆弱性に関する情報を日

常的に収集し、脆弱性が発見された場合は、セキュリティパッチ

の適用等脆弱性を回避するため の対策を速やかに講じること。 

・サーバのウイルス対策ソフトは、受注者が用意すること。 

⑩権限設定 ・ID、パスワードを設定及び管理ができること。また、システム

操作権限を操作者ごとに設定できること。 

・複数の部署を跨った権限や、参照できるデータの範囲を限定す

る権限など、本市の運用に合わせた設定が可能なこと。 

・ログ等からシステムにアクセスした職員を特定できること。 

⑪その他 ・関係法令及び本市の条例等に基づいた事務処理等を想定するこ

と。 

・自治体専用パッケージであること。 

（３）システムの運用において必要となる環境設定について、本市と協議の上設定すること。

また、システム設定書として内容を取りまとめ、本市に納品すること。 

４ セキュリティ対策要件 

システムが安全かつ確実に稼動するための要件として、次の内容を満たすこと。 

（１）セキュリティについては光市の情報セキュリティポリシーに関する要綱（平成27年12



月28日訓令第36号）を遵守することとし、個人情報保護並びに情報漏洩防止の対策を行

うこと。 

（２）利用者管理要件 

ア システム利用者の認証は、利用者番号（ユーザID）及びパスワードの組み合わせに

よって実施すること。また、利用者のパスワード変更は利用者自身が行えること。 

イ 利用者情報の登録・変更・削除は、システム管理者のみ実施可能とする。 

ウ パスワードに設定できる文字数等の制限を提示すること。 

（３）アクセス管理要件 

ア 認証を受けシステムにログインした利用者の所属をもとに、あらかじめ定められた

ルールに適合したメニューを取得し、画面に表示できること。 

イ 利用者の利用状況等を管理するため、アクセスログを取得する機能を有すること。 

ウ アクセスログは、検索可能な状態で蓄積できること。 

５ 導入準備 

（１）操作マニュアルの作成 

並行稼働開始までに次の２種類のマニュアルを作成すること。また、マニュアルは

Microsoft WordまたはPDFで電子化したものを納入すること。 

・メンテナンス等を行うシステム管理者向けの操作マニュアル 

・職員が日常的に行なう作業についての簡易な操作マニュアル 

（２）操作研修等 

導入したシステムの利用者（職員）に対して、操作研修を行うこと。 

ア 操作研修計画書を作成し、実施すること。 

イ 研修対象者及び回数等は、次表のとおりとすること。 

対象者 回数（予定） 人数（予定） 

利用者 

（時間外事務担当者） 
５回 

約１３０名 

（１回あたり２５名程度） 

利用者（課長級） ２回 
約５０名 

（１回あたり２５名程度） 

システム管理者 １回 ２名 

ウ 操作研修時には、研修用のテキストを受託者側で用意すること。テキストは、シス

テムを利用したことがない職員でも操作手順等がわかるように画像等を利用した分か

りやすい内容を心がけること。また、テキストは遅くとも研修実施予定日2週間前まで

には作成し、本市に提供し、了承を得ること。 

エ 操作研修では、システムの操作方法だけでなく、本事業の趣旨や運用方法、活用例

及び活用方法など事業の効果を最大化するための研修となるよう創意工夫すること。 

オ 会場の手配、職員への通知などは本市担当者が実施するが、必要機材・時間・タイ

ムスケジュール等は、事前に本市と協議すること。なお、利用者向けの端末について

は7台を本市で用意する。 

カ 研修動画をＤＶＤで１枚提供すること。 

６ 運用・保守サービス提供要件 

運用・保守サービスについては、本リース業務に含めるものとする。よって、リース契

約期間中の給与関係事務補助システムの運用支援・保守全般に係る全ての経費を算出し、月



額利用料を見積書として提出すること。またその運用・保守内容については、提案書に記

載すること。 

また、本市が最低限必要と考えている運用・保守サポート内容については、以下のとお

りである。 

（１）システム運用 

ア バックアップ 

システムに障害が発生した場合のために必要なバックアップを行うこと。 

イ ログの管理 

ログの管理を行うこと。 

（２）システム保守 

ア 障害対応 

システム障害が発生した際に、障害の原因究明を行い、障害対応を行うこと。 

また、必要に応じて訪問対応することとし、依頼から概ね３時間以内の訪問対応が

可能であること。 

イ 脆弱性対応 

ソフトウェアの脆弱性情報を継続的に入手し、脆弱性への対応を行うこと。 

ウ バージョンアップ対応 

システムの機能追加、機能改善、不具合修正、法・制度改正対応を継続的に行い、

バージョンアップ対応を行うこと。 

エ 問い合わせ対応 

緊急性が高いものを除き、土、日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午

後5時15分、システムの操作方法、障害、運用上の質疑等の問い合わせに対して一元

的に対応すること。 

７ 納品資料 

運用開始までに、以下の書類等を提出すること。紙媒体及び電子媒体（CD-ROM等）を各

1部納品すること。 

（１）業務実施計画書（WBS） ※事前打合せ時に提出 

（２）要件定義書 

（３）システム設定書 

（４）利用者向け操作マニュアル 

（５）管理者向け操作マニュアル 

（６）議事録 

（７）課題管理表 

その他、本市が必要と認める資料 

※導入後にこれらのドキュメント、マニュアル等に変更があれば、適宜更新資料を提供

すること。 



別紙１　システム機能要件一覧

項目

１．システム全般

基本機能

1 各種申請が行え、承認されたものを月次にて人事給与システムに勤怠情報として引き渡せること 必須

2 申請書類の保管ができ、容易に検索が行えること 必須

3 個人申請機能と各課庶務担当者によるまとめ入力機能があること 必須

4 各画面の入力項目が必須か任意かを容易に設定できること 必須

5 各画面の入力項目の項目名が容易に設定できること

6 各画面に表示する注意事項が容易に設定できること 必須

7 個人ごとにお気に入りメニューを登録できること

8
休暇、時間外勤務などの汎用的な勤務申請、および住所変更、扶養親族変更等の汎用的な届出申請が行えるこ
と

必須

9 添付資料に電子ファイルが添付できること 必須

10 帳票についてはすべてＰＤＦにて作成されること

11 1日の勤務時間数を個人ごとに分単位で管理できること 必須

12
勤務状況に関する通知がシステムへ表示され、メールによる自動通知も可能であること。
（打刻忘れ・誤り、申請のない休日出勤、勤務間インターバル不足、勤務時間超過、時間外勤務超過、申告と実態
の乖離発生、遅刻・早退、連続勤務日数超過）

必須

13
各種申請の承認・決裁待ち・却下など、申請の状況がトップ画面および申請一覧画面に件数表示できること。
また、件数表示のリンクから各申請処理画面へ偏移すること。

必須

14
各種申請様式は、任意の内容で自由に作成できること。
なお、作成はSE知識を必要とせず、ユーザ作業により作成できること。

必須

15 将来的な拡張性として、グループウェア、文書管理などの機能が同一基盤上で追加できること。

16
システムを利用する上で表示される申請状況件数やお知らせは、トップ画面にてすべてまとめて一元管理・表示で
きること。

必須

権限

17
組織情報、職員情報、権限情報などの管理情報はシステム管理者以外には作成、変更、削除はできないように保
護すること

必須

18 ログインログ一覧、アクセスログ一覧、ファイルアクセスログ一覧が確認できること 必須

19 利用者に権限を設定することにより、利用できるメニューを制限できること 必須

20 利用者に権限を設定することにより、アクセスできる組織・利用者を制限できること 必須

申請関連

21 利用者に権限を設定することにより、代理申請が行えること 必須

給与関係事務補助システム機能要件一覧
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別紙１　システム機能要件一覧

項目

給与関係事務補助システム機能要件一覧

22 すべての申請の状態が一覧画面で確認できること 必須

23 電子決裁の承認状況が一覧画面で確認できること 必須

24 すべての申請において、過去の申請を引用できること 必須

25
決裁のルートは申請の種類、休暇の種類ごとに自動設定できること
また、申請時にルートの編集ができること

必須

26 人事異動時の承認ルート変更が容易なこと（個人名ではなく、役職でルートの作成が可能であること） 必須

27
添付資料は申請の種類、休暇の種類ごとに設定できること
また、添付が必須であるか任意であるかが設定できること
さらに、紙での添付、電子ファイルでの添付であることが画面にて確認できること

必須

28 作業状態の一次保存機能があること

29 優先度の設定ができ、緊急の場合は承認期限の設定ができること 必須

30 決裁後に承認取消機能があること 必須

２．システム詳細

出退勤管理

31 システムより簡易に打刻情報の入力が可能であり、電子出勤簿に対応できること 必須

32 個人単位、所属単位に出退勤時間の打刻管理が行えること 必須

33
打刻時間の修正が個人、または所属長で行え、修正後は修正したという行為が分かるようにできること
また、打刻の修正権限を設定できること

必須

34 ICカード（Felica）、マイナンバーカードを用いた打刻が可能であること 必須

35 タブレットを利用した打刻が可能であること

36 蓄積された出退勤データによる残業時間や労働時間などをダッシュボードに表示できること 必須

37 1回の勤務の中で出勤、退勤の打刻が複数回（5回程度）まで行えること 必須

時間外勤務管理

38 時間外の100分の125、135、150、160、175に対応していること 必須

39 時間入力の表示内容は10分ごと、15分ごとなど任意に変更できること 必須

40 休憩時間を任意に指定・変更できること 必須

41 休憩入り・戻りの打刻情報から休憩時間が自動設定できること 必須

42 退勤の打刻情報から勤務時間の終了時刻が自動設定できること 必須

43 職務内容の登録ができること 必須

44
予定と実績、それぞれで申請ができること
また、事後申請もできること

必須
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別紙１　システム機能要件一覧

項目

給与関係事務補助システム機能要件一覧

45 初期値として表示すべき各職員の本来科目を設定できること

46
科目の修正ができること
また申請者以外の部署の科目も選択できること

必須

47 週休日の振替の100分の25、50に対応していること 必須

48 勤務時間が7時間４５分に満たない職員の100分の100に対応していること 必須

49 科目の予算残額が表示できること。また、残額を超える申請に対するチェック機能があること 必須

50 本来の勤務時間と時間外勤務時間との重複をチェックする機能があること 必須

51 月単位での集計表作成機能があること 必須

52 申請した内容が出勤簿に反映される機能があること 必須

休暇管理

53 日単位、半日単位、時間単位の休暇申請ができること 必須

54 休暇の種類に応じて、休暇単位の制限ができること

55 休暇については残日数の表示ができること 必須

56 時間入力の表示内容は10分ごと、15分ごとなど任意に変更できること 必須

57 期間の自動計算機能があること 必須

58
他の休暇との取得期間の重複をチェックする機能があること
また、重複があった場合には通知できること

必須

59 育児休業、介護休暇、部分休暇等の申請が行えること

60 申請済みの申請に対する取消申請が行えること 必須

61 長期休暇については復帰申請が行えること 必須

62 指定期間の休暇累計表作成機能があること 必須

63 夏期休暇の予定／実績が一覧形式で確認できること 必須

64 申請した内容が出勤簿に反映される機能があること 必須

65 取得期間、取得日付の範囲等のチェック機能があること 必須

特殊勤務管理

66 日単位でも月単位で一括でも登録ができること 必須

67 指定できる特殊勤務種類は所属ごとに限定できること 必須

68 回数、単価により金額を表示できること 必須

69 科目の予算残額が表示できること。また、残額を超える申請に対するチェック機能があること 必須
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項目

給与関係事務補助システム機能要件一覧

70 従事時間の登録ができること

71 申請した内容が出勤簿に反映される機能があること 必須

管理職特別勤務管理

72 科目の予算残額が表示できること。また、残額を超える申請に対するチェック機能があること 必須

73 職務内容、振替できない理由の登録ができること 必須

74 申請した内容が出勤簿に反映される機能があること 必須

届出（職員履歴事項変更届）

75 氏名、住所の変更内容が登録できること 必須

76 本籍を登録できること

届出（扶養親族変更届）

77 氏名、続柄、生年月日、同居区分を登録できること 必須

78 所得の種類、総収入金額を登録できること 必須

届出（住居変更届）

79 持ち家の場合、所在地、入居日、所有権者、建築（購入）日、世帯主名を登録できること 必須

80 借家の場合、所在地、入居日、所有者、家賃、契約期間、貸主、借主を登録できること 必須

届出（通勤届）

81 キロ数、所要時間を登録できること 必須

82 交通手段毎に経路、交通費の登録ができること 必須

83 定期券（１ヶ月、６ヶ月）の金額が登録できること 必須

84 住所地図等の添付が可能であること 必須

届出（口座変更届）

85 口座は２つまで登録できること 必須

86 各口座への振込み額が登録できること 必須

87 共済給付金に使用する口座も設定できること

届出（ナビゲーション機能）

88 申請者本人が必要な申請を判断できるよう自動ナビゲーション機能を有すること 必須

89 ナビゲーションのカテゴリやアンケート内容については、任意の内容に変更できること 必須
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給与関係事務補助システム機能要件一覧

出勤簿

90
出勤簿の様式を容易に設定することができること
また、システムで用意している集計情報や一覧項目を表示・非表示、並べ替えができること

必須

91 出退勤時刻、休憩入り・戻り時刻、備考の入力・修正ができること 必須

92 勤怠を締めた後に出退勤時刻、休憩入り・戻り時刻、備考の修正ができないこと 必須

93 申請済みの休暇や時間外等の各種申請が出勤簿画面にて確認でき、その画面から該当申請画面に遷移すること

94
勤務日を指定して各種申請画面に遷移することができ、その画面から申請することができること
また、申請後にもとの出勤簿画面に戻ること

必須

95

管理職向けの機能として、課員の勤務状況を日別または月別で、一画面でリアルタイムに確認することができるこ
と
また、どの項目を表示させるかは任意に選択可能であること
（表示可能項目：出退勤時刻・新語句と実態の乖離時間・勤務間インターバル不足回数・勤務間インターバル時
間・年次有給休暇取得日数・時間外勤務時間・深夜勤務時間・遅刻、早退回数など）

必須

96
長時間労働の是正に向けて、申告した勤務終了時刻と実際の退勤の打刻時刻との乖離時間やインターバル時間
などの項目を表示できること

必須

97 休暇の取得日数、残日数の表示が行えること 必須

98 出勤簿を帳票印刷およびCSV出力ができること

99 各職員の勤務予定は年度単位に一括作成できること 必須

勤務シフト表

100
ドラッグアンドドロップや多彩なコピー機能（前月のシフトをコピー、指定範囲のコピー・貼り付けなど）により、直感
的な操作で作成ができること

101 月ごとにシフトパターン別に割り当てた人数を確認しながら勤務シフトを作成できること 必須

102 勤務シフトの作成中の状態を下書き保存できること。また、作成完了後、一般利用者に公開することができること 必須

103 Excelや他社製のシフト作成ソフトで作成したシフトをCSV取込ができること 必須

104 申請済みの休暇情報が勤務シフトに反映されていること 必須

105 勤怠を締めた後に勤務シフトを編集することができないこと 必須

106 作成した勤務シフトを月別・週別・日別・タイムライン別に印刷・CSV出力できること 必須

働き方ダッシュボード

107 時間外勤務や年次有給休暇の取得状況をダッシュボードによる見える化（データ視覚化）できること 必須

108
ダッシュボードは数値ではなく、円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフ・帯グラフ・レーダーチャートを用いて、視覚的に
わかりやすく可視化されていること

必須

109 ダッシュボードの内容は、所属ごと・職員ごとに、年単位・月単位で表示できること 必須

110 利用者のアクセス権限によって、表示可能なダッシュボードを表示制限できること 必須

111 ダッシュボードの内容はリアルタイムに反映されること 必須
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給与関係事務補助システム機能要件一覧

112

ダッシュボードは、以下の内容が表示されること
　（1）時間外勤務時間
　（2）休日勤務時間
　（2）理由ごとの時間外勤務時間
　（3）申告と実態の乖離時間
　（4）時間外勤務の割合
　（5）休日勤務時間の割合
　（6）申告と実態の乖離の割合
　（7）時間外勤務内容別の割合
　（8）休日勤務内容別の割合
　（9）年次有給休暇取得日数・取得率
　（10）勤務間インターバル不足回数
　（11）時間外超過月の回数
　（12）時間外勤務の平均
　（13）時間外超過の警告者・超過者
　（14）管理者（役職者）の時間外勤務時間

必須

電子決裁

113
申請書が申請側の画面からプレビュー、拡大、縮小、印刷可能なこと。また、この申請書に随時承認、決裁状況
（承認日、決裁日）などが反映されること

114
予め複数の決裁ルートの登録ができ、申請時に選択、変更が可能なこと。
決裁ルートの登録は、所属ごとに可能であること

必須

115 決裁ルートの順番入れ替えは、ドラッグ＆ドロップによる簡単な操作で行えること 必須

116 承認、決裁待ちの該当者には随時承認・決裁待ち件数合計が表示されること 必須

117
回議ルート上の承認者、決裁者には前もって回議されてくる申請の流れが確認でき、申請を引き上げて処理する
ことが可能なこと

必須

118
承認者、決裁者は回議申請に対して、決裁、却下が選択できること。また、却下を選択した場合、回議は終了し、
申請者に対して通知されること

必須

119
却下された場合、申請者は却下された申請を削除できること。また再度内容を修正し申請を行うことが可能である
こと

必須

120 申請者は回議ルート上の文書を取消し、引き戻しが行えること 必須

121 回議中、回議ルートを任意に変更できること 必須

122
申請状況を一覧で確認できること。また申請日、申請識別名、書式、緊急度、決裁日などの項目で昇順、降順の
並び替え表示ができること

123 申請状況の一覧は申請中、決裁済、却下などのカテゴリで確認できること 必須

124
申請履歴は以下の項目などから検索できること
※申請日（日付範囲指定）、書式、状況、コメント、申請内容
また申請日、申請識別名、書式、緊急度、状況、決裁日などで昇順、降順の並替え表示ができること

必須

125 書式名ごとに承認・決裁待ち一覧が表示できること。また書式名の後に件数が表示できること 必須

126 書式名ごとに承認・決裁予定一覧が表示できること。また書式名の後に件数が表示できること 必須

127 書式名ごとに承認・決裁待ち一覧が表示でき、一括承認・決裁処理ができること 必須

128
承認履歴は以下の項目から検索できること
※承認日（日付範囲指定）、書式、状況、申請部門、申請者、コメント、申請内容
また申請日、申請識別名、書式、申請者、緊急度、状況、承認日、決裁日で昇順、降順の並替え表示ができること

必須

129 承認・決裁の依頼や却下・完了に関する通知は、メールによる自動通知も可能であること。 必須
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３．管理

休日パターン管理

130 週休日をパターン化して登録できること。サイクルが15週間以上登録できること 必須

131 年度単位で管理ができること 必須

132 日単位でメンテナンスができること 必須

勤務シフト管理

133 勤務の始業時間、終業時間、休憩時間（最大10）をパターン化して登録できること 必須

134 年度単位で管理ができること 必須

135 日単位でメンテナンスができること 必須

年次休暇管理

136 一括繰越、一括付与の機能があること 必須

137 各職員単位でメンテナンスができること 必須

138 勤続年数による繰越限度日数が設定できること 必須

139 残時間数、分数の端数処理（切り捨て、四捨五入、切り上げ）が設定できること 必須

140 新採用、中途採用職員の採用月による付与日数設定機能があること 必須

141
将来的に庶務管理システムと同一基盤上にグループウェアをアドオンした場合、申請した内容がグループウェア
のスケジュールにも反映されること

統計機能

142 指定日現在の休暇の消化日数、消化率が一覧形式で確認できること 必須

143 指定した期間における時間外勤務の実績を集計できること 必須

連携機能

144
時間外勤務実績及び特殊勤務実績のデータを既存の人事給与システムに連携するため、当該データを当市指定
のフォーマットで出力できること

必須
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別紙２ 作業範囲

作業範囲

作業 本市 受注者
機器調達 仮想サーバ稼働用物理サーバ ○ -

仮想サーバ稼働用ネットワーク機器 ○ -
仮想サーバ用OSライセンス - ○
仮想サーバ用アプリケーション - ○
上記以外に受注者が必要と判断した追加機器 - ○

環境構築 仮想サーバ稼働用物理サーバ構築・設定 ○ -
仮想サーバ稼働用ネットワーク機器構築・設定 ○ -
仮想サーバ構築 ○ -
仮想サーバOSインストール ○ -
仮想サーバOS設定※ - ○
仮想サーバ上アプリケーション構築・設定 - ○
上記以外に受注者が必要と判断した追加機器の設定 - ○

※仮想サーバの構築作業範囲について

 ・仮想サーバは受注者が指定したサーバを本市にて構築の上、提供を行う。
 ・提供する仮想サーバの仕様は以下の通り。
  - 仮想サーバはAHV環境で構築を実施する
  - 構築した仮想サーバへのOSインストールは本市にて実施する
  - OSインストール後、当市にて提供する機能(バックアップ・死活監視等)を提供するために
   必要な設定を実施した上で受注者へ提供する
 ・仮想サーバに対する以下機能は、本市にて設定の上、提供を行う。

  - 仮想サーババックアップ(仮想マシンのイメージレベルでのバックアップ)
  - 電源障害時の仮想マシンのシャットダウン連動
  - 仮想サーバ死活監視


