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1.1.1.1. 業務要件 業務要件 業務要件 業務要件 
(1)  業務の概要 

本市が行っている文書管理業務の流れ（文書のライフサイクル）を、以下に示す。なお、各事務に関
して、本システムを利用した際に想定している業務フローを別添 1「次期システム業務フロー」に示す。
また、業務要件を実現するために必要と想定しているシステム機能を別添 2「次期システム機能要件一
覧」に示す。 

原則、「次期システム業務フロー」及び「次期システム機能要件一覧」を実現するためのシステムを
提供すること。なお、「次期システム業務フロー」及び「次期システム機能要件一覧」を実現できるこ
とを要件定義（補完工程）にて本市と確認し、「次期システム業務フロー」及び「次期システム機能要
件一覧」と異なる運用とする場合は、予め本市の承認を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-1 文書のライフサイクル 

 

表 1-1 ライフサイクルの各段階における取扱い 

No. 
ライフ 

サイクル 
項 目 内 容 

1 収受・作成 職員の文書 

作成義務 

○「意思決定に至る過程」や「事務・事業の実績」につい
て合理的に検証できるよう公文書を作成 

2 文書の収受 〇収受した公文書は、軽易なものを除き、文書件名簿に登
載し文書管理責任者の閲覧に供し、担当者・処理期限を
決定 

3 処理・伝達 起案文書の作成・
回議・決裁等 

〇事案は、起案文書の作成・回議・決裁により決定 

〇他局部課に関連する事案は、当該事務の所管課 に合議 

〇緊急事案等に係る起案文書の回議中、上司不在等の場合、
直近下位の職員が代決可能（上司在庁の際、後閲） 

原課 原課 原課 原課 公文書館 公文書館 公文書館 公文書館 

保存期間の満了 

保存期間の延  

 

 

収受・作成 処理・伝達 整理・保管 保存 移管 

廃棄 

・文書の受付 

・文書の作成 

・起案の決裁 

・文書の発送 

・事務室での
保管 

・文書庫での
保存 

保存・利用 
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No. 
ライフ 

サイクル 
項 目 内 容 

4 発送 〇発送する公文書は、軽易なものを除き文書件名簿に登載 

〇発送する公文書は、原議と照合し公印を押印 

〇公印が不要なものは、電子メール又は文書管理システムで
発送可能 

5 整理・保管 公文書の整理 ○関連する公文書をフォルダーやバインダー（簿冊）にまと
め、総合文書管理システムに名称、分類、保存期間等（目
録情報）を登録し、公文書目録としてインターネットで公
開 

6 公文書の保管 ○原則、現年度及び前年度の簿冊、常用簿冊を事務室の共有
の書棚等で保管 

7 保存 公文書の 

置換え・保存 

○前々年度以前の簿冊は、文書保存箱に入れて、本庁及び各
区の文書主管課に引継ぎ、事務室外の文書庫にて保存（置
換え） 

※文書が必要になった場合は、閲覧や貸出が可能 

8 保存期間 ○保存期間は、通常、簿冊単位で次の区分で設定 

・30 年保存：条例の制定改廃、議案などの文書 

・10 年保存：規則や要綱等の制定改廃などの文書 

・５年保存：会計経理などの文書 

・３年保存：定例的な事務の執行などの文書 

・１年保存：軽易な届出や照会などの文書 

※上記のほか、原本の写しや開催案内など軽易な文書で、
保存期間が１年未満のものは「随時廃棄」 

※業務上、必要な場合は延 も可 

9 廃棄・移管 保存期間満了時 

の措置決定 

○各課は保存期間満了時に公文書館に移管するか廃棄する
かの措置をあらかじめ決定（できるだけ早期に） 

○移管・廃棄を定める際は、公文書館と各課が協議 

※公文書館への移管対象となる「重要公文書」の該当基準
を策定 

10 廃棄 ○保存期間が満了し公文書館に移管しないとした簿冊は廃
棄 

○次の簿冊は、廃棄に関する透明性を確保するため、廃棄前
に札幌市公文書審議会の意見を聴く 

・公文書館が移管の措置を求めたにも関わらず各課が移管
決定しなかった簿冊 

・10 年以上保存している簿冊 

※廃棄を決定した簿冊は公表 
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No. 
ライフ 

サイクル 
項 目 内 容 

11 公文書館への 

移管 

○市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴
史を検証する上で重要な資料となるものは公文書館に移
管し永年保存 

○特定重要公 書の市 利 制度を整備 

 

また、本市における文書管理業務の年間スケジュール概要を以下へ示す。 

 

 

図 1-2 文書管理業務スケジュール（標準） 

 

本システムに関係する法令の他に、本市の条例、規則、規程及び要綱等に準拠すること。 

なお、業務や作業内容の変更が比較的容易なもので、業務効率化に資するものについては、本市と協
議の上で、現行の業務を変更することも可とする。 

 

(2)  情報システム化の範囲 

本システムのスコープとしては、現行システムと同様に以下のシステムで執り行う業務を情報システ
ム化の範囲とする。 

 文書管理システム 

 電子決裁システム 

 公文書館システム 

 文書保存センターシステム 

業務内容

昨年度末に保存期間が満了し
た簿冊の廃棄又は公文書館
への移管

事務室から書庫への置換

来年度初めに公文書館へ移
管する簿冊の利用制限意見
（非公開情報）の登録

来年度に使用する簿冊の登録
（廃棄・移管の事前入力）
※年度が明けてからでも登録可能

今年度末に保存期間が満了
する予定の簿冊の廃棄、公文
書館への移管又は延長の選
定

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

公文書館の作業

各課の

作業

移管

システム

入力

移管、

廃棄、

延長の

措置の

決定（決裁）

移管文書

選定作業

システム

入力

システム入力・実作業

＜移管・廃棄と選

定した簿冊のうち、

公文書館と各課

で意見が一致し

なかった簿冊＞

 

公文書館との協議

廃棄

公文書管理審議

会での移管・廃棄

の審議

システム

入力
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 目録公開システム 

 電子掲示板システム 

 

(3)  現行業務上の課題及び本市特有の業務要件等 

現行の業務・システムにおいて課題や改善が必要な事項があるため、次期システムの導入により運用
の見直し等を含めて課題解決に資すること。また、本市特有の業務要件についても、次期システムにて
実現すること。 

 

表 1-2 現行業務上の課題及び本市特有の業務要件等 

No. 分類 課題・要件等タイトル 課題・要件等詳細 

1 全般 電子決裁の原則化 現行システムにも電子決裁の機能はあるが、起案文書
等への添付文書の登録や、文書・簿冊の検索など操作性
が悪いこと、承認者が起案修正できず、差戻しコメント
での修正指示も手間であること等の理由から、電子決
裁の利用が進んでいない。 

また、電子決裁の利用制限として、個人情報が含まれる
文書、公印を使用する文書、公文書館に移管される可能
性がある文書などは電子決裁の対象外としている。 

次期システム導入にあたっては、上記の電子決裁の利
用制限をなくし、電子決裁を原則化することを想定し
ており、電子決裁原則化の運用に耐えられるシステム
であることが必須条件となる。 

2 文書事務の組織単位 本市では、文書を保管する組織上の単位を保管単位と
いい、原則として「課」が該当するが、出先機関など必
要に応じて「係」を一つの保管単位としているケース
や、一つの保管単位が複数の課にまたがっているケー
スがある。簿冊登録や置換え、廃棄等は、原則、保管単
位ごとに実施している。 

また、文書は、原則、保管単位ごとに保管を行っている
が、文書の発送・収受に関しては、複数の課、又は保管
単位が一つの組織グループとして文書の発送・収受処
理を行うケースがあるため、これを収受グループとし
て管理している。 

次期システムでも、文書事務の組織単位は原則、「課」
とするが、上記のパターンにも対応できること。 

3 文書分類 文書分類の現行運用として、「共通文書」（人事、給与、
経理、物品など、各所属に共通して存在する文書）と「固
有文書」（それぞれの所属の固有業務に関する文書）で
分類を分け（どちらの分類も文書主管課が分類を管
理）、第 5 分類が簿冊名称となる運用を行っている。第
5 分類となる簿冊は、共通文書では決められた簿冊名称
から選択、固有文書は各課で簿冊名称を作成している。 

基本的には現行の運用と変わらない、又は変更がある
場合であっても移行に支障のない運用方法を想定して
いるが、第 4 分類が約 8,000 分類ほどあるため、効率的
な運用をできることが望ましい。 
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No. 分類 課題・要件等タイトル 課題・要件等詳細 

4 起 案 ・ 決
裁・施行 

機構図と異なる回議ル
ートの設定 

本市では機構上の部、課、係といった組織単位のほか、
担当部 、担当課 、担当係 等が存在し業務を分担し
ているため、回議ルートの設定において、機構図上と異
なる回議ルートを設定することがある。そのため、札幌
市イントラネットから業務システムにイントラネット
ユーザ情報・組織情報を提供するイントラネット共通
サービスシステム（以下「ICSS」という。）から連携さ
れる職員情報を元に、機構図とは異なる回議ルートに
係る組織情報の登録が可能なことが必要となる。 

5 事務取扱の設定 本市では通常、代決は決裁権者に代わってその直近下
位の職員が事案を決定する運用を行っているが、休職
などで職員が欠落した場合、発令により「事務取扱」と
して、その職より上位の者が当該職の職務を兼務する
ため、システムの対応ができること。 

6 原議照合の運用 公印の押印について、公印管理者は、起案者が持参した
施行文書と、文書システムに登録されている決裁済み
の原議とを照合した上で承認を行う運用を想定してい
る。 

現在は紙で原議照合を行っているが、公印の押印件数
が多いため、なるべく運用負荷をかけずに原議照合を
行う方法をシステムで実現できることが望ましい。 

7 令達番号の運用 条例、規則、訓令、告示については、令達番号として全
庁単位での通し番号を自動で採番できることが必要。 

令達番号は、法制課等の担当者が未来の日付で任意の
番号を予約確保しておき、当該番号以降の番号を各課
担当者が採番しようとした場合にエラーとなり、各課
担当者が法制課担当者へ連絡を行い、法制課の担当者
は令達番号の枝番を採番する。また、遡及して採番はで
きないことが要件となり、原則として現行の運用を踏
襲する。 

なお、告示については各区単位でも通し番号を自動で
採番できる機能が必要。 

8 保管・置換・
廃棄 

文書保存センターとの
連携 

札幌市には、庁舎外に文書保存箱を保存している文書
保存センターがあり、そこで用いている文書保存セン
ターシステムと、文書管理システムとの情報連携が必
要となる。 

文書保存センターからは庁内イントラへ直接接続でき
ないため、エクストラネットというネットワークを用
いて連携を行う必要がある。 

また、文書保存センター内で用いるハンディターミナ
ルにて保存箱のバーコードを読み取り、管理（受入、貸
出、返却、廃棄、棚卸等）を行っている。原則として現
行の運用を踏襲するが、必要に応じて効率化等の検討
を行うことを想定している。 
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No. 分類 課題・要件等タイトル 課題・要件等詳細 

9 共通機能・
運用支援 

文書の閲覧制限 本市では、個人情報保護条例に基づき、個人情報の利用
は、業務の目的の範囲内に制限されている。同一課内で
あっても、業務上、課全体で共有する必要のない個人情
報は、係単位など業務の目的の範囲内でしか閲覧でき
ないように制限できる必要がある。また、別係への異動
など課内で職員の担当業務に変更等があった場合、適
切に閲覧制限が再設定されるよう対応する必要があ
る。 

さらに、自身が作成や承認、決裁等を行った文書であっ
ても、異動等により閲覧権限がなくなった文書につい
ては、閲覧等を行うことができないようにする必要が
ある。 

なお、システム管理者の権限者であっても、閲覧権限の
ない文書は閲覧対象とならないようにする必要があ
る。 

10 他システム（財務会計
システム等）との連携 

市内部の他システムに電子決裁基盤を提供すると共
に、文書・簿冊情報等を連携できるインタフェースを提
供する必要がある。 

なお、再構築を検討中の財務会計システムについては
独自の電子決裁機能を有する想定であるが、財務会計
システムで決裁を行った文書については、決裁後の文
書・簿冊管理を文書管理システムで行うことができる
ように、システム連携の連携内容や範囲は要件定義（補
完工程）において検討し要件を確定することとする。 

11 その他 改元対応（会計年度） 2019 年 5 月 1 日に改元が行われ、新元号は「令和」と
なった。2019 年度の元号による年表示について、要件
定義（補完工程）において本システムにおける対応方針
を検討し確定する必要がある。 

    
2.2.2.2. 機能要件 機能要件 機能要件 機能要件 
(1)  機能に関する事項 

本システムに求める機能要件を、別添 2「次期システム機能要件一覧」に示す。 

なお、本書で定める機能要件以外にも、本業務の受託者が採用するパッケージソフトウェアが標準で
有する機能について、本市の業務に有用なものは、要件定義（補完工程）において、機能要件に追加・
更新して整理すること。 

 

(2)  画面に関する事項 

本システムはパッケージソフトウェアによる構築を前提としているため、「2.(1) 機能に関する事項」、
「3.(1) ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項」及び本書に定めるその他要件に基づき、必
要な画面を用意すること。 

なお、本業務の受託者が提案するパッケージソフトウェアに基づき、要件定義（補完工程）において、
画面一覧、画面概要、画面遷移の基本的考え方、画面入出力要件・画面設計要件等を整理すること。 

 

(3)  帳票に関する事項 
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本システムはパッケージソフトウェアによる構築を前提としているが、本システムの運用において最
低限必要と想定される帳票一覧を、別添 3「次期システム帳票一覧」に示す。 

また、別添 3「次期システム帳票一覧」に記載している帳票以外でも、別添 1「次期システム業務フロ
ー」及び別添 2「次期システム機能要件一覧」に記載している要件を満たすため運用上において必須と
なる帳票については、提案を行うこと。 

なお、本書で定める帳票以外にも、本業務の受託者が採用するパッケージソフトウェアが標準で出力可
能な帳票について、本市の業務に有用なものは、要件定義（補完工程）において、帳票一覧に追加・更新
して整理すること。 

 

(4)  情報・データに関する事項 

現行システムの業務データ（テーブル、データ量等）について、別添 4「現行システム業務データ一覧」
に示す。 

なお、要件定義（補完工程）において、本システムにて取り扱われる情報・データを、情報・データ一
覧として整理し、データ移行設計を行うこと。 

 

(5)  外部インタフェースに関する事項 

本システムの外部システムとの連携要件に係る参考として、現行システムの外部インタフェースを別
添 5「現行システム外部インタフェース一覧」に示す。 

次期システムの運用上において必要と想定される外部インタフェースについては、別添 1「次期シス
テム業務フロー」及び別添 2「次期システム機能要件一覧」に記載しているシステム連携の要件を実現
する方式を要件定義（補完工程）の中で検討すること。 

また、システム連携を想定している共通基盤システムや財務会計システムは再構築を検討中であるこ
とから、必要に応じて、連携先のシステムに対して必要な情報等の提供を行うこと。 

なお、要件定義（補完工程）において、本システムにて取り扱われる外部インタフェース及びその詳
細を、外部インタフェース一覧及び外部インタフェースファイル項目定義書として整理すること。 
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3.3.3.3. 非機能要件 非機能要件 非機能要件 非機能要件 
(1)  ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 

本システムはパッケージソフトウェアによる構築を前提としているが、カスタマイズや独自に開発す
る画面については、パッケージソフトウェアの画面設計規約に基づき画面設計を行うこと。 

 

ア.     稼働環境 

本システムのユーザビリティ及びアクセシビリティは、「3.非機能要件 (11) 情報システム稼働環境
に関する事項」を参照し、本市が利用するクライアント端末の稼働環境を考慮すること。また、原則と
して、本市が開発時点で標準として採用している Web ブラウザを用いた操作環境を前提として設計す
ること。ただし、ユーザが特定され、少人数のみで利用する機能については、本市と協議の上で、Web

ブラウザとは別の操作環境を用いることも可とする。 

 

イ.     ユーザビリティ要件 

(ア)  画面構成 

① 何をすればよいかが画面を見て直ちにわかるデザインにすること。 

② 業務上不要な情報、デザインを排し、できる限りシンプルでわかりやすい画面構成にすること。 

③ 業務の頻度や業務上の処理手順を考慮し、作業効率を考慮した画面構成、画面遷移にすること。 

④ ユーザの操作手順を考慮し、画面上の表示・入力項目を、上から下へ、左から右へ流れる順番
に配置すること。 

⑤ 画面上に表示する操作の指示や説明、メニュー、用語等は、原則として本市の文書管理規定に
準拠するとともに、ユーザに誤解を生じさせないよう正確かつ直観的に理解できる用語を使用
し、指示や説明に用いる用語（メニュー名、ボタン名等）、デザインには、システム全体で一
貫性を持たせること。 

⑥ 画面の初期表示時に、入力項目や選択項目などに適切な既定値を設定すること。既定値の設定
有無、設定値は、本市と協議の上、設計時に仕様を決定すること。 

 

(イ)  操作方法の分かりやすさ 

① ユーザの作業負担軽減のために、ユーザの操作手順に配慮した画面遷移とし、最小限の操作、
入力等でユーザが作業できるようにすること。 

② 画面上で入力やクリック、チェックができる項目とできない項目の区別を明確にし、ユーザが
直観的に判別しやすいようにすること。 

③ 「Tab」キーによる画面上のフォーカスの移動順序について、ユーザが操作しやすい順序とする
こと。また、入力画面への遷移後は、入力可能な位置へカーソルを当てること。 

④ 本システムはキーボードとは別にマウスの利用も想定しているが、「Enter」キーや「Tab」キ
ー、「Function」キー等を利用し、キーボードのみでも容易に操作や入力が実施できるよう考慮
すること。 
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(ウ)  指示や状態の分かりやすさ 

① 全体の作業の中で、現在何の処理、どの階層の処理をしているのかを、ユーザがわかるように
配慮すること（パンくずリストの表示等）。 

② 入力必須項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど、項目の区分や重要度をユーザが直観的
に判別しやすいようにすること。 

③ システムが処理している内容や状況をユーザが把握できるようにすること。特に、結果表示ま
でに時間がかかる検索実行や帳票出力時等には、処理にかかる時間や進捗状況を表示すること。 

 

(エ)  エラーの防止と処理 

① ユーザが操作や入力を間違えないデザインや案内を提供すること。複雑な操作や入力の場合に
は、該当欄の近くに説明やメッセージ、ヘルプ表示へのリンクを表示するなど工夫すること。 

② 誤操作や判断ミスによる誤りを防止するために、十分な視認性のあるフォント、文字サイズに
するなど、デザインに留意すること。 

③ エラーが発生した場合に、該当箇所（未入力項目、入力形式誤り等）を強調表示する等、ユー
ザがエラーの解消まで迷わず対応できるよう、必要な情報と手段を提供し、何が起こっている
のか、なぜそのエラー状態が発生したのかなど、ユーザが容易に理解できるようにすること。 

④ 登録、更新、削除などの処理の前に確認画面やポップアップ画面を用意し、ユーザが行った操
作のやり直し、取り消しがその都度できるようにすること。 

 

ウ.     アクセシビリティ要件 

(ア)  指示の状態の分かりやすさ 

① 色の違いを識別しにくいユーザを考慮し、ユーザへの情報伝達や操作指示を促す手段は、メッ
セージを表示する等、できる限り色のみで判断するようなものは用いないこと。 

② 文字サイズを Web ブラウザの設定等により拡大・縮小でき、拡大表示した際も問題なく画面表
示、操作ができること。 

 

(イ)  言語対応 

① 画面上に表示する用語は、日本語で記述すること。 
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(2)  システム方式に関する事項 

ア.     情報システムの構成に関する全体の方針 

① 特定のクライアント端末及び新たなソフトウェアの導入を必要とせず、本市が利用している既存
のクライアント端末で使用できる標準的なソフトウェア（Internet Explorer、Acrobat Reader、
Microsoft Office 等）を利用した Web アプリケーションシステムとする。ただし、本システムを稼
働する際にクライアント端末への特定ソフトウェアのインストールが必要となる場合は、ソフト
ウェアのインストールが最小限となるよう考慮するとともに、本業務の受託者がインストール手
順書等を用意し、ユーザの負荷が大きくならないようにすること。また、ユーザが特定され、少
人数のみで利用する機能については、本市と協議の上で、Web アプリケーションシステムとは別
のアーキテクチャを採用することも可とする。 

② 採用するプログラム言語は、開発時点で普及しており、国内でシステムエンジニア及びプログラ
マ―を多く確保できるプログラム言語を採用すること。また、できる限り本システム全体でプロ
グラム言語を統一すること。 

③ 本システムの利用者からのアクセスは、本市のイントラネットを利用すること。なお、サブシス
テムのひとつである目録公開システムを除き、インターネットは利用できないため、留意するこ
と。 

④ 本番環境と検証環境の２つの環境を用意すること。検証環境については、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上で最低限必要な構成とすること。（本番環境及
び検証環境に必要となるハードウェア・ソフトウェアは別途調達する。）なお、本システムへの
ログインは共通基盤システムが準備するポータルサイトを経由して行うが、ポータルサイトは本
番環境と検証環境それぞれに対して個別に共通基盤システムからサービスが提供されるため、本
システムの本番環境と検証環境は適切なポータルサイトを経由してログインする構成とすること。 

⑤ 検証環境に対して、任意のタイミングで本番環境のデータ（全てのデータである必要はないが、
現年度を含む過去 2 年度程度のデータ）をコピーし、本市の一部の職員が検証環境を利用できる
こと。 

⑥ 開発や保守等に必要な開発環境、テストツール等は受託者が用意すること。 

 

イ.     情報システムの全体構成 

本システムは、本市共通基盤システムと同様に新総合行政情報システム上に構築する。 

なお、共通基盤システムは、現在は総合行政情報システムの一部として稼働しているが、現在、新共
通基盤システムの再構築を検討しており、本システムの総合テスト開始前の令和 2 年 11 月から仮運用
を開始し、本システムが稼働する令和 3 年 7 月に本番稼働を目途としている。本システムを含む新総
合行政情報システム上で稼働するシステムは、原則として仮想環境上での構築を想定している。ただ
し、共通基盤システムが提供する仮想環境では、物理コア数に応じたライセンス体系のソフトウェアを
稼働させることができないため、そのようなソフトウェアを使用する場合は物理サーバで独自に構築
すること。また、技術面や費用面で適当な場合は、本システムのデータベースサーバ、バックアップサ
ーバに限り、物理サーバで独自に構築することも可能とする。本システムの機器賃貸借と運用保守は、
共通基盤システムと分担して準備及び実施することになる。本システムと共通基盤システムの機器賃
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貸借及び運用保守の分担（案）を図 3-1 に示す。 

 
※上記に含まれないサーバを構築する場合は、共通基盤システムとの分担を含めて提案すること。 

図 3-1 本システムと共通基盤の機器賃貸借及び運用保守の分担（案） 

 

なお、図 3-1 は機器賃貸借及び運用保守の分担であり、インフラ設計及び運用保守設計は「3 非機能
要件」に記載のとおり本業務のスコープの範囲となる。 

情報システムの全体構成概要（案）を図 3-2 に示す。 

【凡例】

本番環境 検証環境 本番環境 検証環境

OS

ソフトウェア・
ミドルウェア

ハードウェア

ファシリティ

システムバック
アップ

データバック
アップ

対象外

共有ディスクへ
の遠隔地保管用
データの書込み

セキュリティ

文書管理システム

共通基盤（文書管理システムが独自に構築も可能）

共通基盤

業務 分類
サーバ種類

NFS
目録
公開

文書管理AP 文書管理DB 文書管理バック
アップ・運用管理

共通基盤
バックアップ

機
器
賃
貸
借

・WindowsServer2016
・RHEL ※バージョン等は要件定義
（補完工程）で共通基盤システムと調
整する

共通基盤が提供する仮想サーバを利用しない場合、文書管
理システム独自でのOSの調達が必要

共通基盤システム
を利用する業務シ
ステムのバック
アップデータ（遠
隔地保管用のデー
タ）をLTOに書込
むためのサーバ

受託者が提案する製品

共通基盤が提供する仮想サーバ
（VMware）及びストレージ

共通基盤が提供する仮想サーバを利用しない場合、物理
サーバ及びストレージの調達が必要

ネットワーク

対象外
（本市が準
備するネッ
トワーク機
器、ラック
等を利用す
ること）

L2SW、L3SW、運用保守SW、負荷分
散装置 共通基盤が提供する仮想サーバを利用しない場合、文書管

理APサーバや検証環境サーバ、ストレージとの間のネット
ワーク機器の調達が必要

新総合行政情報システム以外のシステ
ムとの連携に必要なネットワーク機器
（ファイアウォールを含む）

本市施設、共通基盤のラック 本市施設、共通基盤が提供する仮想サーバを利用しない場
合、文書管理システムとしてラックの調達が必要になる

仮想サーバを利用しない場合、文書管理システム独自で
バックアップの取得が必要

バックアップサーバとして仮想サーバを利用しない場合、
文書管理システム独自で共通基盤の共有ディスクに対する
バックアップファイルの書込みが必要

運用負荷の
少ない仕組
みの検討が
必要

運
用
保
守

構築時や設
定変更時に
バックアッ
プを取得

VMwareの機能を用いて共通基盤が実施

対象外
アクセスログの取得

         マルウェア対策・windowsセキュリティパッチ等

VMwareの機能を用いて共通基盤が実施

業務データの取得

文書管理

共通/文書

共通基盤

文書管理

文書管理

共通基盤

共通基盤

共通/文書

共通/文書

共通/文書

共通基盤

共通基盤

共通基盤 共通/文書

共通基盤 共通/文書文書管理

文書管理 文書管理

文書管理

文書管理

共通基盤 共通/文書
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図 3-2 情報システムの全体構成概要図（案） 
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(3)  規模に関する事項 

ア.     管理対象の簿冊・文書数 

現行システムが管理対象としている簿冊・文書数の規模を表 3-1 に示す。また、現行システム外で管
理している起案文書の総数を表 3-2 に示す。 

なお、現行システムでは管理対象外としている起案文書についても、次期システムにおいては電子決
裁を原則化していくことから、システム管理対象の範囲に含むため、システム稼働後に文書数が増加し
ていくことを想定しており、起案文書だけでも年間 100 万件ほどをシステムで管理する必要が生じるこ
とが予想される。 

表 3-1 現行システム管理対象の文書数 

No. 区分 文書数 備考 

1 保有している簿冊の件数 689,624 件  

2 保有している文書の件数 970,194 件  

3 収受文書 402,638 件 平成 29 年度の文書数 

4 起案文書 48,857 件 平成 29 年度の文書数 

5 供覧文書 338,720 件 平成 29 年度の文書数 

 

表 3-2 現行システム外の起案文書数 

No. 区分 文書数 備考 

1 起案文書 457,214 件 平成 30 年度の実態調査回答
集計数（一般起案用紙を用
いた起案件数で、財務に関
するもの及び余白処理等の
簡易決裁を除く件数） 

 

イ.     システムの利用者数 

現行システムの職員区分ごとのユーザ数（システムを直接操作する利用者数）の規模を表 3-3 に示す。
また、現行システムの権限設定ごとのユーザ数を表 3-4 に示す。 

表 3-3 職員区分ごとのユーザ数 

No. 職員区分 文書管理システム利用可能者数 備考 

1 正職員 11,967 人  

2 派遣受入職員 28 人  

3 非常勤・臨時職員 208 人 職員のうち、文書管理シス
テムの利用権限を持ってい
る非常勤・臨時職員数 

合計 12,203 人  
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表 3-4 権限設定ごとのユーザ数 

No. 権限設定 有効な人数 備考 

1 文書管理責任者 623 人  

2 文書主任 2,126 人  

3 文書補助員 1,092 人  

4 LGWAN 文書取扱主任 4 人  

5 行政部総務課職員 4 人  

合計 3,849 人  
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(4)  性能に関する事項 

ア.     オンライン処理性能 

応答時間に係る要件を表 3-5 に示す。なお、ここで定める応答時間は、サーバがクライアント端末
からのリクエスト要求を受けて応答結果を返すまでに要するサーバ内の処理時間（以下「サーバ処理時
間」という。）とし、クライアント端末の処理性能やネットワークの伝送性能等は対象外とする。 

ただし、全体のレスポンスタイムを考慮し、クライアント端末の処理性能やネットワークの伝送性能
に過剰な負荷がかかることを避けた設計とし、性能テストの際には、サーバ処理時間だけでなく、全体
のレスポンスタイムを計測したテストを行うこと。 

 

表 3-5 性能要件 

No. 対象 条件 性能目標値 遵守率 

1 画面から操作処理 検索系処理 5 秒以内 90% 

2 参照系処理 3 秒以内 90% 

3 登録・更新系処理 3 秒以内 90% 

4 外部データの取り込み 100 レコード以内 30 秒以内 90% 

5 帳票出力 5 ページ以内 7 秒以内 90% 

6 データ出力 100 レコード以内 30 秒以内 90% 

 

イ.     バッチ処理性能 

バッチ処理に係る時間は、システムの運用時間（オンラインサービス提供時間、バックアップ時間
等）や他システムとの連携等を考慮し、運用に影響を与えない時間で完了できること。 
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(5)  信頼性に関する事項 

システムを構成する機器や部品の一部に単一故障が発 した際に、業務を継続できるよう、冗 化等
の対策を行い、可能な限りシステム全体が停止しない構成とすること。 

 

ア.     可用性要件 

(ア)  可用性に係る目標値 

本システムの可用性の目標値を表 3-6 に示す。 

 

表 3-6 可用性に係る目標値 

No. 項目 目標値 備考 

1 稼働率 99% 計画停止及び災害発生
に伴う停止時間は除く 

2 運用時間 システムのサービス利用可能時間は、土
日祝日及び年末年始（12 月 29 日から 1

月 3 日まで）を含む毎日。通常は 7:00 か
ら 22:00 まで、水曜日は 7:00 から 20:00

まで、土日祝日は 8:45 から 12:00 までと
する。 

現行システムの運用時
間からの延 を検討し
ているため、要件定義
（補完工程）にて本シ
ステムの運用時間の延
 を検討すること 

3 計画停止 計画停止あり（本市と事前協議の上、運
用スケジュールの変更を許容する。） 

 

4 障害発生時の目標復旧時間 24 時間以内 災害時を除く 

5 障害発生時の目標復旧時点 障害直前の完了トランザクション 災害時を除く 

 

(イ)  可用性対策 

① Web サーバや AP サーバ等は、負荷分散構成とし、障害発生時に自動的に縮退運転を可能とす
ること。 

② DB サーバ等は、ホットスタンバイ又はウォームスタンバイによるクラスタ構成等とし、障害
発生時に自動的に待機系への切換えを可能とするなど可用性の確保ができるシステム構成と
すること。 

③ システムの障害を早期に発見し、早期復旧を図るため、運用要件に基づき適切な監視の設計を
行うこと。 

 

イ.     完全性要件 

① 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

② 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

③ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 
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(6)  拡張性に関する事項 

ア.     性能の拡張性 

① 管理対象の文書が増えていくこと、また、ユーザ数が 1.5 倍になっても性能が落ちることのない
よう、処理能力の向上やデータ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。特に、現在、
市立学校等の教育機関（小中高等学校、幼稚園など計 324 校）については、現行システムを導入
していないが、今後、事務効率化のため、一部の教職員や事務職員の端末に導入する可能性があ
るので、留意すること。 

なお、今後、本市の運用として電子決裁や文書の電子化を推進していくため、将来的なデータ増
に対応できるよう拡張性を設計すること。 

 

イ.     機能の拡張性 

① 将来の法改正や条例改正、制度変更等が発生した場合に、機能の追加・変更が柔軟に対応可能な
設計・開発技法を採用すること。 

② 各種コードについては、 期間（10 年以上）の運用を見据えて、コードが枯渇することのないよ
う考慮してコード体系を設計すること。 

 

(7)  上位互換性に関する事項 

① クライアント OS や Web ブラウザのバージョンアップに備え、OS や Web ブラウザの特定バージョ
ンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。 

② クライアント OS、Web ブラウザ及びその他実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び
作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。 

 

(8)  中立性に関する事項 

① 採用するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術仕
様に基づくものとすること。 

② 採用するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインタフェースを利用して接続又はデ
ータの入出力が可能であること。 

③ 採用するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体（ISO、IETF、IEEE、ITU、JISC

等）が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。 

④ 本システムを更改する際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依存することを防止するた
め、原則として情報システム内のデータは、XML、CSV 等の標準的な形式又は汎用性の高い技術
で取り出すことができるものとすること。 

⑤ 特定の事業者や製品に依存することなく、機器賃貸借事業者及び運用・保守事業者等へ引き継ぐこ
とが可能なシステム構成とすること。また、次期システムへの引継ぎを考慮し、データレイアウト
は中間標準レイアウトに準拠したものとすること。 
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(9)  継続性に関する事項 

ア.     継続性に係る目標値 

地震や火災、水害等の大規模災害等により本システムが被災した場合の継続性に係る目標値を表 3-7

に示す。 

表 3-7 継続性に係る目標値 

No. 項目 目標値 備考 

1 災害時の目標復旧時間 2 か月以内 定常時の 50%の性能と
する 

※インフラ環境が復旧
した後の本システムと
しての目標復旧時間 

2 災害時の目標復旧時点 2 週間以内  

 

イ.     継続性に係る対策 

① 費用対効果を考慮し、DR（Disaster Recovery）サイトや災対環境は不要とする。 

② 災害等により本システムの設置場所が完全に滅失した場合に備え、バックアップデータ（システ
ムバックアップ及び業務データ）は本システムの設置場所から離れた場所に 1 ヶ月に 2 回程度の
頻度で搬送、保管すること。なお、当該作業は本業務とは別に本市が別途契約する運用・保守業
務の受託者が行う。また、バックアップの運用については、別添 6「共通基盤と文書管理の役割分
担」を前提として、別途本市にて再構築を検討している共通基盤システムとの役割分担等を要件
定義（補完工程）にて検討すること。 

③ 災害等により本システムのサーバ等機器が被災した場合は、新たに機器等を調達し、バックアッ
プデータから本システムを復旧できること。復旧の手順書を整備し、運用テストの際に手順に問
題ないことを確認すること。 
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(10)  情報セキュリティに関する事項 

本システムは、サブシステムのひとつである目録公開システム以外はインターネットに接続しない前
提であり、目録公開システムは本市 DMZ セグメントに構築する想定であるため、インターネットにお
ける不特定多数からの攻撃を受ける可能性は低いが、本システムの構築及び運用においては、クラッカ
ー（悪意を持って情報セキュリティシステムを破壊・改ざんする者）による攻撃や、マルウェア（情報
セキュリティシステムに影響を与える不正なソフトウェア）の影響を受けたクライアント端末やサーバ
等を踏み台にした攻撃等のセキュリティリスクに対処して、システムの停止、情報の漏えいや毀損等の
発生を未然に防ぐこと。また、情報システムの複雑化により、システムの構成要素（OS やミドルウェア
等）に情報セキュリティ上の欠陥（セキュリティホール）が顕在化した際は、迅速に対応すること。 

本項目において挙げる対策以外でも、今後、本市の個人情報保護条例及び情報セキュリティポリシー
により対応すべき要件が抽出された場合には、本市と協議を行い、適切な措置を講ずること。 

 

ア.     適用範囲 

原則、本要件の適用範囲は、本システムが開発するアプリケーション及び導入するシステム環境まで
とし、本市のイントラネットに係るクライアント端末やネットワーク等は本業務の範囲外とする。 

 

イ.     遵守・準拠すべき基準等 

本市の情報セキュリティ要件は、以下に示す基準類、ガイドライン等に沿って対策を実施すること
を基本方針とする。これらの基準類等が改定された場合は、改定版のものに準拠すること。 

① 札幌市個人情報保護条例（平成 16 年 10 月 4 日制定、平成 28 年 12 月 13 日改正） 

② 札幌市情報セキュリティポリシー（情報セキュリティ基本方針、情報セキュリティ対策基準） 

※ 情報セキュリティ対策基準については非公開のため、本業務の受託後に必要に応じて説明
を行う予定。 

 

また、本システムにおける情報セキュリティを確実に維持するため、上記に示す基準類等に基づき、
本システムの運用・保守におけるセキュリティ対策について定めた規定類を、体系的に整備すること。 

 

ウ.     個人情報の取扱い 

受託者は札幌市個人情報保護条例を遵守する他、番号法に基づくマイナンバーの取扱いについても
法令等を遵守し、本業務において適正な対策を講じること。 

 

エ.     情報セキュリティ対策 

本システムでは、「イ．遵守・準拠すべき基準等」に示す基準類に準拠したセキュリティ対策を行う
こと。 

なお、本業務期間中に個人情報保護条例や情報セキュリティポリシーの見直し等が実施された場合
には、その内容を適切に反映するように情報セキュリティ対策の見直しを行うこと。 
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(ア)  主体認証 

正当な権限を保有する者のみ各処理を実施できるようにするため、情報システムに対するアクセス
主体を認証する手順や仕組みを備えること。 

現在、総合行政情報システムの職員認証基盤を利用して、イントラネットの Active Directory と連携
し、Windows ログオンとのシングルサインオンを実現している。次期システムにおいては、以下に示
す要件に従い、シングルサインオンを実現すること。 

① シングルサインオン実現のために統合 windows 認証を用いること。 

② 統合 windows 認証は共通基盤システムが提供するポータルサイトが担い、業務システムはポー
タルサイトから渡されるユーザ ID（職員番号）を用いてログインを行うこと。 

③ ポータルサイトからユーザ ID（職員番号）を渡す場合、負荷分散装置で HTTP リクエストのヘ
ッダー部にユーザ ID を埋め込む方式とする。 

④ イントラネット経由の文書管理システムへのログインは、共通基盤システムが提供するポータ
ルサイトからの遷移以外は許容しない。 

⑤ 文書管理システムが使用する職員情報は、イントラネット上の ICSS から日次で全件を受領す
る。Active Directory のユーザ情報も ICSS と日次で連携するため、文書管理システムと Active 

Directory の職員情報に差分はないものとする。 

 

 

(イ)  アクセス制御 

利用者の情報システムに対するアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント（ID、
パスワード、権限等）を管理する手順や機能を備えること。アクセス制御の実現に当たっては、原則
として ID は主体個々に付与し、共用は認めない運用とすること。 

 

(ウ)  証跡管理 

情報システムに対する不正の検知、発生原因の特定ができるようにするため、証跡を蓄積・管理す
る手順を備え、以下に示す機能を実現すること。ただし、取得する証跡情報項目及び保存期間につい
ては、本市と協議の上、決定すること。 

① 情報システムに対するアクセス・認証、アカウント管理、例外的事象等に関する証跡を蓄積す
る機能 

② 証跡に対するアクセスを制御し、証跡の不当な消去や改ざんを防止する機能 

 

(エ)  暗号化 

情報システムが保有する情報の漏えい等を防止するため、各種情報に対して以下に示す暗号化対策
を講ずること。 

① 通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を
暗号化すること。なお、共通基盤システムを経由する通信については、負荷分散装置を SSL ア
クセラレータとして、通信の暗号化/復号化の役割を担わせている。 

② 本システムにおいて管理する情報には個人情報が含まれているため、個人情報の通信データは
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暗号化を必須とすること。なお、保存データの暗号化は推奨とする。 

③ 本システムにおいて管理する各種データを移送（送信又は運搬）する場合には、必要に応じて
パスワードによる保護だけでなく、暗号化等の措置を講ずること。 

 

(オ)  セキュリティホール対策 

情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、
開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、対処が必要な脆弱性を修正した上で納入する手順を整
備すること。 

構築時の脆弱性対策に当たっては、以下の方式により脆弱性の確認及び修正を行うこと。 

① アプリケーションを介した攻撃を招く脆弱性の作り込みを回避するため、アプリケーションに
関するコーディング規約を整備し、脆弱性を作り込まない設計・開発を行うこと。 

② 各機器の設定に当たり、不要なアカウント、サービス、ポート等を無効とすること。 

 

(カ)  不正プログラム対策 

マルウェア（ウィルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、本システムを構成する機器
がマルウェアに感染することを防止する手順や機能を備えるとともに、新たに発見されるマルウェア
に対応するため、システムの安定稼働が可能な範囲で機器を最新の状態に保つこと。 

 

(11)  情報システム稼働環境に関する事項 

ア.     ハードウェア要件 

本システムのハードウェア構成について、受託者は要件定義（補完工程）及び基本設計工程におい
て、本書に記載している想定される処理機能及び性能等の要件を満たす最適な機器構成を検討するこ
と。 

また、製品の選定に当たっては、製品のコストのみならず、機器の増設や運用・管理等に至るまで、
より低コストで運用可能な機器及び構成を提案すること。 

ハードウェア導入に係る役割分担を表 3-8 に示す。 

表 3-8 ハードウェア導入に係る役割分担 

No. 作業 
本業務 

の受託者 

機器賃貸借 

の受託者 

共通基盤シス
テムの受託者 

本市及び調達
支援事業者 

1 ハ ード ウェア 仕様 案の整 理
（サイジング作業を含む） 

○   （確認） 

2 調達仕様書の作成    ○ 

3 ハードウェアの調達    ○ 

4 文書管理システムが利用する
範囲のハードウェア設計（全
体構成、機器構成、配置設計、
ネットワーク設計等） 

○  △ 

（確認、情報
提供等） 

 

5 共通基盤のハードウェア設計
（全体構成、機器構成、配置設
計、ネットワーク設計等） 

△ 

（確認、情報
提供等） 

 ○  
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No. 作業 
本業務 

の受託者 

機器賃貸借 

の受託者 

共通基盤シス
テムの受託者 

本市及び調達
支援事業者 

6 機 器ご との環 境設 定シー ト
（雛形）の作成 

 ○ ○  

7 環境設定内容の確定 ○ △ 

（確認、情報
提供等） 

△ 

（確認、情報
提供等） 

 

8 環境構築（機器等導入、環境設
定、単体動作確認等） 

△ 

（確認、仕様
提示等） 

○ ○  

9 基盤全体のテスト ○ △ 

（確認、問題
切り分け等） 

△ 

（確認、問題
切り分け等） 

 

10 テスト後の環境設定変更 ○ ※ ※  

○：主担当 △：支援 

※：機器賃貸借の受託者の瑕疵対応による設定変更は、機器賃貸借の受託者が対応する。 

 

イ.     全体構成 

受託者は、要件定義（補完工程）及び基本設計工程において、本システムに必要となる機器構成等の
具体的な検討及びサイジングを行い、本市が別途調達するハードウェア（サーバ機器、ストレージ機
器、ネットワーク装置、システム管理用のクライアント端末等）及びソフトウェア（アプリケーション
稼働に必要な OS、ミドルウェア、運用管理用のソフトウェア等）の仕様案を本市が調達手続きに必要
な時期までに整理すること。特に、共通基盤システムが調達するハードウェア及びソフトウェアの文書
管理システム向けの仕様案については、本業務の提案時点で情報を整理し、提案内容に含めること。共
通基盤システムが調達するハードウェア及びミドルウェアは、図 3-1 を基に検討し、「(6) 拡張性に関
する事項」を考慮した仕様案とすること。 

ただし、ソフトウェアの中で、受託者以外からの調達が困難なソフトウェア（文書管理、電子決裁の
パッケージソフトウェア等）は、本業務の調達時に受託者が用意すること。 

また、受託者は、別途調達するハードウェア及びソフトウェアに基づき、本番環境と検証環境を構築
すること。ただし、検証環境については、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
を実施する上で最低限必要な機器構成とすること。 

稼働環境については、原則として共通基盤システムが提供する仮想環境を利用すること。ただし、共
通基盤システムが提供する仮想環境では、物理コア数に応じたライセンス体系のソフトウェアを稼働
させることができないため、そのようなソフトウェアを使用する場合は物理サーバで独自に構築する
こと。また、技術面や費用面で適当な場合は、本システムのデータベースサーバ、バックアップサーバ
等を物理サーバで独自に構築することも可能とする。 

本システムで必要なハードウェア及びソフトウェアの調達範囲について、表 3-9 に示す。 

 

表 3-9 本システムのハードウェア及びソフトウェアの調達範囲 

No. 分類 HW・SW 設置場所 調達範囲 

1 サーバ・ストレージ・ネット
ワーク（本番環境） 

ハードウェア 

 

本市施設 パッケージソフトウェア
等を除き、本市が別途調
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No. 分類 HW・SW 設置場所 調達範囲 

2 ソフトウェア 

 

達する。ただし、本業務
の受託者は、具体的な構
成の検討及びサイジング
等を行い、仕様案を整理
すること。 

受託者以外からの調達が
困難なパッケージソフト
ウェア等は本業務の受託
者が用意すること。 

3 サーバ・ストレージ・ネット
ワーク（検証環境） 

ハードウェア 

 

4 ソフトウェア 

5 サーバ・ストレージ・ネット
ワーク（開発環境） 

ハードウェア 受託者の開発場所 受託者が必要に応じて用
意すること 6 ソフトウェア 

7 クライアント端末（本市職員
が利用するシステム管理用） 

ハードウェア 本市の執務場所 調達対象外（既存のイン
トラネット端末を利用） 8 ソフトウェア 

9 クライアント端末（運用・保
守用） 

ハードウェア 

 

本市が用意する運
用・保守業務用の執
務場所 

本市が別途調達する。た
だし、本業務の受託者は、
具体的な構成の検討及び
サイジング等を行い、仕
様案を整理すること。 

10 ソフトウェア 

11 クライアント端末（一般ユー
ザ用） 

ハードウェア 本市の執務場所 調達対象外（既存のイン
トラネット端末を利用） 12 ソフトウェア 

 

ウ.     ソフトウェア要件 

本システムのソフトウェア構成について、受託者は本書に記載している業務・機能要件、システム要
件、セキュリティ要件等の要件を満たす最適なソフトウェア構成を検討し、以下に示す要件を満たすソ
フトウェアを導入すること。 

① ソフトウェアのバージョンについては、原則として最新版のバージョンを採用するが、最新バー
ジョンのソフトウェアがシステム全体の安定稼動に影響を及ぼすと認められる場合には、古いバ
ージョンの採用を可能とする。その場合、受託者は最新バージョンのソフトウェアを導入しない
理由を本市へ明示すること。 

② 本市と同等規模以上の 治体、中央省庁、独  政法  は本システムと同等規模以上の 間企
業のシステムで稼動実績を有しており、複数の販売先から購入可能なソフトウェアであること。 

③ ソフトウェア付属のマニュアル、ヘルプや保守対応が、日本語に対応していること。対応してい
ない場合、運用に支障がないよう個別に対応すること。 

 

ソフトウェア導入に係る役割分担を 表 3-10 に示す。 

 表 3-10 ソフトウェア導入に係る役割分担  

No. 作業 本業務 

の受託者 

機器賃貸借 

の受託者 

本市及び調達
支援事業者 

1 ソフトウェア仕様案の整理 ○  （確認） 

2 調達仕様書の作成   ○ 

3 ソフトウェアの調達   ○ 

4 ソフトウェア設計・導入・設定（OS） ○ ※  

5 ソフトウェア設計・導入・設定（ミドルウェ
ア） 

○ ※  
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No. 作業 本業務 

の受託者 

機器賃貸借 

の受託者 

本市及び調達
支援事業者 

6 ソフトウェア設計・導入・設定（運用管理ソ
フト、セキュリティ関連ソフト） 

○ ※  

7 ソフトウェア設計・導入・設定（ユーティリ
ティソフト、オフィス関連ソフト） 

○ ※  

8 基盤全体のテスト ○   

9 テスト後の環境設定変更 ○   

○：主担当 △：支援 

※：クライアント OS などハードウェアにバンドルされているソフトウェアやストレージ管理ソフト
ウェア等、ハードウェアに依存するソフトウェアについては、機器賃貸借の受託者に導入させることも
可とするが、設定情報の検討、情報提供等の導入に必要な支援等を行うこと。 

 

エ.     クライアント要件 

本業務の受託者は、本システムの運用・保守用のクライアント端末として、運用・保守業務の受託者
が運用・監視、保守等で利用するクライアント端末の必要な仕様（台数、性能、ソフトウェア構成等）
を整理すること。 

なお、当該要件に関わらず、機能要件及び運用・保守要件等を踏まえ、必要なスペックを満たしたハ
ードウェア・ソフトウェアを必要な数量提案すること。 

一般ユーザ用のクライアント端末については、本業務の範囲外であり、既存のイントラネット端末を
利用する。現時点で想定する一般ユーザ用のイントラネット端末の条件を表 3-11 に示す。ただし、本
要件は構築期間中に変更になる可能性があるため、受託者は、適宜一般ユーザ端末用のクライアント端
末のハードウェア・ソフトウェア条件を確認し、要件を満たすようアプリケーション開発を行うこと。 

表 3-11 イントラネット端末の条件 

No. 種別 使用ソフトウェア 

1 OS  Windows 8.1 Professional 

 Windows 10 

2 Web ブラウザ  Internet Explorer（各 OS にてサポートされているバージョン） 

 Microsoft Edge 

※現時点で本市のイントラネット端末は Internet Explorer を使用し
ているが、本システム稼働時には Microsoft Edge での動作を保証で
きること。 

3 ウイルス対策ソフト ウイルスバスターコーポレートエディション 

4 クライアント管理ソフト SKYSEA Client View 

 

  



 
要件定義書 

 

27 

 

(12)  テストに関する事項 

ア.     基本方針 

受託者は、以下の基本方針に従い、各テストを実施すること。 

① テスト手法及び品質検証の手法は、受託者が他のシステム構築案件において、豊富な成功実績を
有する手法を利用すること。 

② 必要に応じてテストツール、テスト管理ツールを活用し、効率良くテストを実施すること。 

③ テスト実施時は、必要に応じてテスト結果を検証するための証跡を採取すること。 

④ 欠陥を検知した場合は、その原因を明らかにすること。 

⑤ 本市からの要請がある場合には、関連するテスト項目等について、再度テストを行うこと。 

 

イ.     テストの種類 

本業務で想定するテストの種類を表 3-12 に示す。ただし、「ア. 基本方針」に示すとおり、テスト手
法は受託者が採用する手法に基づくものとし、各テスト工程の考え方や実施内容等について、全体テス
ト計画時に定義し、本市の承認を得ること。 

表 3-12 テストの種類 

No. テスト種類 実施内容 

1 単体テスト 本業務で開発した単一のプログラムモジュールに対して、ソフトウェア品質の検
証を行う。ただし、本業務はパッケージソフトウェアの利用を前提としているた
め、パッケージソフトウェアとして品質が担保されているモジュールに対して
は、単体テストの実施は必須としない。カスタマイズ又は追加開発したモジュー
ルを中心に単体テストを実施すること。 

2 結合テスト 単体テスト済みの複数のプログラムモジュールを組み合わせて、ソフトウェア品
質の検証を行う。ただし、本業務はパッケージソフトウェアの利用を前提として
いるため、パッケージソフトウェアとして品質が担保されている機能群に対して
は、結合テストの実施は必須としない。カスタマイズ又は追加開発した機能を中
心に結合テストを実施すること。 

3 総合テスト 結合テスト済みのソフトウェア及び構築した本番のインフラ環境に対して、シス
テム全体としての品質の検証を行う。機能面のテストだけでなく、負荷テストや
障害回復テスト等のインフラ環境や運用面でのテストも実施すること。監視運用
については文書管理システム（イベント発生）と共通基盤システム（検知、通報）
で協力して実施すること。共通基盤システムの協力が必要なテスト項目は、総合
テスト計画書の作成の時点で共通基盤システム側の作業を明らかにし、市の承認
を得ること。 

4 受入テスト 総合テスト済みのシステムが、本市が示す仕様、要件を満たしていることを検証
する。当該テストは本市が主体となって実施するが、テストデータを含むテスト
環境の準備等について受託者が必要な支援を行うこと。また、運用・保守手順書
（共通基盤用）の受入れを共通基盤システム側で実施するため、受入れに必要な
支援を受託者が行うこと。 

 

ウ.     テストに係る役割分担 

テストに係る役割分担を表 3-13 に示す。全体テスト計画書の策定時に、本市と調整の上、詳細化及
び具体化すること。 
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表 3-13 テストの役割分担 

No. 作業内容 
本業務の 

受託者 

機器賃貸借
の受託者 

共通基盤 

システムの
受託者 

本市 

接続システ
ムの運用・
保守事業者 

1 全体テスト計画書の
作成 

○  △ 

（共通基盤
に関する部
分の確認

等） 

（承認）  

2 結合テスト実施計画
書の作成 

○   （承認）  

3 結合テスト仕様書の
作成 

○     

4 結合テスト環境の準
備（テスト環境、テス
トデータの準備） 

○     

5 結合テストの実施 ○     

6 結合テスト実施結果
報告書の作成 

○   （承認）  

7 総合テスト実施計画
書の作成 

○ △ 

（内容確
認、調整

等） 

△ 

（内容確
認、調整

等） 

（承認） △ 

（内容確
認、調整

等） 

8 総合テスト仕様書の
作成 

○ △ 

（内容確
認、調整

等） 

△ 

（内容確
認、調整

等） 

 △ 

（内容確
認、調整

等） 

9 総合テスト環境の準
備（テスト環境、テス
トデータの準備） 

○ △ 

（テスト環
境の調整

等） 

△ 

（テスト環
境の調整

等） 

 △ 

（テスト環
境の調整

等） 

10 総合テストの実施 ○ △ 

（不具合発
生時の確認

等） 

△ 

（不具合発
生時の確認

等） 

 △ 

（不具合発
生時の確認

等） 

11 総合テスト実施結果
報告書の作成 

○   （承認）  

12 受入テスト実施計画
書の作成 

△ 

（計画書案
の作成等） 

 ○ 

（共通基盤
に関する部

分） 

○  

13 受入テスト仕様書の
作成 

△ 

（仕様書案
の作成等） 

 ○ 

（共通基盤
に関する部

分） 

○  

14 受入テスト環境の準
備（テスト環境、テス
トデータの準備） 

○     
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No. 作業内容 
本業務の 

受託者 

機器賃貸借
の受託者 

共通基盤 

システムの
受託者 

本市 

接続システ
ムの運用・
保守事業者 

15 受入テストの実施 △ 

（不具合発
生時の対応

等） 

 ○ 

（共通基盤
に関する部

分） 

○  

○：主担当 △：支援 

 

エ.     テスト計画書の作成 

受託者は、本書に記載する各種要件を踏まえた上で、テストの開始までに表 3-14 及び表 3-15 に示
す内容を含む、全体テスト計画書、結合テスト実施計画書及び総合テスト実施計画書を作成し、当該計
画書について本市の承認を得ること。また、テストにおいて当該計画書の変更を必要とする場合には、
各テストの開始前までに当該計画書を改定し、改定の内容について本市の承認を得ること。 

 

表 3-14 全体テスト計画書 

No. 記載項目 記載内容 

1 テスト工程定義 各テスト工程の定義と実施内容、開始条件・終了条件等を記載す
る。 

2 実施体制 各テスト実施時の体制と役割・責任範囲、不具合発生時の事業者
間の連絡方法、コミュニケーション管理方法等を記載する。 

3 スケジュール テストの全体スケジュールを記載する。（各テストの詳細スケジ
ュールは、各テストの実施計画書で定義する。） 

4 テスト環境 各テストのテスト実施場所、利用環境、ツール、環境利用時の前
提条件・特記事項等を記載する。 

5 データ利用方針 テストで使用するデータ等の利用方針を記載する。 

6 合否判定基準 各テストの品質基準（品質管理指標、水準）、合否判定基準、不合
格時の対応方法（再テスト、追加テスト等）を記載する。 

 

表 3-15 結合テスト実施計画書及び総合テスト実施計画書 

No. 記載項目 記載内容 

1 対象範囲 当該テスト計画の対象とする範囲を記載する。 

2 開始条件・終了条件 当該テストの開始条件・終了条件を記載する。 

3 合否基準 当該テストの合否基準を定量的な指標値により記載する。 

4 実施環境 当該テストを実施する環境及び使用するシステムの構成やデータ
を記載する。 

5 実施スケジュール 当該テストの実施詳細スケジュールを記載する。 

6 テスト方法 当該テストにおけるテストの準備作業、実施及び結果検証に関す
る実施方法詳細を記載する。 

7 テスト設計仕様 テストケースの作成、テストケースの網羅性・妥当性の検証方針
等を記載する。 

8 テスト管理 当該テスト期間中におけるテストの実施管理、変更管理、構成管
理等の方法を記載する。 

9 データ管理 当該テストにおいて使用するデータの作成方法、作成担当及び管
理方法等を記載する。 



 
要件定義書 

 

30 

 

No. 記載項目 記載内容 

10 各種様式 当該テストにおいて使用するテスト項目表、インシデント管理表
等の様式を添付する。 

 

オ.     テスト実施要件 

(ア)  結合テスト 

本システムで想定される機能全体において、サブシステム内、サブシステム間及び外部インタフェ
ース接続等の順に、段階的にプログラム及びモジュールを結合した状態でテストを行い、アプリケー
ションの結合が完全であること、詳細設計の内容を実現していることを確認するためのテストを実施
すること。 

なお、パッケージソフトウェア等を利用し、品質が保証されている機能については、本市と協議の
上、当該テストを省略することも可とする。 

 

A.  実施内容 

現段階で想定する結合テストの実施要件を以下に示す。 

① 承認済みの結合テスト実施計画書に基づき、テストケース、テスト項目、テスト手順、テスト
条件、想定するテスト結果等を含む結合テスト仕様書を作成し、当該仕様書に従って結合テス
トを実施すること。 

② テストケース、テスト項目を踏まえて作成する擬似データをテストデータとして用いること。 

③ テスト対象機能について、同値分析、境界値分析、原因結果分析を行い、その結果を踏まえて
テストケース、テスト項目を設定すること。 

④ 本システムに備えるユーザインタフェースについて、仕様どおりに操作できるか、誤った操作
をしても適切なエラーメッセージが表示されるか等の操作確認を行うこと。 

⑤ テスト対象に対して異常データを含む様々なバリエーションのデータを投入し、動作及び処理
結果を確認すること。 

 

B.  報告内容 

テスト結果に関する評価を信頼度成 曲線等により可視化し、結合テスト実施期間中に本市に適
宜、進捗状況を報告すること。また、結合テスト終了時には、結合テスト実施結果報告書として本市
に報告すること。 

 

(イ)  総合テスト 

システム全体の欠陥除去及びシステムの要件の充足を目的とし、システム全体として妥当であるこ
とを機能性、使用性、運用性、性能、信頼性及びセキュリティの観点から確認するためのテストを実
施すること。 

 

A.  実施内容 

現段階で想定する総合テストの実施要件を以下に示す。 
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① 承認済みの総合テスト実施計画書に基づき、テストケース、テスト項目、テスト手順、テスト
条件、想定するテスト結果等を含む総合テスト仕様書を作成し、当該仕様書に従って総合テス
トを実施すること。 

② 本番運用を想定して作成する擬似データをテストデータとして用いること。ただし、本市が本
番データを利用することを許可した場合は、現行システムの本番データに基づき、テストデー
タを作成すること。 

③ 実運用を想定した環境下でシステムを稼動させ、障害時対応を含めて、本市の文書業務を想定
した各業務シナリオの実運用で定められた手順・体制等により問題なく運用できることを検証
すること。 

④ 性能や負荷に係るテストを行い、充分な性能を満たせない場合は、本業務の受託者と共通基盤
システムのそれぞれの性能改善策を十分に検討した上で本市と協議し、速やかに性能改善に取
り組むこと。 

 

B.  報告内容 

テスト結果に関する評価を信頼度成 曲線等により可視化し、総合テスト実施期間中に本市に適
宜、進捗状況を報告すること。また、総合テスト終了時には、総合テスト実施結果報告書として本市
に報告すること。 

 

(ウ)  受入テスト支援 

本市の文書業務を想定した本システムの機能及び運用手順の確認を目的として、本市及び運用・保
守業務の受託者が受入テストを実施する。本業務の受託者は、以下に示す受入テストの支援要件に従
って、本市及び運用・保守業務の受託者が受入テストを実施する上で必要な支援を行うこと。 

① 受入テストで必要となる環境及びデータを準備すること。 

② 本番運用を想定して作成する擬似データをテストデータとすること。ただし、本市が本番デー
タを利用することを許可した場合は、現行システムの本番データに基づき、テストデータを作
成すること。 

③ 本市及び運用・保守業務の受託者が実施する受入テストに立ち会うこと。 

④ 受入テストの結果、機能要件や非機能要件を満たしていない場合、あるいは、不具合等が発生
した場合には、本市と協議の上、速やかにシステム改修に取り組むこと。 

 

カ.     テスト環境 

テストでは、受託者が用意する開発環境と、本システムの本番環境及び検証環境を必要に応じて使い
分けること。 
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(13)  移行に関する事項 

ア.     移行計画書の作成 

受託者は、現行システムから本システムへの移行に向けて、表 3-16 に示す内容を含む移行計画書を
作成し、当該計画書について本市の承認を得ること。また、移行に際して、当該計画書の変更を必要と
する場合は、当該計画書を改定し、改定内容について本市の承認を得ること。 

表 3-16 移行計画書 

No. 記載項目 記載内容 

1 移行の対象範囲 移行対象とする現行システム及び移行対象のデータ範囲等を定義
する。 

2 移行スケジュール 移行に係るマスタスケジュール、主要なマイルストーンを記載す
る。 

3 移行の作業概要、実施方針 移行及び本番切換えの作業概要、並行運用等の方針等を定義する。 

4 移行環境・ツール 移行及びリハーサルの実施環境、使用するツール等を記載する。 

5 移行の実施体制、役割分担 移行に係る受託者の実施体制、本市及び現行システムの運用事業
者との役割分担を記載する。 

 

イ.     移行対象システム及びデータ 

移行対象システムは、現行の文書管理システム全てを対象とする。移行対象データを表 3-17 に示す。
なお、移行対象は、新システムの稼働日時点で保存満期日を迎えていないデータで、廃棄及び削除済み
を除いたデータとする。 

表 3-17 移行対象データ 

No. 移行対象データ データ量 備考 

1 保有している簿冊の件数 689,624 件  

2 保有している文書の件数 970,194 件  

3 保有しているデータの量 約 1TB ディスク上にデータ用領域と
して 3TB 確保し、そのうち約
1TB を使用 

 

なお、上記は現時点で保有している移行対象のデータ量であり、今後、本市の運用として電子決裁や
文書の電子化を推進していくため、将来的なデータ増に対応できるよう拡張性を設計すること。 
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ウ.     移行に係る役割分担 

移行に係る役割分担を表 3-18 に示す。移行計画書の作成時に、本市と調整の上、詳細化及び具体化
すること。 

表 3-18 移行作業の役割分担 

No. 作業内容 本業務の受託者 本市 現行システムの
運用・保守事業

者 

1 移行計画書の作成 ○ （承認）  

2 現行システムにおける移行データ
の調査・整備 

○  △ 

3 移行設計 ○ （承認）  

4 移行ツール等の開発 ○   

5 移行手順書の作成 ○ （承認）  

6 移行リハーサルにおける現行シス
テムのデータ抽出 

  ○ 

7 移行リハーサルの実施 ○   

8 移行リハーサル結果の検証 ○ （承認） △ 

9 本番移行における現行システムの
データ抽出 

  ○ 

10 本番移行の実施 ○   

11 本番移行結果の検証 ○ （承認） △ 

12 本番稼働又は切り戻しの判定  ○  

13 並行運用期間中の現行システムの
運用 

  ○ 

14 現行システム運用終了時のサービ
ス終了及びシステム撤去 

  ○ 

○：主担当 △：支援 

 

エ.     移行設計要件 

受託者は、移行計画書に基づき、移行リハーサル及び本番移行の実施に先立ち、移行対象となるデー
タの調査・整備、データ移行で使用する移行ツールの開発、移行作業手順書等の移行に係る文書作成を
行うこと。 

 

(ア)  移行データの調査・整備 

現時点では、原則として現行システムの保有する全てのデータを移行対象とする想定であるが、移
行不要なデータを本市と協議し、移行対象の確定と移行設計を行うこと。 

 

(イ)  データ移行ツールの開発 

データ移行に当たってデータ移行ツールを使用、または、開発する場合には、設計・開発要件及び
テスト要件に準じ、設計、開発、テスト（単体・結合・総合）を行うこと。 
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(ウ)  移行手順書の作成 

データ移行及び本番切換えに係る移行手順書を作成すること。なお、移行手順書には、以下事項を
含めること。 

① データ移行及び本番切換えに係る作業フロー（正常系、異常系、事前作業、結果判定、切り戻
し） 

② 作業フローに基づくタイムスケジュール 

③ 移行時のコンティンジェンシプラン 

 

オ.     移行実施要件 

受託者は、移行計画書及び移行設計で作成した各種資料に基づき、移行リハーサルを実施し、移行手
順や移行データ、移行所要時間等を検証した上で、本番移行を行うこと。 

 

(ア)  移行リハーサル 

① 移行作業を実施する前に、事前に移行手順や移行データの検証、移行に要する時間などの測定
を目的とした移行リハーサルを実施すること。 

② 移行リハーサルの結果は移行リハーサル実施報告書を作成し、本市に報告すること。 

③ 移行リハーサルの実施後、移行リハーサルによって得られた知見を活かして、移行計画書及び
移行手順書の改定を行い、本市の承認を得ること。 

④ 移行リハーサルの実施結果を踏まえ、必要に応じて修正済みの移行作業手順書により、改めて
移行リハーサルを実施すること。 

 

(イ)  本番移行 

① 移行リハーサルで検証した手順に従い、データ移行、システム移行を実施すること。 

② 移行に当たって不具合等の問題が生じた場合は、移行計画書においてあらかじめ定める対応方
針に基づいて本市に報告し、必要な対応を検討すること。 

③ 移行作業後、運用が安定していることを確認の上、不要データの削除、移行に当たり本市から
貸与された機器等の返却等を行うこと。 

④ 移行の実施結果は、速やかに移行結果報告書として取りまとめ、本市に報告し、承認を得るこ
と。 

 

(ウ)  並行運用 

① 本システム運用開始前に、現行システムで起案した決裁は並行期間中に現行システムで完結し、
順次、新システムでの起案を行うことができるように、現行システムとの並行運用期間を設け
ること。 

② 並行運用期間において、運用開始後の一定期間（１ヶ月半程度）は現行システムを主システム
とし、一定期間経過後は本システムを主システムとすること。 

③ 並行運用の結果、機能要件や非機能要件を満たしていない場合、または、不具合等が発生した
場合には、本市と協議の上、速やかにシステム改修に取り組むこと。 
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(エ)  ヘルプデスク 

① 本システムの本稼働後の約 2 か月間に、本市職員からの問い合わせ対応が可能となる一時的な
ヘルプデスク体制を設置すること。ヘルプデスクの運用及び体制等については、事前に本市の
承認を受けること。 

② 受託者は、ヘルプデスクの設置に当たり、ITIL に準拠した「インシデント管理」「問題管理」
の運用プロセスについて設計すること。 

③ 本システム運用開始後から本業務の契約終了までの期間、本市文書管理部門の職員からの問い
合わせ対応が可能な運用体制を用意すること。 

 

カ.     移行環境 

移行では、受託者が用意する開発環境と、本システムの本番環境、検証環境を必要に応じて使い分け
ること。 
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(14)  引継ぎに関する事項 
 

ア.     運用・保守業務の受託者への引継ぎ 

受託者は、別途調達する本システムの運用・保守業務の受託者及び共通基盤システムの運用・保守業
務の受託者に、必要な設計・開発内容、成果物等の引継ぎを行うこと。また、「運用・保守手順書」及
び「操作手順書」に基づき、運用・保守業務に必要な各種作業を説明すること。引継ぎ内容については、
事前に本市と協議の上、決定すること。 

引継ぎ期間は 2 ヶ月程度を想定しており、それまでに作成された成果物の内容やプロジェクト経緯
などを双方の担当者同士で確認すること。 

なお、本業務の受託者と別途契約する運用・保守業務の受託者が同一事業者となった場合は、事業者
内で担当者間の引継ぎを行うことを前提に、上記作業を省略することも可とする。 

 

イ.     機器賃貸借の受託者への引継ぎ 

受託者は、別途調達する本システムの機器賃貸者の受託者に、必要な設計・開発内容、成果物等の引
継ぎを行うこと。引継ぎ内容については、事前に本市と協議の上、決定すること。 

 

  



 
要件定義書 

 

37 

 

(15)  教育に関する事項 

ア.     研修計画書の作成 

受託者は、本システムの利用者に対して研修を実施することを目的として、表 3-19 に示す内容を含
む研修計画書を作成し、当該計画書について本市の承認を得ること。また、研修実施に際して、当該計
画書の変更を必要とする場合は、当該計画書を改定し、改定内容について本市の承認を得ること。な
お、マスタスケジュールに示す研修期間に限らず、運用の定着に係る支援を行うこと。 

表 3-19 研修計画書 

No. 記載項目 記載内容 

1 研修対象者 本システムのサブシステム、機能別に研修対象者を定義する。 

2 研修実施方法 研修対象者別に研修の実施方法を定義する。 

3 研修実施スケジュール 研修対象者別の研修実施スケジュール（日時、会場、回数、参加人
数等）を定義する。 

4 実施体制 研修実施に当たっての受託者の体制を記載する。 

5 実施環境 研修の実施環境（サーバ、クライアント端末等）を定義する。 

 

イ.     操作手順書の作成 

受託者は、本システムを利用して業務を行う際に一般利用者が参照する「操作手順書（一般利用者向
け）」と、本市職員が本システムに係るシステム管理業務を行う際に参照する「操作手順書（システム
管理者向け）」を作成すること。なお、運用・保守業務の受託者が利用する「運用・保守手順書」は、
これとは別に作成すること。 

操作手順書の要件を表 3-20 に示す。 

表 3-20 操作手順書の作成要件 

No. 対象 作成要件 

1 共通  冊子版と電子ファイル版の 2 種類を作成すること。 

 用紙サイズは、日本工業規格 A 列 4 番の縦とすること。 

 電子ファイル版はカラー表示とし、冊子版はグレースケール印刷
とすること。ただし、グレースケール印刷としても内容を正しく
理解できること。 

 用語集、目次を記載すること。 

 IT の用語等、一般的にわかりにくい用語は、注釈を記載するこ
と。 

 冊子版は製本し、納品すること。 

 電子ファイル版は、Word ファイル等で改版可能とし、電子媒体
に保存して 1 部納品すること。 

2 操作手順書（一般利用
者向け） 

 サブシステム又は機能別に操作手順書を分割して作成すること。
分割単位等については、本市と協議の上、決定すること。 

 操作手順書は、分割単位ごとに冊子版を 2 部納品すること。（一
般利用者に対しては、電子ファイルを配布する。） 

 業務フローが記載され、本システム全体を俯瞰する内容と、本シ
ステムにおける個々の業務に沿った画面の流れを記載すること。 

 現行システムと本システムの主な違いを整理して記載すること。 
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No. 対象 作成要件 

3 操作手順書（システム
管理者向け） 

 本市職員が管理者権限のみで行える機能について記載すること。 

 サブシステム又は機能別にシステム管理者が異なる場合、操作手
順書を分割して作成すること。分割単位については、本市と協議
の上、決定すること。 

 冊子版は分割単位ごとに 2 部納品すること。 

 運用・保守業務の受託者と本市職員によるシステム管理業務の責
任分界点、作業分担を区別して記載すること。 

 

ウ.     研修の実施 

受託者は、承認済みの研修計画書に基づき、研修対象者が実際の業務に沿った画面操作を行って、操
作の習熟ができる研修を実施すること。 

研修の方法は、「集合研修」と、集合研修に参加できない利用者向けの 2 通りを提供すること。 

また、「集合研修」については、役職者（決裁権限者）向けと、文書主任及び文書補助員等向けの 2

通りを提供すること。 

 

(ア)  集合研修 

① 集合研修をサブシステム又は機能別に分けて実施すること。集合研修の分割単位は、本市と協
議の上、決定すること。 

② 総務局行政部総務課文書事務担当係所属の職員が利用するサブシステム又は機能については、
原則、所属職員全員向けに集合研修を実施すること。 

③ 全庁の職員が利用するサブシステム又は機能については、決裁権限者となる役職員（約 800 人）
向けと、文書主任及び文書補助員等（約 2,000 人）向けに、それぞれ集合研修を実施すること。
1 回当たりの参加人数は、研修会場や研修環境（クライアント端末数）等を考慮し、本市と協
議の上、決定すること。 

④ 研修会場は、本庁舎から公共交通機関を利用して 30 分以内の場所で受託者の負担で用意する
こと。 

⑤ 研修環境（クライアント端末、ネットワーク、サーバ環境等）は受託者の負担で用意すること。 

⑥ 操作手順書とは別に、集合研修用に要約した研修資料を作成し、集合研修の参加者全員に配布
すること。 

⑦ 研修参加者の交通費は本市が負担する。 

⑧ 研修参加希望者の募集、日程調整は、本市が行うが、取りまとめに当たっての支援を行うこと。 

 

(イ)  その他研修 

① 受託者は、上記「集合研修」の参加対象とならない一般職員がシステム操作の習熟度を向上さ
せるための研修を実施すること。本研修は、研修を受ける職員が任意のタイミングで実施でき
るように準備すること。 

② 受託者は、上記「集合研修」に参加できない利用者向けの研修機会の提供及び「集合研修」の
補完を目的として、別途、本市と協議の上、その他研修を実施すること。 

③ 「集合研修」及びその他研修の教材は、本市と協議の上、必要部数を納品すること。 
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(16)  運用に関する事項 

受託者は、システムの安定的な稼動を可能とするために、システム環境や本システムを構成するアプ
リケーションやインフラ環境等を適切に管理するための運用環境、運用手順等を整備すること。また、
万が一システムに障害が発生した場合でも、迅速かつ正確なシステム復旧が可能なよう、障害発生時に
備えたシステム環境、手順等を整備すること。 

なお、運用・保守業務は、本業務とは別に本市が別途契約する運用・保守業務の受託者が行うことと
するが、本業務の受託者の瑕疵に係る必要な作業は、本項目の要件とは別に、調達仕様書の瑕疵担保責
任に示す要件に従い受託者の責任で対応すること。また、システム運用のうち、サーバやハードウェア
の監視、LTO テープの取り出し等については共通基盤システム運用・保守業務の受託者にて行う想定の
ため、別途本市にて再構築を検討している共通基盤システムとの役割分担等を要件定義（補完工程）に
て検討すること。 

 

ア.     運用計画 

受託者は、下記要件を踏まえた上で、運用計画の対象となる事項を列挙し、それら事項の概要と実施
時期や間隔、運営や運用の方法等を定めた「運用・保守計画書」を作成し、本市の承認を得ること。 

 

(ア)  運用時間 

本システムの運用時間について、現 システムの運 時間からの延 を検討している。現 システ
ムの運用時間は、土日祝日及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）を含む毎日。通常は 7:00 か
ら 22:00 まで、水曜日は 7:00 から 20:00 まで、土日祝日は 8:45 から 12:00 までである。受託者は、現
行システムの運用時間を最低限遵守しつつ、要件定義（補完工程）にて本システムの運用時間の延 
を検討すること。なお、監視業務以外の作業や調整等については基本的に平日の業務とする。システ
ムを計画停止する場合は、夜間の利用や他システムとの連携処理を考慮した計画とすること。 

 

(イ)  運用対象 

本システムの運用対象は、本業務で構築するシステム環境、アプリケーション及び本システムが取
り扱うデータを対象とする。ただし、共通基盤システムが行う運用対象は、本システムの運用対象外
とする。共通基盤システムの運用対象は、別添 6「共通基盤と文書管理の役割分担」を確認すること。
なお、共通基盤システムの運用対象であっても、監視条件の定義や仮想サーバへの監視エージェント
の導入等の作業は本システムの設計・開発を担う本業務の作業であるため、共通基盤システムの運用
に必要な設計及び設定をすること。 

 

イ.     運用設計 

受託者は、本市が承認した「運用・保守計画書」に従い、具体的な運用方法や利用するツール、監視
対象や閾値等の運用設計を行い、内容等について本市の承認を得ること。また、運用設計に際しては、
運用業務の標準化や改善プロセスについて考慮し、属人的作業の排除や運用の自動化等、継続的な運用
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の効率化に努めること。 

受託者は、本書の要件を踏まえた上で「運用・保守設計書」を作成すること。 

 

ウ.     サービスレベル 

本市の運用品質は、本業務の受託者が要件定義（補完工程）においてサービスレベル目標（Service 

Level Objective：以下「SLO」という。）を本市と協議し、承認を得ること。また、本市が承認した SLO

の測定指標に基づき、運用期間中にサービスレベルを計測できるよう、監視環境及び運用・保守手順等
を整備すること。 

なお、SLO は本システムのアプリ側の目標値とし、インフラを担う共通基盤システムとの役割分担
等については、別添 6「共通基盤と文書管理の役割分担」を前提として、要件定義（補完工程）にて検
討すること。 

本市と運用・保守業務の受託者は、合意された SLO の内容をもって運用業務を実施する。 

なお、表 3-21 に例示するサービスレベルの項目を参考に、項目及び指標値を設定すること。 

表 3-21 サービスレベル項目（例） 

No. サービスレベル項目 内容 

1 システムの
可用性 

稼働時間 サービス提供時間 

2 稼働率 サービス提供可能時間のうち、システム利用
が可能な時間の割合 

3 計画停止 定期点検等のために、計画的にシステムを停
止する期間 

4 システムの
信頼性 

ウイルス定義フ
ァイル適用時間 

本市のイントラネット上でのウイルス定義
ファイルの配信からウイルス定義ファイル
の適用までの時間 

5 セキュリティパ
ッチ適用に係る
内容報告 

本市のイントラネット上でのセキュリティ
パッチの配信からセキュリティパッチの適
用方針を決定し、本市システム管理者に報告
するまでの時間 

6 システムの
性能 

バッチ処理完了
率 

定刻内での夜間バッチ処理の完了率 

7 外部 IF 連携の遅
延回数 

外部連携が必要な他システムへのデータ提
供に係る遅延回数 

8 応答時間順守率 画面遷移に要する平均時間が基準値以内で
ある割合（ネットワーク遅延時間を除く） 

9 障害対応 障害時の駆けつ
け時間 

現地での対応が必要とされる障害について、
障害発生から現地への駆けつけ・復旧作業を
開始するまでの時間 

10 障害の復旧予定
時刻の報告 

障害報告受付から本市システム管理者に復
旧予定時間を報告するまでの時間 

11 障害の復旧時間 システム停止を伴う障害報告受付から復旧・
回復までの時間 

12 業務影響発生件
数 

障害発生等による業務への影響発生件数 

 

エ.     障害対応 
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本業務の受託者は、障害（直接業務に影響しない一部の部品等の故障も含む）発生時に、速やかに障
害を検知し、回復に向けた必要な対応が取れるよう、監視環境及び運用・保守手順等を整備すること。 

障害対応の実施に当たっては、障害対応の内容やその結果、障害対応に要した時間等に関する情報の
一元管理を行い、本市及び関連事業者（運用・保守業務の受託者、機器賃貸借の受託者、共通基盤シス
テム運用・保守業務の受託者等）間での相互の情報共有が円滑に行えるような障害報告・管理の手順等
を整備すること。また、障害報告や報告に先立つ障害の切り分け等について、運用設計時にその流れと
手順を整理すること。 

 

オ.     運用サービス提供時間 

運用・保守業務の受託者及び機器賃貸借の受託者における本システムに係る運用サービス提供時間
を、表 3-22 に示す。下記以外の時間帯に要請された障害対応連絡に対しても、本市と運用・保守業務
の受託者の両者が重要度・緊急度が高いと判断した場合には、速やかに対応すること。 

表 3-22 運用サービス提供時間 

No. 要件項目 要件 

1 電話での問合せ 平日 8:45 17:15 

2 メールでの問合せ 24 時間 365 日 

3 障害受付に伴うシステム及び機器等の修復 原則当日中（平日 17 時以降、土、日、祝日に障
害受付したものは、翌営業日中） 

 

カ.     サポートデスクの設置 

本システムの運用に際しては、一般ユーザからの各種問合せに対応するサポートデスクは開設しな
い想定である。ただし、文書管理部門が一般ユーザから受け付けた問合せの二次問合せ先（問合せ者は
文書管理部門の職員）として、運用・保守業務の受託者は「オ. 運用サービス提供時間」に示す時間帯
で電話又はメールでの問合せに対応できることとする。 

 

キ.     情報システムの操作・監視等 

運用・保守業務の受託者や共通基盤システム運用・保守業務の受託者が本システムの操作・監視等を
実施できるよう、本業務の受託者は監視作業を実施する上で必要となる、監視基準や監視手順、想定さ
れる問題とそれに対する対処方法について設計すること。その際、障害やウイルス感染の検知等のイン
シデント検知方法と報告手順、監視体制とエスカレーション手順・方法についても示すこと。 

なお、操作・監視等の運用については、別添 6「共通基盤と文書管理の役割分担」を前提として、別
途本市にて再構築を検討している共通基盤システムとの役割分担等を要件定義（補完工程）にて検討す
ること。 

監視作業を委託する上での作業上の条件・制約等は、次のとおりとする。 

① 監視の対象は、本システムの構築で導入した機器等とする。なお、本システムで導入したクライ
アント端末についての死活監視は対象外とする。 

② 受託者は、本システムで定期的に実施されるバックアップやバッチ処理等のプログラムについて、
実行の成否や動作異常を監視すること。 
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③ 受託者は、セキュリティが保たれているか、不正なアクセスがないか等、セキュリティに関する
監視を行うこと。 

④ 本システムにおいてシステム運用管理や監視を行うための LAN は、一般ユーザが使用する LAN

とは論理的に異なるネットワークセグメントとし、それぞれネットワークトラフィックに影響を
与えない構成とすること。また、敷設したネットワークは、論理的な閉域ネットワークを構成し、
内部からの情報漏えいや意図しない者の侵入、その他不正アクセスを防止すること。 

⑤ 受託者の施設で監視・運用業務を行う場合、ネットワーク回線の引き込みに関する条件や制約を
事前に確認すること。 

⑥ 受託者は、監視により何らかの不具合（高負荷状態が続くことによる著しい性能劣化や運用効率
の低下等）が検知された場合、直ちに本市に報告するとともに、改善処置を施すこと。直ちに改
善処置が施せない場合や、改善方法の検討に時間を要する場合は、暫定的対処方法を本市に提示
し、システムの安定的稼働に努めること。 

⑦ 監視作業を実施する上で利用するツール等がある場合は、ツールの利用目的等を事前に本市へ説
明すること。 

 

ク.     データ管理 

本業務の受託者は、以下に示す要件を踏まえ、データのバックアップに対する考え方と最適なバック
アップ方法を提案し、必要なバックアップ・リストア環境及び運用手順等を整備すること。また、本シ
ステムが記録する各種ログのバックアップ方法についても、併せて提案すること。 

なお、バックアップの運用については、別添 6「共通基盤と文書管理の役割分担」を前提として、別
途本市にて再構築を検討している共通基盤システムとの役割分担等を要件定義（補完工程）にて検討す
ること。 

① バックアップは本システムによって管理されている全データを対象とし、日次又は週次でのフル
バックアップを行うこと。週次でのフルバックアップとする場合、翌週までは日次で差分又は増
分バックアップを取得すること。 

② データバックアップとは別に、共通基盤の仮想環境上に構築しない範囲について、ネットワーク
機器の構成ファイルやミドルウェアの設定、サーバのイメージ等のシステムバックアップを、変
更作業の都度取得すること。業務運用への影響からシステムバックアップの取得が困難な場合は、
本市とあらかじめ協議の上、承認を得た上で変更作業を行うこと。 

③ 取得したバックアップデータは、共通基盤システムが準備する共有ディスクへ書込む必要がある。
本システムのサーバは原則として共通基盤システムが提供する仮想環境上に構築されており、共
有ディスクへのバックアップデータの書込みは共通基盤システムが行うが、物理サーバで独自に
構築しているサーバについては本システムがバックアップデータの共有ディスクへの書込みを行
うこと。共有ディスクへ書込まれたバックアップデータは、災害対策のため搬送可能な外部メデ
ィア（LTO を想定）へ共通基盤システムが保存する。遠隔地保管のための搬送については、共通
基盤システム運用・保守事業者にて各業務システムが取得したバックアップデータを保存した外
部メディアを取りまとめて、一括して実施する。バックアップの運用サイクル等については要件
定義（補完工程）にて共通基盤システムとの検討を行うこと。 

④ 外部メディアへ保存する際には、暗号化を行うこと。 
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⑤ データバックアップは搬送の際の磁気テープ等の交換時以外は自動化すること。 

⑥ 磁気テープ等については、受託者が契約期間中に必要な本数（消耗による交換用のテープ、クリ
ーニング用テープを含む）を用意すること。 

 

ケ.     運用手順・操作手順の作成 

運用・保守設計を具体化し、本市と運用・保守業務の受託者、共通基盤システム運用・保守業務の受
託者向けに、運用・保守手順を記載した「運用・保守手順書」を作成すること。また、「運用・保守手
順書」には、障害対応・復旧手順、本市システム管理者向け運用・保守手順及び運用・保守業務の受託
者向け運用・保守手順を含めること。 

一般ユーザ及び本市システム管理者が操作方法を確認するためのマニュアルとして教育時にも活用
される「操作手順書」は、これとは別に作成すること。 

 

コ.     システム刷新時の移行支援 

本システムのライフサイクル終了に伴い、新たなシステムに刷新する際には、受託者は、本市からの
指示に基づき、本システムに関する各種情報の提供・説明、本システム上で管理するデータの抽出な
ど、移行に必要な支援を実施すること。なお、抽出するデータ形式は総務省の指定する「中間標準レイ
アウト仕様」とし、添付ファイルについては、暗号化されている場合やバイナリ形式の場合は復号化し
た状態で、文書管理システムがなくても認識できる形で本市へ提供すること。 
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(17)  保守に関する事項 

本業務の受託者は、本業務で開発したアプリケーション及び構築したシステム環境等（機器及びアプ
リケーション稼動に必要な OS やミドルウェア等）を保守し、システムの安定的な稼動が可能となるよ
う、保守環境、保守手順等を整備すること。 

なお、運用・保守業務は、本業務とは別に本市が別途契約する受託者が行うこととするが、本業務の
受託者の瑕疵に係る必要な作業は、本項目の要件とは別に、調達仕様書の瑕疵担保責任に示す要件に従
い受託者の責任で対応すること。 

 

ア.     保守計画 

本業務の受託者は、下記要件を踏まえた上で、運用・保守に対する考え方や体制、スケジュール、運
用・保守の対象等を記載した「運用・保守計画書」を作成し、本市の承認を得ること。 

 

(ア)  保守範囲 

本システムを構成するハードウェアやソフトウェア（アプリケーション稼動に必要な OS やミドル
ウェア、運用管理用のソフトウェア等）及び本業務の受託者が開発するアプリケーション（パッケー
ジソフトウェアを含む）を保守範囲とする。 

本市のイントラネットや共通基盤システムに係るネットワーク機器や回線、クライアント端末等は
保守範囲としないが、機器賃貸借の受託者が用意するネットワーク機器や回線、クライアント端末、
サーバ等のハードウェア機器及びソフトウェアについては、機器賃貸借の受託者の保守範囲とする。
また、負荷分散装置のパッチ適用等、共通基盤システムのハードウェアやソフトウェアの保守に関連
し必要となる本システムの動作確認についても機器賃貸借の受託者の保守範囲とする。 

なお、アプリケーション稼動に必要な OS について、本市イントラネットで利用しているものと同
じ OS を利用する場合、アップデートファイル等の配信はイントラネット上の資源配布サーバから行
うこと。 

 

イ.     保守設計 

本業務の受託者は、本市が承認した「運用・保守計画書」に基づき、運用・保守業務の受託者が行う
具体的な保守方法や利用するツール、保守環境等について記載した「運用・保守設計書」を作成し、本
市の承認を得ること。 

 

ウ.     ハードウェア及びソフトウェア保守、アプリケーション保守 

(ア)  Q&A 対応 

Q&A 対応については、本業務の保守範囲のものについて、表 3-23 のとおり運用・保守業務の受託
者が対応する。また、複数ベンダーの製品を提供する際においても、Q&A の窓口は運用・保守業務の
受託者に集約すること。 
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表 3-23 Q&A 対応時間 

No. 要件項目 要件 

1 電話での問合せ 平日 8:45 17:15 

2 メールでの問合せ 24 時間 365 日 

 

(イ)  予防保守 

本システムが安定的に稼動し続けるために、障害の予兆や資源量の変化、性能の劣化等を監視し、
それらを早急に感知することで障害発生の頻度を低減するよう、運用・保守業務の受託者と機器賃貸
借の受託者及び共通基盤システム運用・保守業務の受託者が連携し、必要な予防保守を行う。 

本業務の受託者は、予防保守作業に対する考え方と方針、実施間隔や手順等の具体的な実施方法に
ついて設計すること。 

① 本システムの安定的な稼動が可能となるよう、定期的に構築したシステムの保守を行うこと。 

② 本業務にて導入したハードウェア及びソフトウェア等への予防保守作業が必要となった場合、
予防保守作業の実施に先立ち、作業による影響の範囲について分析を行い、本システムへの適
用要否や作業要否について、技術的見地から判断し、その結果を本市に報告すること。なお、
実際の適用については本市の指示に従うこと。 

③ 共通基盤システムにて予防保守を実施する場合、本システムへの影響を分析し、本システムへ
の適用要否や作業要否について、技術的見地から判断し、その結果を本市に報告すること。ま
た、共通基盤システムの予防保守に関わる範囲の動作確認を行うこと。 

④ 予防保守作業の作業内容は、作業後に問題が生じた場合に備え、原則的に作業以前の状態への
切り戻しを可能とすること。ただし、諸事情により切り戻しが困難な場合には、あらかじめ直
前の状態をバックアップする等の手段を用い、極力切り戻しが可能となるように配慮すること。
また、切り戻しが困難と判断される保守作業については、あらかじめ本市の許諾を得た上で作
業を実施すること。 

⑤ 本システムの運用・保守設計の修正が完了した時点で、本市に対し、年間の保守実施予定と実
施予定時間等を示した計画を示し、定期保守計画及びその実施について本市の合意を得ること。 

⑥ 定期的に実施する保守作業について、手順や方法に改善の余地が認められる場合、これを是正
し、作業の改善に努めること。また、本市より是正要求が出された場合、要求に対応すること。 

⑦ 受託者にて、保守作業に要した時間やシステム停止を行った時間等を記録し、本市の求めに応
じて、システム稼働率やシステムの稼動時間等を報告すること。 

⑧ 本システムを構成するハードウェア及びソフトウェア等について、受託者がそれらのサポート
期限やパッチの配布期限、部品の提供期限等の保守期限に関する情報を入手した時点で、速や
かにそれらの情報を本市に提供し、情報を共有すること。 

⑨ 製品の製造元や提供元から、既知の問題や不具合等に対する修正パッチ等の改善手段が提供さ
れていない場合、提供時期についての情報を逐次、受託者が本市に報告するとともに、緊急を
要する問題や重大な問題に関しては、修正パッチ等が提供されるまでの間の対策について提案
し、本市の許諾を得た上で対策を講じること。 

 

(ウ)  障害・緊急対応 



 
要件定義書 

 

46 

 

本業務の受託者は、本システムに障害や不具合等の諸問題が発生した際は、ただちに問題や原因を
速やかに把握し、的確な作業によって復旧させる対応が取れるよう、監視環境及び運用・保守手順等
を整備すること。 

本システムに障害が発生し、不具合や故障等がシステム稼動に影響を与える場合、直ちに定められ
た報告手順に従い、本市に対して現象や事象を含む障害発生の連絡・報告を行うことができ、本市か
ら運用・保守業務の受託者に問合せができること。 

また、設計時には、障害の重要度の分類や考え方について、障害の切り分け方法や報告ルート等を
示した上で、さらに分類ごとに連絡・報告の必要性やタイミング、主な連絡内容、復旧目標時間等を
示すこと。 

① 障害や不具合の原因が、受託者の責任範囲に該当しない場合、その責任範囲に該当する他の事
業者に対して障害内容等の通知を行うこと。また、それら通知を行ったことを本市に連絡する
こと。 

② 他の事業者の責任範囲に起因する障害が発生した場合、受託者は、それら障害をインシデント
として管理し、事態の終始を把握すること。また、本市の求めに応じ、他の事業者の障害対応
状況についても報告できるようにすること。 

③ 障害・緊急保守を行う場合、緊急度に応じて、保守実施の理由や予測する適用結果、実施予定
時間等について本市に報告し、本市の承認を得て作業を実施すること。また、行った作業の結
果については、月次で報告を行うこと。 

④ 本市からの要請により、早急な緊急保守が求められる場合が想定される。当該作業が本業務の
保守範囲を逸脱することが証明される場合には、その作業費用について本市と協議し、合意し
た後に作業を行うこと。 

  

(エ)  アプリケーション保守 

アプリケーションの根幹に影響しない軽微な機能追加・修正（画面や帳票の入出力項目の追加・修
正、検索条件の項目追加・修正、画面項目の制御変更、アプリケーション設定値の変更等）について、
運用・保守業務の受託者が年間 6 人月まで委託契約範囲内で対応する。なお、年間に対応する人月数
については、本システム稼働後の委託契約更新のタイミングで適宜見直すこととする。それを越える
場合には、委託契約範囲とは別に対応することを検討する。 

また、本システムを利用するクライアント端末の OS 及び関連ソフトウェア（Web ブラウザ、Acrobat 

Reader、Microsoft Office 製品等）について、セキュリティの脆弱性への対応やクライアント端末の更
新・追加導入等の関係により、本契約期間にバージョンアップが必要となることが想定される。その
ため、OS 及び関連ソフトウェアをバージョンアップする際のアプリケーションの影響調査を委託契
約範囲内で対応する。 

 

(オ)  マスタ等保守 

運用・保守業務の受託者は、マスタデータ等の管理（追加・変更・削除等）を行う。なお、本市職員
にて容易に対応できるものについては、本市にて対応することも可とする。 
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(18)  パッケージ保守 

全国の自治体で共通する制度改正等への対応については、パッケージソフトウェアのバージョンア
ップ等において対応する（アプリケーション保守の工数には含まない）。 

なお、パッケージ保守は、本業務とは別に本市が別途契約することとするが、本業務の受託者の瑕疵
に係る必要な作業は、本項目の要件とは別に、調達仕様書の瑕疵担保責任に示す要件に従い受託者の責
任で対応すること。 

    
以上 





別添1 次期システム業務フロー

業
務
種
別
I
D

業務種別

業
務
フ
ロ

ー
I
D

業務フロー名
（業務内容）

1 1 収受・到達 1-01 紙文書収受
2 1 収受・到達 1-02 電子文書収受
3 1 収受・到達 1-03 収受文書転送
4 2 起案・決裁・施行 2-01 電子決裁
5 2 起案・決裁・施行 2-02 併用決裁
6 2 起案・決裁・施行 2-03 紙決裁
7 2 起案・決裁・施行 2-04 再回議
8 2 起案・決裁・施行 2-05 発送・保管
9 2 起案・決裁・施行 2-06 電子掲示板

10 3 供覧 3-01 電子供覧
11 3 供覧 3-02 紙供覧
12 3 供覧 3-03 再供覧
13 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-01 その他文書登録
14 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-02 保管文書適正化
15 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-03 簿冊目録登録
16 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-04 簿冊一括登録
17 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-05 定時置換
18 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-06 随時置換
19 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-07 移管・廃棄処理
20 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-08 貸出・閲覧
21 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-09 返却
22 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-10 所管換え
23 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-11 書庫換え
24 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-12 棚卸管理
25 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-13 管理帳票・ＣＳＶ出力
26 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-14 合冊
27 4 保存・引継ぎ・廃棄 4-15 分冊
28 5 共通機能、運用支援 5-01 検索
29 5 共通機能、運用支援 5-02 公文書館検索
31 5 共通機能、運用支援 5-03 基本認証
32 5 共通機能、運用支援 5-04 マスタ保守

No.

次期システム業務フロー
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別添1 次期システム業務フロー

現行システム課題・改善要望一覧
 平成30年度に実施した庁内ヒアリング、実態調査及びアンケートを元に、現行のシステムに関する課題・要望事項を整理した。
 区分が「業務」のものは、業務運用の見直し等により課題解決を検討するが、次期システムの導入により課題解決に資することを望むものである。
 区分が「システム」のものは、次期システムの導入により課題解決を望むものである。
 各課題・要望が業務のどの個所に当たるか、業務フロー上にコメントを付している。
No. 区分 分類 課題 備考

1 業務 電子決裁 起案の作成・決裁処理方法として、文書管理・電子決裁システムが十分に活用されてい
ない。文書管理システムに起案文書が登録されておらず、システムで過去の起案や他課
の起案等を参照できない。

2 業務 電子化 紙で提出される申請書や届出等で毎日大量に提出されるものや枚数の多いもの、冊子状
の文書、図面など大型の文書、押印された文書、機密文書などスキャナによる電子化や
電子データでの利用が難しい文書が相当数ある。

3 業務 スキャナ 文書の電子化のためのスキャナが不足しているほか、スキャナの性能が低く取り込んだ
文字を鮮明に読み取れない場合もある。

スキャナの導入は本調達の対象外であ
るが、本課題への運用対処を考慮した
システムであること。

4 業務 保管 文書管理システム内の文書も、過去の電子文書を一元管理するため共有サーバー等に保
管しており、保存文書が重複している。

5 業務 保管 紙の文書の量が多く、保管場所が不足している。また、紙の文書の整理や保管、置換作
業などが負担になっている。

6 業務 保管 文書分類など文書管理のルールが複雑で担当者ごとに判断が分かれるおそれがある。

7 システム 電子決裁 処理すべき決裁・供覧の一覧に件名等しか掲載されておらず、重要度や緊急性、処理期
限などが分からない。文書の量が多いので、重要・緊急な起案等が埋もれてしまうおそ
れがある。

8 システム 電子決裁 重要や緊急の起案文書を回議する場合は決裁承認者にその旨を通知するなど、決裁・承
認を促す仕組みがあるとよい。

9 システム 電子決裁 起案の回議中に修正箇所等があった場合、軽微な誤字脱字等は、起案者に戻すのではな
く、決裁・承認者で修正できるとともに、添付ファイルについてもシステム上で編集で
きるとよい（決裁後の文書の修正など改ざん防止も必要）。

10 システム 電子決裁 決裁・承認者から起案者に修正を指示する際、文書の好きな位置に修正内容等に関する
コメントを貼付けられるとよい。

11 システム 電子決裁 決裁、供覧、保管待ちの文書について、担当者の異動等により処理できなくなる場合が
ある。

12 システム 電子決裁 起案等に添付できるファイルの容量に制約（２MBまで）があるため、電子決裁の運用が
制限されている。

札幌市のネットワーク等の制限から容
量制限はかかるが、可用性を考慮した
システムであること。

13 システム 閲覧制限 係単位で扱う個人情報をシステムで処理するためには、当該情報を課内の他の係で閲覧
できない仕組みにする必要があるほか、決裁関与者のみなど閲覧範囲をさらに絞る必要
がある場合もある。

14 システム 公印 公印を押印しなければならない文書が多いため、公印押印の際、できるだけ作業負担な
く、押印文書と原議の照合ができるとよい（現在は、公印の押印が必要な文書は電子決
裁できない運用となっている。）。

15 システム 全庁周知 システムで発送される文書が多く、さらに発送されたあとも各課でシステムにより供覧
されるため、これらに係る処理に時間がかかるほか、供覧文書が閲覧されないまま滞留
している。簡易な内容の周知は、電子掲示板への投稿とし、発送・収受の作業負荷の低
減が図れるとよい。

16 システム 操作性 収受した文書をもとに起案・供覧文書を作成する場合は、収受から連続した操作で処理
できるようにしてほしい。
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別添1 次期システム業務フロー

No. 区分 分類 課題 備考
17 システム 操作性 電子ファイルのシステムへの登録がドラッグ＆ドロップで行えるようになるとよい。

18 システム 操作性 電子メールを簡単な操作で本文と添付ファイルを分けてシステムに登録できるようにな
るとよい。

19 システム 操作性 閲覧が完了した供覧文書の保管が手間なので、一括で保管処理できるとよい。

20 システム 操作性 簿冊や文書を分類検索する際の操作が手間なので改善してほしい。分類検索をする際、
自課に関係するものだけでなく庁内全体の分類が表示されるほか、複数の分類を同時に
ツリー状に検索できない。

改善案として、ツリー検索、よく使う
簿冊のお気に入り登録、検索結果の表
示件数の変更などを実現したい。

21 システム 操作性 収受や起案・供覧文書の登録等の際、処理中の状態で一時保存できるとよい。

22 システム 他システム
連携

文書管理システム以外の業務システムから出力される起案等の帳票を文書管理システム
に取り込み管理できるとよい。
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別添1 次期システム業務フロー

凡例
NO.NO.NO.NO. オブジェクト種類 意味意味意味意味

1 システムの動作・処理

2 職員・運用保守SEなど、人の手による作業

3 条件分岐

4 他の業務フローへの遷移

5 同一業務フロー内での遷移

6 作業の流れ

7 データの流れ

8 紙帳票

9 電子データ

10 システム・ファイルサーバ
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 1 業務種別

業務フローID 1-01 業務内容

収受・到達

紙文書収受

紙紙紙紙

文文文文

書書書書

収収収収

受受受受

（（（（
随随随随

時時時時
））））

文書管理システム文書管理システム文書管理システム文書管理システム処理内容 庁内・庁外 文書集配センターなど 各課処理内容 庁内・庁外 文書集配センターなど 各課処理内容 庁内・庁外 文書集配センターなど 各課処理内容 庁内・庁外 文書集配センターなど 各課

受付受付受付受付

文書目録情報

電子化データ

文書の受取

文書の配布

文書の受取

電子化しない

（電子化不可）

電子化する

（電子化可）

1-03

収受文書転送

2-01

電子決裁

3-01

電子供覧

文書目録情報を入力する。

必要に応じて文書番号の取得や転送

先・発送先の登録を行う。

３．文書の電子化のためのスキャナ

が不足しているほか、スキャナの性

能が低く取り込んだ文字を鮮明に読

み取れない場合もある。

紙文書の送付

収受文書の登録

紙文書

紙文書のスキャン

紙文書の

電子化

2-02

併用決裁

3-02

紙供覧

紙文書

必要に応じて実施

電子化データ

システム

への収受

処理期限、担当者検討処理期限、担当者検討 文書目録情報

有無

添付文書

データ
添付文書の登録

処理期限や担当者が妥当かな

どを文書管理責任者が確認す

る。

文書管理主任が軽易なものと認めた公文書につ

いては、文書件名簿に登載しないことができる。

（札幌市事務取扱規程第11条3項）

2-03

紙決裁

2-06

電子掲示板

２．紙で提出される申請書や届出等で毎日大量に提出さ

れるものや枚数の多いもの、冊子状の文書、図面など大

型の文書、押印された文書、機密文書などスキャナによ

る電子化や電子データでの利用が難しい文書が相当数あ

る。

受領印の押印

受領印の押印

押印済

紙文書

押印済

紙文書

１６．収受した文書をもとに起案・

供覧文書を作成する場合は、収受か

ら連続した操作で処理できるように

してほしい。
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業務種別ID 1 業務種別

業務フローID 1-02 業務内容

課内職員課内職員課内職員課内職員 担当者担当者担当者担当者

収受・到達

電子文書収受

処理内容 庁内・庁外処理内容 庁内・庁外処理内容 庁内・庁外処理内容 庁内・庁外

電電電電

子子子子

文文文文

書書書書

収収収収

受受受受

（（（（
随随随随

時時時時
））））

文書管理システム文書管理システム文書管理システム文書管理システム
各課各課各課各課

収受文書の登録

文書目録情報

1-03

収受文書転送

2-05

発送・保管

4-03

その他文書発送

電子メールの送付

到達文書の確認

電子メール

収受済み文書の確認

文書目録情報

電子メール

文書目録情報

到達文書や電子メールを収受文書と

して登録する。

収受文書の登録と同時に、必要に応

じて添付文書や関連文書、転送先・

発送先の登録を行う。

文書管理主任が軽易なものと認めた

公文書については、文書件名簿に登

載しないことができる。（札幌市事

務取扱規程第11条3項）

１８．電子メールを簡単な操作で本文と添

付ファイルを分けてシステムに登録できる

ようになるとよい。

庁内

処理期限、担当者検討

処理期限や担当者が妥当かなどを

文書管理責任者が確認する。

文書目録情報

1-03

収受文書転送

2-01

電子決裁

3-01

電子供覧

2-02

併用決裁

3-02

紙供覧

必要に応じて実施

2-03

紙決裁

2-06

電子掲示板

１６．収受した文書をもとに起案・

供覧文書を作成する場合は、収受か

ら連続した操作で処理できるように

してほしい。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 1 業務種別 収受・到達
業務フローID 1-03 業務内容 収受文書転送

処理内容 転送元課 文書管理システム処理内容 転送元課 文書管理システム処理内容 転送元課 文書管理システム処理内容 転送元課 文書管理システム

収収収収
受受受受
文文文文
書書書書
転転転転
送送送送

（（（（
随随随随
時時時時
））））

転送先課転送先課転送先課転送先課

収受文書の転送 文書目録情報

文書目録情報
収受文書の確認

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

1-02

電子文書収受

収受文書及び添付文書や関連文書を

確認する。

転送に関する情報（発送

件名、発送日、発送先、コメント

等）を入力する。
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業務種別ID 2 業務種別
業務フローID 2-01 業務内容

文書管理システム文書管理システム文書管理システム文書管理システム

起案・決裁・施行
電子決裁

電電電電

子子子子

決決決決

裁裁裁裁

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者

事前に設定した回議ルートを選択し、

必要に応じて回議ルートの修正を行う。

必要に応じて収受追加、添付文書や関

連文書の追加を行う。

他システムと決裁の連携が構築されて

いる場合、画面が自動で起動され、決

裁を開始することができる。

2-04

再回議

起案情報起案文書の登録

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

回議ルート情報
回議ルートの設定

起案情報
回議の開始

起案情報
承認待ち文書の確認

起案情報
決裁の入力

起案情報
承認待ち文書の確認

必要に応じて起案文書の修正やコメ

ントの登録及び差戻しを行う。

起案情報
決裁の入力

必要に応じて起案文書の修正やコメ

ントの登録及び差戻しを行う。

2-05

発送・保管

差戻し

７．処理すべき決裁・供覧の一覧に件名等しか掲載されて

おらず、重要度や緊急性、処理期限などが分からない。文

書の量が多いので、重要・緊急な起案等が埋もれてしまう

おそれがある。

８．重要や緊急の起案文書の場合は回議した旨を通知する

など、決裁・承認を促す仕組みがあるとよい。

１１．決裁、供覧、保管待ちの文書について、担当者の異

動等により処理できなくなる場合がある。

９．起案の回議中に修正箇所等があった場合、軽微な誤字脱字

等は、起案者に戻すのではなく、決裁・承認者で修正できると

ともに、添付ファイルについてもシステム上で編集できるとよ

い。（決裁後の文書の修正など改ざん防止も必要）

2-04

再回議

該当する 該当しない

2-04

再回議

差戻し

該当する 該当しない

起案者は回議の開始から終了までの期

間の任意のタイミングで引戻し処理を

行うことができる。

また、再回議の場合、回議ルート上の

任意の回議者又は決裁者から回議を開

始することができる。

2-06

電子掲示板

システム間連携の実現方法
及び実現有無について検討
中

１．起案の作成・決裁処理方法として、

文書管理・電子決裁システムが十分に

活用されていない。文書管理システム

に起案文書が登録されておらず、シス

テムで過去の起案や他課の起案等を参

照できない。

１２．起案等に添付できるファイルの

容量に制約（２MBまで）があるため、

電子決裁の運用が制限されている。

１７．電子ファイルのシステムへの登

録がドラッグ＆ドロップで行えるよう

になるとよい。

２１．収受や起案・供覧文書の登録等

の際、処理中の状態で一時保存できる

とよい。

２２．文書管理システム以外の業務シ

ステムから出力される起案等の帳票を

文書管理システムに取り込み管理でき

るとよい。

１０．決裁・承認者から起案者に修正を指示する

際、文書の好きな位置に修正内容等に関するコメ

ントを貼付けられるとよい。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 2 業務種別
業務フローID 2-02 業務内容

併併併併

用用用用

決決決決

裁裁裁裁

（（（（
随随随随
時時時時
））））

起案・決裁・施行
併用決裁

処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム

起案情報起案文書の登録

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

必要に応じて収受追加、添付文書や

関連文書の追加を行う。

回議ルート情報
回議ルートの設定

起案情報
回議の開始

承認待ち文書の確認

起案情報
決裁の入力

起案情報添付文書表紙の出力

承認待ち文書の確認

必要に応じて起案文書の修正やコメ

ントの登録及び差戻しを行う。

起案情報
決裁の入力

必要に応じて起案文書の修正やコメ

ントの登録及び差戻しを行う。

回議ルート情報

添付資料

事前に設定した回議ルートを選択し、

必要に応じて回議ルートの修正を行

う。

添付資料の準備

決裁に必要な添付資料を準備する。

１

起案の修正

差戻し

該当する 該当しない

１

差戻し

該当する 該当しない

起案者は回議の開始から終了

までの期間の任意のタイミン

グで引戻し処理を行うことが

できる。

修正対象

紙のみ
電子媒体

を含む

2-04

再回議

2-04

再回議

１

修正対象

紙のみ
電子媒体

を含む

2-04

再回議

添付文書表紙には添付文書の一覧と

回議ルートが出力される。

2-05

発送・保管

2-06

電子掲示板

起案情報

起案情報

添付資料

添付文書表紙

添付文書表紙

添付資料 添付文書表紙

７．処理すべき決裁・供覧の一覧に件名等しか掲載されて

おらず、重要度や緊急性、処理期限などが分からない。文

書の量が多いので、重要・緊急な起案等が埋もれてしまう

おそれがある。

８．重要や緊急の起案文書の場合は回議した旨を通知する

など、決裁・承認を促す仕組みがあるとよい。

１１．決裁、供覧、保管待ちの文書について、担当者の異

動等により処理できなくなる場合がある。

９．起案の回議中に修正箇所等があった場合、軽微な誤字脱字

等は、起案者に戻すのではなく、決裁・承認者で修正できると

ともに、添付ファイルについてもシステム上で編集できるとよ

い。（決裁後の文書の修正など改ざん防止も必要）

１．起案の作成・決裁処理方法として、

文書管理・電子決裁システムが十分に

活用されていない。文書管理システム

に起案文書が登録されておらず、シス

テムで過去の起案や他課の起案等を参

照できない。

１２．起案等に添付できるファイルの

容量に制約（２MBまで）があるため、

電子決裁の運用が制限されている。

１７．電子ファイルのシステムへの登

録がドラッグ＆ドロップで行えるよう

になるとよい。

２１．収受や起案・供覧文書の登録等

の際、処理中の状態で一時保存できる

とよい。

２２．文書管理システム以外の業務シ

ステムから出力される起案等の帳票を

文書管理システムに取り込み管理でき

るとよい。

１０．決裁・承認者から起案者に修正を指示する

際、文書の好きな位置に修正内容等に関するコメ

ントを貼付けられるとよい。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 2 業務種別
業務フローID 2-03 業務内容

紙紙紙紙

決決決決

裁裁裁裁

（（（（
随随随随

時時時時
））））

起案・決裁・施行
紙決裁

処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム処理内容 起案者 回議者 決裁者 文書管理システム

承認待ち文書の確認・決裁

文書目録情報
決裁結果の登録

承認待ち文書の確認・決裁

１

差戻し

該当する 該当しない

１

起案文書の登録

起案の修正

添付文書

１

差戻し

該当する 該当しない

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

起案情報

起案用紙（鑑）には回議ルートの情

報も出力される。

起案用紙（鑑）の印刷の他に、シス

テムで管理する添付文書があれば印

刷する。

回議ルート情報
回議ルートの設定

起案用紙（鑑）・回議ルート職員

リストの出力 起案情報

起案用紙

（鑑）

回議ルート情報添付資料の準備

2-04

再回議

2-05

発送・保管

2-06

電子掲示板
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 2 業務種別
業務フローID 2-04 業務内容

文書管理システム文書管理システム文書管理システム文書管理システム

起案・決裁・施行
再回議

再再再再

回回回回

議議議議

（（（（
随随随随

時時時時
））））

処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者処理内容 起案者 回議者 決裁者

起案情報起案文書の修正

2-01

電子決裁

必要に応じて収受追加、添付文書や

関連文書の追加を行う。

2-01

電子決裁

2-03

紙決裁

決裁方法

電子決裁 紙決裁

2-02

併用決裁

2-02

併用決裁

併用

決裁

11 / 39 ページ



別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 2 業務種別
業務フローID 2-05 業務内容

発発発発

送送送送

・・・・

保保保保

管管管管

（（（（
随随随随

時時時時
））））

起案・決裁・施行
発送・保管

処理内容 担当課 公印審査部署 発送先部署 文書管理システム処理内容 担当課 公印審査部署 発送先部署 文書管理システム処理内容 担当課 公印審査部署 発送先部署 文書管理システム処理内容 担当課 公印審査部署 発送先部署 文書管理システム

他システムで決裁や発送が完了した情

報や添付資料などを連携し、文書の保

管のみを文書管理システムで行うこと

も可能。

文書目録情報発送・保管対象文書の確認

1-01

紙文書収受

発送・

施行の

必要性

文書保管の実行

発送情報の入力

発送文書の印刷

公印申請

発送

発送処理を実行することで、自動

的に保存処理も実行される

紙文書の発送

発送鑑の情報を入力する。

必要に応じて、令達番号の採番を行う。

法制課（法制課職員）等では、担当課の依頼にて、代理発番、代理取消、

予約取消、枝番取得を行う。また、令達簿CSVの作成も行う。

文書目録情報

文書目録情報

文書目録情報

文書目録情報

文書目録情報

公印申請の確認

1-02

電子文書収受

発送文書

発送文書

（公印押印済）

有 無

発送方法

電子 紙

無 有
公印申請

公印押印

可否判断

不可 可

校合処理

公印押印

2-04

再回議

発送文書

（公印押印済）

2-01

電子決裁

2-03

紙決裁

2-02

併用決裁

決裁

文書目録情報

システム間連携の実現方法
及び実現有無について検討
中

１４．公印を押印しなければならない文書が多いため、公

印押印の際、できるだけ作業負担なく、押印文書と原議の

照合ができるとよい。（現在は、公印の押印が必要な文書

は電子決裁できない運用となっている。）

６．文書分類など文書管理のルー

ルが複雑で担当者ごとに判断が分

かれるおそれがある。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 2 業務種別 起案・決裁・施行
業務フローID 2-06 業務内容 電子掲示板

処理内容 電子掲示板投稿者 電子掲示板閲覧者 文書管理システム処理内容 電子掲示板投稿者 電子掲示板閲覧者 文書管理システム処理内容 電子掲示板投稿者 電子掲示板閲覧者 文書管理システム処理内容 電子掲示板投稿者 電子掲示板閲覧者 文書管理システム

電電電電
子子子子
掲掲掲掲
示示示示
板板板板

（（（（
随随随随
時時時時
））））

件名、掲示期限、提示物（収受文

書や施行文書の添付文書、クライ

アント端末で作成した文書掲示板

掲載文書から選択可能）、備考な

どを登録する。

文書目録情報電子掲示板の登録

電子掲示板掲載文書

の作成

電子掲示板情報
電子掲示板の確認

電子掲示板情報

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受
2-03

紙決裁

2-01

電子決裁

2-02

併用決裁

電子掲示板

掲載文書

電子掲示板

掲載文書
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 3 業務種別 供覧
業務フローID 3-01 業務内容 電子供覧

電電電電

子子子子

供供供供

覧覧覧覧

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム

文書目録情報供覧文書の登録

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

必要に応じて収受追加、添付文書や

関連文書の追加を行う。

回議ルート情報
回議ルートの設定

文書目録情報
供覧の開始

文書目録情報
承認待ち文書の確認

文書目録情報供覧確認の入力

必要に応じて供覧文書の修正やコメ

ントの登録及び差戻しを行う。

3-03

再供覧

3-03

再供覧

事前に設定した回議ルートを選択し、

必要に応じて回議ルートの修正を行

う。

差戻し

該当する 該当しない

文書保管の実行 文書目録情報

７．処理すべき決裁・供覧の一覧に件名等しか掲載

されておらず、重要度や緊急性、処理期限などが分

からない。文書の量が多いので、重要・緊急な起案

等が埋もれてしまうおそれがある。

８．重要や緊急の起案文書の場合は回議した旨を通

知するなど、決裁・承認を促す仕組みがあるとよい。

１１．決裁、供覧、保管待ちの文書について、担当

者の異動等により処理できなくなる場合がある。

１５．システムで発送される文書が多く、さらに発

送されたあとも各課でシステムにより供覧されるた

め、これらに係る処理に時間がかかるほか、供覧文

書が閲覧されないまま滞留している。簡易な内容の

周知は、電子掲示板への投稿とし、発送・収受の作

業負荷の低減が図れるとよい。

１９．閲覧が完了した供覧文書

の保管が手間なので、一括で保

管処理できるとよい。

１２．起案等に添付できるファイルの

容量に制約（２MBまで）があるため、

電子決裁の運用が制限されている。

１７．電子ファイルのシステムへの登

録がドラッグ＆ドロップで行えるよう

になるとよい。

２１．収受や起案・供覧文書の登録等

の際、処理中の状態で一時保存できる

とよい。

２２．文書管理システム以外の業務シ

ステムから出力される起案等の帳票を

文書管理システムに取り込み管理でき

るとよい。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 3 業務種別 供覧
業務フローID 3-02 業務内容 紙供覧

紙紙紙紙
供供供供
覧覧覧覧

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム

供覧結果の登録を実行することで、

自動的に保存処理も実行される

承認待ち文書の確認

文書目録情報
供覧結果の登録

１

差戻し

該当する 該当しない

１

供覧文書の登録

供覧の修正

添付文書

1-01

紙文書収受

1-02

電子文書収受

文書目録情報

供覧用紙（鑑）には回議ルートの情

報も出力される。

供覧用紙（鑑）の印刷の他に、シス

テムで管理する添付文書があれば印

刷する。

回議ルート情報
回議ルートの設定

供覧用紙（鑑）の出力
文書目録情報

回議ルート情報添付資料の準備

3-03

再供覧

供覧の開始

供覧用紙

（鑑）
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 3 業務種別 供覧
業務フローID 3-03 業務内容 再供覧

再再再再
供供供供
覧覧覧覧

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム処理内容 供覧開始者 供覧者 文書管理システム

文書目録情報
供覧文書の修正

3-01

電子供覧

必要に応じて収受追加、添付文書や

関連文書の追加を行う。

3-01

電子供覧

3-02

紙決裁

供覧方法

電子のまま 紙に変更
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-01 業務内容 その他文書登録

処理内容 原課（担当者） 文書管理システム処理内容 原課（担当者） 文書管理システム処理内容 原課（担当者） 文書管理システム処理内容 原課（担当者） 文書管理システム

そそそそ
のののの
他他他他
文文文文
書書書書
登登登登
録録録録

（（（（
随随随随
時時時時
））））

文書目録情報

電子化データ

その他文書の作成

電子

その他文書の登録

紙文書

紙文書のスキャン

作成した

文書

紙

電子化データ

４．文書管理システム内の文書も、過去の電子文書を一

元管理するため共有サーバー等に保管しており、保存文

書が重複している。
収受・決裁・供覧文書以外の文書

についても、システムで一元管理

する運用を想定
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-02 業務内容 保管文書適正化

起案者 文書管理責任者起案者 文書管理責任者起案者 文書管理責任者起案者 文書管理責任者

保保保保
管管管管
文文文文
書書書書
適適適適
正正正正
化化化化

（（（（
随随随随
時時時時
））））

原課原課原課原課
処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム

簿冊情報や備考は、本申請を行わずに

起案者が修正可能である。

文書目録情報保管文書修正申請

文書目録情報保管文書修正の許可登録

文書目録情報文書の修正

文書目録情報修正完了情報の登録
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-03 業務内容 簿冊目録登録

処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム

簿簿簿簿
冊冊冊冊
目目目目
録録録録
登登登登
録録録録

（（（（
随随随随
時時時時
））））

簿冊目録情報簿冊目録の登録

文書保管作業

ラベル印刷 簿冊目録情報

4-05

定時置換

4-07

廃棄処理

フォルダ

ラベル

バインダ

ラベル

4-06

随時置換

電子

文書の媒体

紙
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-04 業務内容 簿冊複写

処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム

簿簿簿簿
冊冊冊冊
複複複複
写写写写

（（（（
3333
月月月月
頃頃頃頃
））））

簿冊目録情報簿冊目録の複写

簿冊目録情報過去の簿冊目録の確認

簿冊目録情報簿冊目録の修正

次年度の簿冊目録情報の複写元とする

簿冊目録をシステム上で確認・検討す

る。

「過去の簿冊目録の確認」で複写元と

決定した過去の簿冊目録を次年度の簿

冊目録として複写し、登録する。

複写して作成した次年度の簿冊目録を

修正し、次年度の文書管理業務が適正

に実施できるように準備する。

文書保管作業

ラベル印刷 簿冊目録情報

4-05

定時置換

4-07

廃棄処理

フォルダ

ラベル

バインダ

ラベル

電子

文書の媒体

紙

20 / 39 ページ



別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

置置置置

換換換換

・・・・

引引引引

継継継継

ぎぎぎぎ

（（（（
６６６６

月月月月

頃頃頃頃
））））

文書保存センター 文書保存センターシステム文書保存センター 文書保存センターシステム文書保存センター 文書保存センターシステム文書保存センター 文書保存センターシステム

4
4-05

保保保保

管管管管

期期期期

間間間間

延延延延

長長長長
登登登登

録録録録

（（（（
随随随随

時時時時
））））

文文文文

書書書書

保保保保

存存存存

箱箱箱箱

箱箱箱箱
詰詰詰詰

めめめめ

（（（（
5555

月月月月

頃頃頃頃
））））

処理内容 原課 文書管理担当係 文書管理システム処理内容 原課 文書管理担当係 文書管理システム処理内容 原課 文書管理担当係 文書管理システム処理内容 原課 文書管理担当係 文書管理システム

保存・引継ぎ・廃棄
定時置換

総合文書管理システムに登録されている文書保存センターへの置換が

予定される保存箱の情報を文書保存センターシステムへ連携する。

本処理をバッチ処理とするか、手作業で行うかは、システム開発事業

者と協議の上で決定する。

置換対象の簿冊を保存箱に箱詰めする。

簿冊完結から2年経過した簿冊は自課書庫

や文書担当課書庫、文書保存センターへ

の置換対象となる。（定時置換）

本処理で保管期間を2年から延長すること

で置換対象外とできる。

保管期間延長の登録

保存箱目録情報の入力

保存箱ラベルの印刷

保存箱ラベルの貼付け

自課書庫・

文書担当課

書庫 置換・引

継ぎ先

文書保存

センター

置換作業の実施

置換・引継ぎ処理の実行

4-07

廃棄処理

保存箱の情報を登録する。

保存箱番号はシステムで自動で採番され

る。

保存箱へ格納する簿冊情報

の入力

どの保存箱にどの簿冊を格納したかを登

録する。

（既存の保存箱にも簿冊の登録が可能）

棚番号の取得

文書保存センターに保存される場合、棚

番号の自動採番を行う。

ただし、図面など格納先の棚が決まって

いる場合、棚番号は手入力が可能。

簿冊目録情報

保存箱情報

保存箱情報

保存箱情報

保存箱ラベル

簿冊目録情報

保存箱情報

保存箱情報

保存箱情報

置換作業の実施

受入対象保存箱リストの作

成 保存箱情報

受入対象保存

箱リスト

4-03

簿冊目録

登録

4-04

簿冊複写

簿冊目録情報の登録

保存箱への箱詰め

バーコード読込みによる置換完了情報の一括登録を行う。ま

た、一括登録とは別に、個別に置換完了の登録も可能。

登録された置換完了情報は文書保存センターシステムに連携

される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議

し決定する。

置換完了情報の登録 保存箱情報

保存箱情報 置換完了情

報

置換予定情

報

５．紙の文書の量が多く、保管場所が不

足している。また、紙の文書の整理や保

管、置換作業などが負担になっている。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

置置置置

換換換換

・・・・

引引引引

継継継継

ぎぎぎぎ

（（（（
随随随随

時時時時
））））

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-06 随時置換

処理内容 原課 文書保存センター 文書管理担当係 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理担当係 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理担当係 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理担当係 文書管理システム 文書保存センターシステム

保保保保

管管管管

期期期期

間間間間

延延延延

長長長長
登登登登

録録録録

・・・・

文文文文

書書書書

保保保保

存存存存

箱箱箱箱

箱箱箱箱

詰詰詰詰

めめめめ

（（（（
随随随随

時時時時
））））

どの保存箱にどの簿冊を格納したかを登録す

る。

（既存の保存箱にも簿冊の登録が可能）

置換対象の簿冊を保存箱に箱詰めする。

通常、簿冊完結から2年経過した簿冊は自課

書庫や文書担当課書庫、文書保存センターへ

の置換対象となるが、任意のタイミングで置

換することができる。（随時置換）

保存箱目録情報の入力

保存箱ラベルの印刷

保存箱ラベルの貼付け

保存箱の情報を登録する。

保存箱番号はシステムで自動で採番される。

保存箱へ格納する簿冊情報

の入力

棚番号の取得

文書保存センターに保存される場合、棚番

号の自動採番を行う。

ただし、図面など格納先の棚が決まってい

る場合、棚番号は手入力が可能。

保存箱情報

保存箱情報

保存箱ラベル

簿冊目録情報

保存箱情報

保存箱情報

4-03

簿冊目録

登録

4-04

簿冊複写

簿冊目録情報の登録

保存箱への箱詰め

置換の登録 簿冊目録情報

総合文書管理システムに登録されている文書保存センターへの置換が

予定される保存箱の情報を文書保存センターシステムへ連携する。

本処理をバッチ処理とするか、手作業で行うかは、システム開発事業

者と協議の上で決定する。

自課書庫・

文書担当課

書庫 置換・引

継ぎ先

文書保存

センター

置換作業の実施

置換・引継ぎ処理の実行

4-07

廃棄処理

保存箱情報 保存箱情報

置換作業の実施

受入対象保存箱リストの作

成 保存箱情報

受入対象保存

箱リスト
バーコード読込みによる置換完了情報の一括

登録を行う。また、一括登録とは別に、個別

に置換完了の登録も可能。

登録された置換完了情報は文書保存センター

システムに連携される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定

義にて市と協議し決定する。

置換完了情報の登録 保存箱情報

保存箱情報 置換完了情

報

置換予定情

報

５．紙の文書の量が多く、保管場所が不

足している。また、紙の文書の整理や保

管、置換作業などが負担になっている。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

保存・引継ぎ・廃棄
移管・廃棄

処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係 文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター
システムシステムシステムシステム

公文書館公文書館公文書館公文書館
システムシステムシステムシステム

4
4-07

公文書館公文書館公文書館公文書館 文書管理文書管理文書管理文書管理
システムシステムシステムシステム

保保保保

存存存存

期期期期

間間間間

延延延延

長長長長
登登登登

録録録録

及及及及

びびびび

廃廃廃廃

棄棄棄棄

・・・・

移移移移

管管管管

決決決決

定定定定

保存期間満了後も使用する可能性のある簿冊を

延長登録することで選別対象外とできる。

総合文書管理システムで移管対象となった簿冊情報を公文書館

システムに連携する。

引継ぎ対象の文書の添付資料がシステムに格納されている場合、

電子媒体をPDF/Aに変換して公文書館システムに連携する。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議し

決定する。

簿冊目録情報原課選別

簿冊目録情報
公文書館選別

簿冊目録情報簿冊目録一覧の印刷

移管対象簿冊の協議

簿冊目録情報協議結果の入力

2-01

電子決裁

2-05

発送・保管

原課と公文書館にて協議

し、廃棄対象となった簿

冊の廃棄について決裁を

行う。

廃棄・移管

の決定

移管対象簿冊の協議にて

決定した簿冊の取扱い

（廃棄・移管）の情報を

登録する。

原課選別

公文書館選別

協議

簿冊目録一覧

１

4-03

簿冊目録

登録

4-06

随時置換

移管処理 簿冊目録情報

文書目録情報

簿冊目録情報

文書目録情報

4-05

定時置換

4-04

簿冊複写

簿冊目録情報

の登録・更新

簿冊目録情報延長登録

23 / 39 ページ



別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

保存・引継ぎ・廃棄
移管・廃棄

処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 文書保存センター 文書事務担当係 文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター
システムシステムシステムシステム

公文書館公文書館公文書館公文書館
システムシステムシステムシステム

4
4-07

公文書館公文書館公文書館公文書館 文書管理文書管理文書管理文書管理
システムシステムシステムシステム

電電電電

子子子子

簿簿簿簿

冊冊冊冊

・・・・

文文文文
書書書書

デデデデ
ーーーー

タタタタ

廃廃廃廃

棄棄棄棄

（（（（
6666
月月月月

頃頃頃頃
））））

紙紙紙紙

簿簿簿簿

冊冊冊冊

廃廃廃廃

棄棄棄棄

・・・・
公公公公

文文文文

書書書書

館館館館

移移移移

管管管管

（（（（
4444

月月月月

以以以以

降降降降
））））

公文書館の職員が文書保存センターで作業を

行う。廃棄対象の保存箱の中から、公文書館

へ移管する重要公文書が綴られた簿冊を格納

した保存箱を公文書館へ持ち帰る。

文書保存センター

の廃棄予定保存箱

の抽出作業

廃棄対象となった保存箱に付随する情報を総合文書

管理システムから削除する。

削除処理の結果を文書保存センターシステムに連携

する。

連携の方法（ユーザが実行、バッチ処理など）・契

機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議し決定

する。

廃棄予定の保存箱の情報を文書保存セ

ンターシステムに連携する。

連携の方法（ユーザが実行、バッチ処

理など）・契機は設計開発事業者の要

件定義にて市と協議し決定する。

自課書庫の

廃棄作業

重要公文書の公文

書館への配送

重要公文書の受入

廃棄確定情報の

登録

重要公文書の公文

書館への配送

廃棄処理 保存箱情報

重要公文

書

重要公文

書

廃棄予定情報の連携

簿冊目録情報

保存箱情報
廃棄確認予定保存箱

リストの印刷

簿冊目録情報
移管対象

簿冊の確認

文書保存センターに

保存されている重要

公文書一覧の印刷

１

保存箱情報
保存箱情

報

重要公文書の確認
簿冊目録情報

文書保存センターでは、廃棄対象とな

る保存箱をバーコードで読取り、廃棄

確定の処理を行う。

廃棄データの不整合は、廃棄保存箱確

認不一致リストで確認を行う。

廃棄確認予定保

存箱リスト

保存箱情報 保存箱情報

廃棄予定情

報

保存箱情報

重要公文書一覧

廃棄対象

保存箱の確認 保存箱情報

廃棄対象

簿冊・保存箱の確認 保存箱情報

簿冊情報

廃棄確定情報の

仮登録 保存箱情報

文書保存センターで棚から取り出した

廃棄予定の保存箱に抜け漏れがないこ

とを、バーコード読取りによって一括

で確認する。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

文文文文

書書書書

保保保保

存存存存

箱箱箱箱

貸貸貸貸
出出出出

（（（（
随随随随

時時時時
））））

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-08 貸出・閲覧

処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム

バーコード読込みによる貸出中情報の一括登

録を行う。また、一括登録とは別に、貸出

コードの直接入力による個別貸出の登録も可

能。

文書保存センターシステムに登録した貸出中

情報は文書管理システムに自動連携され、文

書管理システム上でも該当保存箱が貸出中で

あることを確認できる。

貸出依頼情報（貸出コード、依頼者名、連絡先電話番号、申込日、返

却予定日、保存箱等）を文書管理システムへ登録する。（システムで

自動設定可能な項目はユーザが選択せずに登録できるように考慮する

こと。）

登録された貸出依頼情報は文書保存センターシステムに連携される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議し決定す

る。

文書保存箱の受取

文書貸出依頼の入力

4-09

返却

保存箱情報

貸出依頼情

報

保存箱情報

文書保存箱の取り出し

保存箱情報
貸出申込リストの印刷

文書保存箱の配送

保存箱情報貸出情報の入力

保存箱情報
貸出情報の印刷

文書保存箱の配送

貸出中保存

箱返却期間

超過一覧表

貸出・返却

カード

貸出中保存

箱一覧表

貸出申込

リスト

保存箱情報

貸出中情報
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-08 貸出・閲覧

処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム

文文文文

書書書書

閲閲閲閲

覧覧覧覧

（（（（
随随随随
時時時時
））））

閲覧が完了したことを文書保存センターシス

テムに登録する。

閲覧コードの入力による閲覧完了情報の登録

を行う。

文書保存センターシステムに登録した閲覧完

了情報は文書管理システムに自動連携される。

文書保存センターへ出向き、

文書を閲覧する。

閲覧依頼情報（閲覧コード、依頼者名、連絡先電話番号、申込日、返

却予定日、保存箱等）を文書管理システムへ登録する。

登録された閲覧依頼情報は文書保存センターシステムに連携される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議し決定す

る。

文書閲覧依頼の入力 保存箱情報

閲覧依頼情

報

保存箱情報

文書保存箱の取り出し・

準備

保存箱情報
閲覧申込リストの印刷

文書の閲覧

閲覧申込

リスト

保存箱情報
閲覧完了情報の入力の入力

閲覧完了の確認

保存箱情報

閲覧完了情

報の入力
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

文文文文

書書書書

保保保保

存存存存

箱箱箱箱

返返返返
却却却却

（（（（
随随随随

時時時時
））））

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-09 返却

処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム処理内容 原課 文書集配センター 文書保存センター 文書管理システム 文書保存センターシステム

貸出完了情報（返却日等）を登録する。

バーコード読込みによる一括登録を行う。また、一括登録とは別に、

貸出コードの直接入力による個別返却の登録も可能。

文書保存センターシステムに登録した貸出完了情報は文書管理システ

ムに連携される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて市と協議し決定す

る。

保存箱情報

文書保存箱の返却

貸出・返却

カード
保存箱情報

保存箱貸出完了情報の入力

保存箱の保存

文書保存箱の返却

貸出・返却カードの受領

受領印の押印

文書保存箱返却の確認 保存箱情報

4-08

貸出・閲覧

貸出完了情

報
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別
業務フローID 4-10 業務内容

保存・引継ぎ・廃棄
所管換え

処理内容処理内容処理内容処理内容
文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター

システムシステムシステムシステム

所所所所
管管管管
換換換換
ええええ

（（（（
随随随随
時時時時
））））

原課 文書保存センター 文書管理システム原課 文書保存センター 文書管理システム原課 文書保存センター 文書管理システム原課 文書保存センター 文書管理システム

機構改革などに伴い所管課が変更となる簿冊目録

の情報を更新する。

登録された情報は文書保存センターシステムに連

携される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義に

て市と協議し決定する。

簿冊目録情報簿冊の所管換えの入力

簿冊目録情報所管換え予定の簿冊の確認

保存箱情報

保存箱情報

保存箱情報
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別
業務フローID 4-11 業務内容

文文文文
書書書書
保保保保
存存存存
セセセセ
ンンンン
タタタタ
ーーーー

かかかか
らららら
自自自自
課課課課
書書書書
庫庫庫庫
へへへへ
のののの
書書書書
庫庫庫庫
換換換換
ええええ

（（（（
随随随随
時時時時
））））

保存・引継ぎ・廃棄
書庫換え

処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム
文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター

システムシステムシステムシステム

文書保存センターから自課書庫へ書庫換えとなる保

存箱の情報（出庫待ち保存箱情報）を文書管理シス

テムに登録する。

登録された情報は文書保存センターシステムに連携

される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて

市と協議し決定する。

保存箱情報書庫換え保存箱情報の入力

保存箱情報書庫換え予定保存箱の確認

保存箱情報書庫換え情報の登録

バーコード読込みによる一括登録を行

う。また、一括登録とは別に、文書保

存箱番号の直接入力による個別の書庫

換え登録も可能。

保存箱の格納

保存箱情報

保存箱の取り出し・配送

保存箱情報出庫待ち保存箱リストの印刷

出庫待ち保

存箱リスト

貸出などで原課で保存箱を持ち続

けている場合などは本作業は実施

不要。

出庫待ち保

存箱情報
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別
業務フローID 4-11 業務内容

保存・引継ぎ・廃棄
書庫換え

処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム処理内容 原課 文書保存センター 文書管理システム
文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター

システムシステムシステムシステム

自自自自
課課課課
書書書書
庫庫庫庫
かかかか
らららら
文文文文
書書書書
保保保保
存存存存
セセセセ
ンンンン
タタタタ
ーーーー

へへへへ
のののの
書書書書
庫庫庫庫
換換換換
ええええ

（（（（
随随随随
時時時時
））））

自課書庫から文書保存センターへ書庫換えとなる保

存箱の情報を文書管理システムに登録する。文書保

存センターの棚番号はシステムで自動取得する。

登録された情報は文書保存センターシステムに連携

される。

連携の方法・契機は設計開発事業者の要件定義にて

市と協議し決定する。

保存箱情報書庫換え保存箱情報の入力

保存箱情報書庫換え予定保存箱の確認

保存箱情報書庫換え情報の登録

バーコード読込みによる一括登録を行

う。また、一括登録とは別に、文書保

存箱番号の直接入力による個別の書庫

換え登録も可能。

保存箱情報

保存箱の格納

保存箱情報受入対象保存箱リストの作成

受入対象保存

箱リスト

保存箱の取り出し・配送

入庫予定情

報

入庫完了情

報
保存箱情報
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-12 業務内容 棚卸管理

処理内容 文書保存センター 文書保存センターシステム処理内容 文書保存センター 文書保存センターシステム処理内容 文書保存センター 文書保存センターシステム処理内容 文書保存センター 文書保存センターシステム

棚棚棚棚
卸卸卸卸
処処処処
理理理理

（（（（
随随随随
時時時時
））））

棚卸データをクリアする。ク

リア後は、再度棚卸が初めか

ら実施可能となる。

棚卸データ棚卸情報一括登録

棚マスタ棚状況管理図の印刷

棚卸データ棚卸実施状況リストの印刷

バーコード読込みによる一括登録を行う。

また、一括登録とは別に、文書保存箱番

号の直接入力による個別の棚卸登録も可

能。

棚卸データと保存箱情報を基に棚卸が完了し

ていない保存箱のリストを作成・印刷する。

棚卸状況の確認

棚卸完了の入力 棚卸データ

棚状況管理

図

保存箱情報

棚卸実施状

況リスト

１

棚卸状況

未完了 完了

１

保存箱情報

31 / 39 ページ



別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

公文書館公文書館公文書館公文書館
システムシステムシステムシステム

文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター
システムシステムシステムシステム

管管管管

理理理理

帳帳帳帳

票票票票

出出出出

力力力力

（（（（
随随随随

時時時時
））））

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-13 管理帳票・csv出力

処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係 文書管理文書管理文書管理文書管理
システムシステムシステムシステム

保存箱情報
廃棄処理対象簿冊・保

存箱目録の印刷 廃棄予定表

（簿冊・保存

箱）

保存箱情報

廃棄処理対象簿冊・保

存箱目録の印刷

廃棄予定表

（簿冊・保存

箱）

保存箱情報
廃棄処理対象存箱リス

ト・廃棄処理済み保存

箱リストの印刷 廃棄結果表

（保存箱）
廃棄確認予定

保存箱リスト

保存箱情報
保存箱ラベルの印刷

保存箱ラベル

保存箱情報棚状況管理図の印刷

棚状況管理図

保存箱情報

保存箱情報
棚卸実施状況リストの

印刷
棚卸実施状況

リスト

保存箱情報

棚状況管理図の印刷

棚状況管理図

棚卸実施状況リストの

印刷

棚卸実施状況

リスト
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 業務種別
業務フローID 業務内容

公文書館公文書館公文書館公文書館
システムシステムシステムシステム

文書保存センター文書保存センター文書保存センター文書保存センター
システムシステムシステムシステム

4 保存・引継ぎ・廃棄
4-13 管理帳票・csv出力

処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係処理内容 原課 公文書館 文書保存センター 文書事務担当係 文書管理文書管理文書管理文書管理
システムシステムシステムシステム

管管管管

理理理理

帳帳帳帳

票票票票

出出出出

力力力力

（（（（
随随随随

時時時時
））））

保存箱情報
受入済み保存箱リスト

の印刷
受入済み保存

箱リスト

保存箱情報
受入対象保存箱リスト

の印刷
受入対象保存

箱リスト

保存箱情報
出庫待ち保存箱リスト

の印刷
出庫待ち保存

箱リスト

棚情報棚ラベルの印刷

棚ラベル

簿冊目録情報

保存期間満了予定簿冊

の保存期間満了リス

ト・保存期間満了予定

簿冊の保存期間満了延

長リストの印刷

保存期間満了延

長簿冊一覧

保存期間満了簿

冊一覧

簿冊目録情報
簿冊ラベルの印刷

簿冊ラベル

（バインダラ

ベル）

簿冊ラベル

（フォルダラ

ベル）

簿冊目録情報
公文書館移管対象一覧

（簿冊・文書）の印刷
公文書館移管対象一覧

（簿冊・文書）
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-14 業務内容 合冊

合合合合
冊冊冊冊

（（（（
随随随随
時時時時
））））

原課原課原課原課処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム

合冊した簿冊のラベルに印字されている文書

情報を手書きで修正する。

合冊した簿冊が電子の場合、本作業は発生し

ない。

簿冊目録情報合冊情報の入力

簿冊目録情報合冊対象簿冊の確認

ラベルの書き換え
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 4 業務種別 保存・引継ぎ・廃棄
業務フローID 4-15 業務内容 分冊

分分分分
冊冊冊冊

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム処理内容 原課 文書管理システム

分冊した簿冊が電子の場合、本作業は発生し

ない。

分冊して新しく発生する簿冊のラベルを印刷

する。

分冊した簿冊が電子の場合、本作業は発生し

ない。

簿冊目録情報分冊情報の入力

簿冊目録情報分冊対象簿冊の確認

分冊元の簿冊のラベルに印字されている文書

情報を手書きで修正する。

分冊した簿冊が電子の場合、本作業は発生し

ない。

ラベルの書き換え

文書保管作業

ラベル印刷 簿冊目録情報

フォルダ

ラベル

バインダ

ラベル
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 5 業務種別 共通機能、運用支援
業務フローID 5-01 業務内容 検索

文書管理システム文書管理システム文書管理システム文書管理システム

保保保保
存存存存
箱箱箱箱
検検検検
索索索索

（（（（
随随随随
時時時時
））））

簿簿簿簿
冊冊冊冊
検検検検
索索索索

（（（（
随随随随
時時時時
））））

文文文文
書書書書
検検検検
索索索索

（（（（
随随随随
時時時時
））））

処理内容 ユーザ処理内容 ユーザ処理内容 ユーザ処理内容 ユーザ

検索対象はユーザの権限によって制御

される。検索結果の一覧はcsvで出力

が可能。

保存箱情報保存箱の検索

簿冊目録情報簿冊の検索

文書目録情報文書の検索

１３．係単位で扱う個人情報をシステムで処理するためには、当該情報を課内の他

の係で閲覧できない仕組みにする必要があるほか、さらに決裁関与者のみなど閲覧

範囲を絞る必要もある。

２０．簿冊や文書を分類検索する際の操作が手間なので改善してほしい。分類検索

をする際、自課に関係するものだけでなく庁内全体の分類が表示されるほか、複数

の分類を同時にツリー状に検索できない。
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 5 業務種別 共通機能、運用支援
業務フローID 5-02 業務内容 公文書館検索

処理内容 公文書館 公文書館システム処理内容 公文書館 公文書館システム処理内容 公文書館 公文書館システム処理内容 公文書館 公文書館システム

文文文文
書書書書
検検検検
索索索索

（（（（
随随随随
時時時時
））））

簿簿簿簿
冊冊冊冊
検検検検
索索索索

（（（（
随随随随
時時時時
））））

簿冊目録情報簿冊の検索

文書目録情報文書の検索

公文書館検索結果（移

管後の文書）

公文書館検索結果（移

管後の文書）
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 5 業務種別

業務フローID 5-03 業務内容

基基基基
本本本本
認認認認
証証証証

（（（（
随随随随
時時時時
））））

イントラネット上イントラネット上イントラネット上イントラネット上
ActiveDirectoryActiveDirectoryActiveDirectoryActiveDirectory

ユーザユーザユーザユーザ

共通機能、運用支援

基本認証

ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト
（共通基盤システム）（共通基盤システム）（共通基盤システム）（共通基盤システム）

処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム処理内容 文書管理システム

文書管理システムへのログイン

ポータルサイトへのログイン

ログイン結果の確認

PCへのログイン

PCへログイン

ポータルサイトへログイン

統合windows認証の要求

ポータルサイトの表示

統合windows認証

統合windows認証の要求

HTTPリクエスト

統合windows認証

ログイン処理

統合windows認証

ポータルサイトの利用

ユーザID

（職員番号）

文書管理システムへのリンク

押下
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別添1 次期システム業務フロー

業務種別ID 5 業務種別
業務フローID 5-04 業務内容

公文書館公文書館公文書館公文書館
システムシステムシステムシステム

文書保存センターシ文書保存センターシ文書保存センターシ文書保存センターシ
ステムステムステムステム

ママママ
スススス
タタタタ
保保保保
守守守守

（（（（
随随随随
時時時時
））））

職職職職
員員員員
異異異異
動動動動
情情情情
報報報報
・・・・
機機機機
構構構構
改改改改
革革革革
情情情情
報報報報
取取取取
込込込込

（（（（
随随随随
時時時時
））））

共通機能、運用支援
マスタ保守

処理内容 文書事務担当係 運用保守事業者／バッチ 他システム処理内容 文書事務担当係 運用保守事業者／バッチ 他システム処理内容 文書事務担当係 運用保守事業者／バッチ 他システム処理内容 文書事務担当係 運用保守事業者／バッチ 他システム
文書管理文書管理文書管理文書管理
システムシステムシステムシステム

文書分類マスタ
文書分類マスタの入力

棚マスタ
棚マスタの入力

職員基本情報
職員基本情報の入力

所属情報
所属情報の入力

権限マスタ
権限マスタの入力

職員基本情報

職員基本情報の取込
職員基本情報の

連携開始

職員基本情報

所属情報

所属情報の取込
所属情報の連携

開始

所属情報

棚マスタ

文書分類マスタ

職員基本情報

所属情報

職員基本情報

所属情報
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別添2 次期システム機能要件一覧

１．収受・到達 到達した⽂書の受領、および収受⼿続きを⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1
収受⽇はシステム⽇付が⾃動的に⼊⼒されること。ただし、⼿⼊⼒で修正が可能で、収受
⽇を遡った⽇付にも変更ができること。 必須 - -

2
収受⽂書の発信元情報（発信元⽂書の⽇付、⽂書番号、所属、⽂書媒体-電子・紙）
を登録できること。 必須 - -

3
収受担当所属・職員名は、ログイン時の認証情報より⾃動で操作者の情報が初期表示さ
れること。 必須 - -

4
収受登録時に、⽂書ごとに保存先簿冊を指定できること。簿冊を指定する際は、分類の階
層表示等から簡易的に選択できること。 必須 - 説明要 〇

以降の同様の機
能については説
明必須ではない

5
上記No.4の要件に加え、簿冊を指定する際は、簿冊情報（簿冊名、年度、保存期間な
ど）で検索して選択できること。この時、保存先の検索画⾯では、各簿冊の簿冊情報や、
簿冊内⽂書の情報を閲覧しながら判断ができること。

任意 中 説明要
以降の同様の機
能については説
明必須ではない

6
収受⽂書の保存期間、常用区分、重要公⽂書区分、編さん区分は、選択した簿冊の情
報が⾃動的に反映⼜は紐付けされること。 必須 - -

7
収受⽂書の詳細情報を公開する範囲を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」からプルダウ
ンにて設定できること。 必須 - 説明要 〇

以降の同様の機
能については説
明必須ではない

8

上記No.7の要件に加え、「特定者（当該⽂書の起案者及び決裁・承認者として設定した
職員など）」も設定できること。

任意 高 説明要 〇

以降の同様の機
能については説
明必須ではない

9 収受⽂書ごとに、回答の必要性の有無を管理できること。 必須 - -

10 収受⽂書に対して、業務上の処理期限の設定をできること。 必須 - -

11
⽂書番号は、年度ごとに⽂書記号（和暦、所属名、所属略名、所属別記号など）を付し
て、それぞれの⽂書記号ごとに⾃動採番ができること。 必須 - -

12
⽂書番号に付加する⽂書記号は、年度、所属ごとに複数種類設定できること。また、⽂書
記号の設定は、毎年所管課にて設定ができること。 必須 - -

13
あらかじめ使用する⽂書番号を確保し、「予約番号」として管理ができること。⽂書番号を予
約する時、現在の空き番号の確認ができ、欠番となった番号も予約対象に指定することで
再利用できること。また、誰が何番を予約しているかは他の職員からも確認ができること。

必須 - -

14
関連付けが必要な⽂書に関しては「枝番号」の使用ができること。枝番を取得する際は、既
存⽂書の⼀覧画⾯から検索をして、親番号を選択できること。 必須 - -

15
任意の番号を⼿⼊⼒で登録することもできること。また、年度を遡り、前年度の番号で採番
したり、新年度の⽂書を先付作成するために、新年度の番号で採番することもできること。 必須 - -

16 収受における⽂書番号の採番を、必須とするか任意とするかは設定で変更できること。 必須 - -

17 添付⽂書は、種別（紙・電子）によらず、1⽂書につき複数件管理できること。 必須 - -

18
添付⽂書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に⾃動的に種別を電子と判定
して登録できること。また、添付した際、ファイル名が添付⽂書の名称として⾃動⼊⼒される
こと。

必須 - -

19 添付⽂書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 必須 - -

20
複数の電子⽂書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してド
ラッグ＆ドロップで⽂書管理システムにアップロードできること。 必須 - 説明要 〇

以降の同様の機
能については説
明必須ではない

21
添付⽂書をドラッグ＆ドロップで登録した場合、それぞれの電子⽂書のファイル名を添付⽂
書の名称として1件ずつ⾃動⼊⼒されること。 必須 - -

22 添付⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 必須 - -

23

添付⽂書が電子ファイルの場合、添付できる最⼤容量の上限が設定できること。添付時に
ファイル容量を⾃動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示すること。
確認制御は以下の内容に対応できること。
　・エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可とする

必須 - -

24
登録した添付⽂書（電子）の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、
サーバ上のファイルを直接編集することができ、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再
アップロードによる差替え作業を必要としないこと。

任意 高 説明要 〇
以降の同様の機
能については説
明必須ではない

25
添付⽂書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。
Microsoft Excel、Word、PowerPoint 任意 高 説明要 〇

以降の同様の機
能については説
明必須ではない

26
関連性のある保存⽂書を「関連⽂書」として、関連付けを設定できること。関連⽂書の設定
は検索機能を利用し、複数の関連⽂書を選択できること。 必須 - -

収受情報管理

⽂書番号取得

添付⽂書登録

関連⽂書
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別添2 次期システム機能要件一覧

１．収受・到達 到達した⽂書の受領、および収受⼿続きを⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

27 関連⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 任意 低 説明要

28
⽂書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。
また、公開用目録を出⼒する際は、件名よりも公開件名が優先されること。 必須 - -

29 公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 必須 - -

30 ⽂書ごとに開示区分（開示・⼀部開示・不開示・時限秘など）の設定ができること。 必須 - -

31
開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を登録できること。不開示理由は、例⽂から
選択することができること。 必須 - -

32 個⼈情報を含む⽂書かどうかを⽂書登録時に管理できること。 必須 - -

33
収受⽂書の⼀覧は、画⾯上から⽇付順に配置されること。また、各項目名でソート（並び
替え）ができ、⼀覧に表示される件数を任意に変更ができること。 必須 - -

34
収受⽂書⼀覧は、同じ所属内の職員全員が閲覧と、継続処理（起案、供覧、保存）が
できること。 必須 - -

35
収受登録を担当する職員と、継続処理（起案・供覧・保存）を⾏う職員が異なる場合で
も、継続処理を⾏うことができること。 必須 - -

36
過去に登録した⽂書から、⼊⼒項目を流用（複写）することで、同様の収受⽂書の登録
作業を効率的に⾏えること。ただし、年度に依存する項目（保存先など）については、複写
するかどうかは、設定で変更可能なこと。

必須 - -

37 収受登録時の連絡事項について、コメント記⼊ができること。 必須 - -

38

収受登録する時点で、次の継続処理（起案、供覧、保存）をそのまま続けて⾏いたい場
合は、メニュー画⾯に戻ることなく、登録と同時に次処理画⾯（起案、供覧、保存）へ遷
移し、連続して効率的に登録作業ができること。 必須 - -

39
収受⽂書の削除ができること。ただし、到達⽂書（⽂書管理システムで発送された収受待
ちの⽂書）から収受登録した⽂書を削除する場合は、到達⽂書の状態に戻ること。 必須 - -

40
収受⽂書として登録した⽂書は⾃動的に⽂書件名簿（収受）に記録されること。収受⽇
で対象を絞り込み、出⼒することもできること。CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用がで
きること。

必須 - -

41
収受⽂書の継続処理の進捗状況（作業中、処理待ち、起案済み、供覧済み、保存済
み、決裁済み、施⾏済み等）を確認できること。 必須 - -

42 電子メールを収受⽂書として取り込み、簡易な操作で登録できること。 必須 - 説明要 〇

43
電子メールから収受した場合、電子メールの件名、送信⽇、送信者、メール本⽂、添付ファ
イルなどを収受⽂書の書誌情報として⾃動的に取り込むことができるほか、メールの添付ファ
イルについても、そのまま添付⽂書として⾃動的に取り込むことができること。

必須 - -

44
到達⽂書（⽂書管理システムで発送された収受待ちの⽂書）の⼀覧は画⾯上から順に
⽇付順に配置されること。また、各項目名でソート（並び替え）ができ、⼀覧に表示される
件数を任意に変更ができること。

必須 - -

45
到達⽂書を収受登録する前に、件名、発信所属、添付⽂書の内容確認や、他にどこ宛て
に発送されているか確認できること。また、収受登録後は収受⽂書として管理されること。 必須 - -

46
到達⽂書を収受登録する際は、到達⽂書の情報（件名、発信元の⽂書番号、所属、添
付⽂書など）を引き継いで収受登録できること。 必須 - -

47
取りまとめ課宛てに発送された到達⽂書を、内容に応じて取りまとめ課が任意の関連所属
宛てにコメントを添えて転送できること。ただし、転送後でも転送元所属で当該到達⽂書の
収受登録ができること。

必須 - -

48
到達⽂書が誤配であった場合などに、発送元の所属に対し、コメントを添えて差戻し⼜は取
消し等ができること。 必須 - -

49 到達⽂書の閲覧、受領、転送、削除等の操作は、所属全員が操作できること。 必須 - -

電子メール取込

到達⽂書登録

情報公開支援

収受⽂書登録
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1 新規（発意・発議）で起案⽂書の作成ができること。 必須 - -

2
起案⽇はシステム⽇付が⾃動的に⼊⼒されること。ただし、⼿⼊⼒で修正が可能で、起案
⽇を遡った⽇付や、新年度の⽂書を先付起案するために、未来⽇の指定もできること。 必須 - -

3 伺い⽂・本⽂を登録できること。 必須 - -

4
定型的な伺い⽂・本⽂を事前に定型⽂として登録しておくことで、⼊⼒時に定型⽂から引
用して⼊⼒作業を効率化できること。 必須 - 説明要 〇

5
起案者の所属・職員名は、ログイン時の認証情報より⾃動でログイン者の情報が初期表示
されること。 必須 - -

6
起案登録時に、⽂書ごとに保存先簿冊を指定できること。簿冊を指定する際は、分類の階
層表示等から簡易的に選択できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

7
上記No.6の要件に加え、簿冊を指定する際は、簿冊情報（簿冊名、年度、保存期間な
ど）で検索して選択できること。この時、保存先の検索画⾯では、各簿冊の簿冊情報や、
簿冊内⽂書の情報を閲覧しながら判断ができること。

任意 中 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

8
起案⽂書の保存期間、常用区分、重要公⽂書区分、編さん区分は、選択した簿冊の情
報が⾃動的に反映⼜は紐付けされること。 必須 - -

9
起案⽂書の詳細情報を公開する範囲を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」からプルダウ
ンにて設定できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

10
上記No.9の要件に加え、「特定者（当該⽂書の起案者及び決裁・承認者として設定した
職員など）」についても設定できること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

11
⽂書の取扱種別（議案・重要・秘・至急）を指定することで、回議者へ取り扱いについて
の意思表示ができること。取扱種別は複数選択ができ、承認待ち⼀覧などで視覚的に確
認できること。

必須 - -

12 起案⽂書に対して、業務上の処理期限の設定をできること。 必須 - -

13
施⾏情報の発送⽅法について、「⽂書管理システム内発送」、「電子掲示板」などの発送
⽅法を指定できること。 必須 - -

14
発送⽅法として、グループウェアとは別に⽂書管理システム独⾃に電子掲示板（全庁掲示
板）機能を提供することで、グループウェアの導⼊有無や、構築業者が変わっても掲示板機
能を継続できるようにすること。

必須 - -

15

対象の公印管理者へ公印の使用申請及び承認ができること。また、決裁完了後にも公印
の使用申請の追加・削除ができること。

必須 - -

16
使用する公印を指定するときは、公印の担当所属で対象を絞りこみ、「公印名称」を⼀覧で
確認しながら指定ができること。 必須 - -

17
簡易な起案⽂書については、起案作成の際に⽂書の件名等の最低限の項目を⼊⼒すれ
ば、システム上登録できること。（簡単な起案⽂書でも、詳細を書かずに登録できる。） 任意 低 説明要

18
起案⽂書は課や係によって閲覧制限をかけることができること。閲覧制限は、決裁中や決裁
終了後にも変更可能であること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

19

上記No.18の要件に加え、「特定者（当該⽂書の起案者及び決裁・承認者として設定し
た職員など）」についても閲覧権限の設定をできること。

任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

20
決裁の⽅法は、「電子回議 システム上での電子決裁」、「紙回議 起案用紙への押印
決裁」、「電子＋紙回議（併用） 電子決裁であるが添付⽂書の⼀部が紙⽂書」の3つ
の⽅法に対応すること。

必須 - -

21
決裁⽅法の選択時に、選択した決裁⽅法に必要な登録項目を⾃動的に表示し、登録が
不要な項目は⾃動的に非表示にすることで、操作の迷いや、誤った登録を防⽌できること。 任意 低 説明要

22 定型的な回議ルートを各課及び個⼈で登録・編集できること。 必須 - -

23
回議ルートの設定時に、定型ルートを選択することでルート設定作業を効率化できること。ま
た、選択した定型ルートから引用したルートに対して、その場でさらに承認者・決裁者の追
加・削除や、並列ルートの追加、並び替えなどのルート編集も可能なこと。

必須 - -

24
回議ルートを⼿動で編集する際、通常は職員名まで指定してルート上へ追加するが、合議
先の担当者名が不明な場合に、役職まで指定するだけでもルート設定できること。さらに、
担当役職も不明な場合は、所属まで指定するだけのルート設定もできること。

必須 - 説明要 〇

起案⽂書情報

回議ルート設定

2.起案・決裁・施行 - 3



別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

25
回議ルート上で、所属宛てでルート設定された場合は、宛先の所属側の判断で適切な承
認者・決裁者をルート設定して回議できること。 必須 - 説明要 〇

26
役職・職員ごとに、承認者・決裁者・供覧者・代決者・後閲者といった業務上の役割を回
議ルートの任意の位置に設定できること。 必須 - 説明要 〇

27
起案時に不在が判明している職員に対しては、回議ルート設定時に予め後閲者としての設
定ができること。また、「供覧者」「後閲者」は、決裁が完了し⽂書が保存済となった後でも、
確認できること。

必須 - 説明要 〇

28
回議ルートはアイコンや図形を多用して初⾒の操作者にも直感的に分かりやすい操作で設
定できること。 必須 - -

29
複数の所属に対して合議が必要な場合など、並列のルートを設定できること。また並列ルー
トへの回議は同時並⾏で承認を進められること。 必須 - -

30
並列ルートにおいても、各列で定型ルートを組み込むこともできること。また並列ルートの設
定は、矢印などのアイコンを選択することで分岐の作成、削除が簡単な操作できること。 必須 - -

31 ⼀つの回議ルート内に、並列ルートを複数個所設定できること。 必須 - -

32

紙回議の場合、予め実施機関や決裁区分等ごとに押印欄の初期値パターン（市⻑決
裁、副市⻑決裁の際は、起案用紙に「市⻑決裁」欄、「副市⻑決裁」欄の押印欄を追加
ほか、⾏政委員会など実施機関での決裁区分に合わせた起案用紙のパターンを用意する
など）を登録できること。

必須 - -

33
回議ルートは、決裁中であっても変更することが可能であること。

必須 - -

34 添付⽂書は、種別（紙・電子）によらず、1⽂書につき複数件登録できること。 必須 - -

35
添付⽂書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に⾃動的に種別を電子と判定
して登録できること。また、添付した際、ファイル名が添付⽂書の名称として⾃動⼊⼒される
こと。

必須 - -

36 添付⽂書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 必須 - -

37
複数の電子⽂書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してド
ラッグ＆ドロップで⽂書管理システムにアップロードできること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

38
添付⽂書をドラッグ＆ドロップで登録した場合、それぞれの電子⽂書のファイル名を添付⽂
書の名称として1件ずつ⾃動⼊⼒できること。 必須 - -

39 添付⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 必須 - -

40

添付⽂書が電子ファイルの場合、添付できる最⼤容量の上限が設定できること。添付時に
ファイル容量を⾃動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示すること。
確認制御は以下の内容に対応できること。
　・エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可とする

必須 - -

41
登録した添付⽂書（電子）の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、
サーバ上のファイルを直接編集することができ、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再
アップロードによる差替え作業を必要としないこと。

任意 高 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

42
添付⽂書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。
Microsoft Excel、Word、PowerPoint 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

43
関連性のある保存⽂書を「関連⽂書」として、関連付けを設定できること。関連⽂書の設定
は検索機能を利用し、複数の関連⽂書を選択できること。 必須 - -

44 関連⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 任意 低 説明要

45
⽂書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。また、公開用目録を出⼒す
る際は、件名よりも公開件名が優先されること。 必須 - -

46 公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 必須 - -

47 ⽂書ごとに開示区分（開示・⼀部開示・不開示・時限秘など）の設定ができること。 必須 - -

48
開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を例⽂から選択することができること。不開示
理由の例⽂は、システムのマスタ登録により任意の表現に設定変更できること。 必須 - -

49 個⼈情報を含む⽂書かどうかを⽂書登録時に管理できること。 必須 - -

50
過去に登録した⽂書から、⼊⼒項目を流用（複写）することで、同様の起案⽂書の登録
作業を効率的に⾏えること。ただし、年度に依存する項目（保存先など）については、複写
するかどうかは、設定で変更可能なこと。

必須 - -

添付⽂書登録

関連⽂書

情報公開支援

起案⽂書登録
（発意・収受共通）
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

51
予め起案⽂書のテンプレート（雛形）を設定しておくことで、定型的な起案⽂書を作成す
る際に、最⼩限の⼊⼒操作で登録できる⼯夫があること。 必須 - 説明要 〇

52
テンプレート（雛形）は、全庁で共通的に使用するテンプレートだけでなく、所属内で共有
できるテンプレート、及び職員個⼈だけで使用するテンプレートも登録できること。 任意 高 説明要 〇

53
起案⽂書の登録時に、⼊⼒中の情報をテンプレート（雛形）として、その場で簡単に登録
できること。 必須 - -

54
起案時の連絡事項について、処理画⾯上に付箋を貼り付けてコメントを記⼊できること。

任意 中 説明要

55
付箋は画⾯上の任意の場所に複数枚貼り付けることができ、⾊やサイズの変更も可能なこ
と。 任意 低 説明要

56 起案⽂書に貼り付けた付箋は、決裁後の⽂書確定時に全て⾃動で剥がされること。 任意 低 説明要

57
起案⽂書の登録中に、⼀時保存をして作業を中断できること。また、⼀時保存された⽂書
は、別途再開、または削除できること。 必須 - -

58
電子回議をする時は、案件に応じて、回議開始時に回議ルート上で設定した職員宛てに、
通知ができること。 任意 高 説明要 〇

59
通知の対象職員は、回議ルート上で設定した職員の中から、都度、任意に複数選択でき
ること。 任意 中 説明要

60
指定された担当者が、起案者が不在時や、異動時における起案後の業務（⼀時保存の
再開、引戻し、戻り⽂書の再回議、公印承認申請、確定、施⾏等）を起案者の代理とし
て処理ができること。

必須 - 説明要 〇

61
登録済の収受⽂書を検索して、選択した収受⽂書を基に起案⽂書を作成できること。

必須 - -

62
収受⽂書を基に起案する場合、収受⽂書の各目録情報（添付⽂書も含む）を起案⽂
書の目録情報として⾃動的に引き継いで登録操作を⾏えること。 必須 - -

63
収受時に採番した⽂書番号をそのまま起案時も利用することができること。また、起案時に
別の⽂書番号を採番することもできること。軽易な⽂書については⽂書番号を採番せずに号
外⽂書とすることができること。

必須 - -

64
収受⽂書を基に起案した場合、起案⽂書から元の収受⽂書へのリンクが⾃動的に設定さ
れ、起案⽂書からいつでも最新の収受⽂書の内容を閲覧できること。 必須 - -

65
申請書類など、類似した複数の収受⽂書を、まとめて⼀つの起案⽂書として⼀括起案でき
ること。その際、選択した収受⽂書それぞれに対するリンクが⾃動的に設定されること。 必須 - -

66
紙回議にて回議開始する場合、紙の起案用紙（鑑）を印刷できること。紙回議用の起案
用紙（鑑）には、起案時に所属・決裁区分から指定した初期値、もしくは⼿⼊⼒で修正し
た内容に応じた押印欄が出⼒されること。

必須 - 説明要 〇

67
電子回議の場合でも、起案用紙（鑑）をPDF形式で出⼒できること。またこの時、押印欄
の代わりに回議ルートで設定した職員リストが進捗状況（承認済み、承認待ち等）と共に
出⼒できること。

必須 - -

68
電子＋紙回議（併用）の場合、紙資料を回議する際の鑑として添付⽂書表紙を印刷で
きること。また、添付⽂書表紙（紙）に印字された番号で、簡単に承認待ち⽂書の検索が
できること。

必須 - 説明要 〇

69
起案時に設定した回議ルートに基づき、承認（決裁）ができること。承認時には承認コメン
トを履歴として登録できること。また、登録されたコメントは、起案⽂書の画⾯上から呼び出
して内容確認ができること。

必須 - -

70
複数の電子添付⽂書を閲覧する場合、簡単な操作で、PDF形式で⼀ファイルにまとめて参
照できること。 必須 - 説明要 〇

71 決裁者は、複数の起案⽂書の承認について、⼀括承認を⾏うことができること。 必須 - -

72 承認時に、下位職員から１つ上の承認者の代決を同時にできること。 任意 低 説明要

73

承認者の代理者を設定できること。代理者として設定された職員は、誰の代理⽂書である
か確認できること。既に回議中の⽂書であっても反映されること。
代理者の設定は本⼈、または権限が付与された他の職員から設定できること。また、代理
者は複数設定できること。

必須 - 説明要 〇

74
「代決」によって省略された承認者は、⾃動的に後閲者となり、該当⽂書を後閲⽂書として
確認できること。 必須 - -

起案⽂書登録
（収受起案時のみ）

帳票印刷

承認・決裁
代決、代理者、引上
げ
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

75
事務取扱者（ある役職者が欠けた場合に、欠員が補充されるまでの間、その職より上位の
ものに当該職の職務をつかさどらせる）を決裁者として設定できること。 必須 - 説明要 〇

76

案件に応じて、起案⽂書の承認、決裁時や、引上げ時に、回議ルート上の関係者宛てに
通知できること。
また、対象職員も、回議ルート上で設定した関係者の中から、その都度、任意に選択できる
こと。

任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

77
承認者、決裁者は、起案⽂書の差戻しができること。

必須 - -

78

起案⽂書を差戻す際は、起案者に差戻すか、あるいは⾃分までの間の承認者の中から差
戻し先を指定できること。誰宛てに差戻すかは、回議者の中から簡易な操作で選択でき、
現在誰が選択されているかは旗マーク等分かりやすいアイコン表示で確認できること。 任意 低 説明要

79
後閲者へは差し戻せないこと。また、並列ルート上の承認者が差し戻す際には、並⾏する別
ルートへの差し戻しはできないこと。 必須 - -

80
差戻し時には、差戻し理由など決裁過程の記録に残すためのコメントを登録できること。ま
た、登録されたコメントは、起案⽂書の画⾯上から呼び出して内容確認ができること。 必須 - -

81
差戻し時の具体的な指摘事項や修正指示は、処理画⾯上の該当箇所に付箋を貼り付け
てコメント記⼊ができること。 必須 - -

82 付箋は画⾯上の任意の場所に複数枚貼り付けることができること。 必須 - 説明要 〇

83 付箋の⾊やサイズは、付箋ごとに変更できること。 必須 - -

84 起案⽂書に貼り付けた付箋は、決裁後の⽂書確定時に全て⾃動で剥がされること。 必須 - -

85
起案⽂書の差戻し時に、案件に応じて回議ルート上の関係者宛てに通知を⾏うことができ
ること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

86
回議者にて起案⽂書を修正した時、案件に応じて通知できること。また、回議ルート上の誰
宛てに通知するかは、修正時に、都度、任意に選択できること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

87
起案者は、回議中の⽂書をいつでも引き戻すことができること。起案者まで引き戻した⽂書
は、修正の後に再回議、または起案⽂書の削除ができること。 必須 - -

88 起案者は、回議中⽂書を引き戻さなくても回議ルートの修正ができること。 任意 中 説明要

89
起案⽂書の引戻し時、決裁取消時に、案件に応じて、回議ルート上の関係者宛てに通知
を送信できること。また、回議ルート上の誰宛てに通知するかは、差し戻す際に任意に、都
度、選択できること。

任意 高 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

90 承認者・決裁者は、起案⽂書の修正ができること。 必須 - 説明要 〇

91
起案⽂書の内容を修正した際は、修正前の履歴を添付⽂書も含めて保存すること。
また、修正箇所の⾊を変えるなど、どこが修正されたか分かりやすい表現がされること。 必須 - 説明要 〇

92
修正履歴がある場合、起案時点から各修正時点の全ての元⽂書情報を閲覧できること。
また、⽂書確定後にも、回議中の修正履歴を閲覧できるようにするか、閲覧できないように
するかは運用に合わせて設定変更できること。

必須 - -

93
登録した添付⽂書（電子）の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、
サーバ上のファイルを直接編集することができ、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再
アップロードによる差替え作業を必要としないこと。

任意 高 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

94
添付⽂書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。
Microsoft Excel、Word、PowerPoint 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

95

引戻し・差戻しされた⽂書は、必要に応じて修正し、再回議できること。
再回議は、最初から再開、差戻し者から再開、差戻し者の次の承認者（差戻し者から修
正したなら次の承認者から再開してよいとコメントがあった場合など）から再開のいずれかを
選択できること。

必須 - -

96 未承認状態の回議者を飛ばした位置からの再回議はできないこと。 必須 - -

97
修正した⽂書を再回議する時に、承認者、決裁者に向けた再回議コメントを登録できるこ
と。また、登録されたコメントは、起案⽂書の画⾯上から呼び出して内容確認ができること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

98
再回議コメントは決裁過程の記録として残すこと。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

99
再回議時の連絡事項や修正内容について、処理画⾯上の該当箇所に付箋を貼り付けて
コメントが記⼊できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

差戻し、引戻し
決裁取消

修正、再回議
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

100
付箋は画⾯上の任意の場所に複数枚貼り付けることができること。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

101 付箋の⾊やサイズは、付箋ごとに変更できること。 必須 - -

102 起案⽂書に貼り付けた付箋は、決裁後の⽂書確定時に全て⾃動で剥がされること。 必須 - -

103
再回議時に、案件に応じて回議ルート上の関係者宛てに通知を送信できること。また、回
議ルート上の誰宛てに通知するかは、再回議を開始する際に、都度、任意に選択できるこ
と。

任意 高 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

104
起案者は、引戻し、または差戻しによって回議が中断され起案者まで戻った状態であれば、
起案⽂書を削除できること。 必須 - -

105
決裁済みの確定⽂書を削除する場合は、廃案起案を⾏って⽂書を削除する機能があるこ
と。 任意 中 説明要

106
⽂書番号は、年度ごとに⽂書記号（和暦、所属名、所属略名、所属別記号など）を付し
て、それぞれの⽂書記号ごとに⾃動採番ができること。 必須 - -

107
⽂書番号に付加する⽂書記号は、年度、所属ごとに複数種類設定できること。また、⽂書
記号の設定は、毎年所管課にて設定ができること。 必須 - -

108
関連付けが必要な⽂書に関しては「枝番号」の使用ができること。枝番を取得する際は、既
存⽂書の⼀覧画⾯から検索をして、親番号を選択できること。 必須 - -

109
任意の番号を⼿⼊⼒で登録することもできること。また、年度を遡り、前年度の番号で採番
したり、新年度の⽂書を先付作成するために、新年度の番号で採番することもできること。 必須 - -

110
令達番号として全庁単位等での通し番号を⾃動で採番できること。令達番号は、「条例」、
「規則」、「訓令」、「告示」の種別を選択でき、遡及して採番はできないこと。なお、告示につ
いては各区単位でも通し番号を⾃動で採番できること。

必須 - 説明要 〇

111

令達番号は、法制課等の担当者が未来の⽇付で任意の番号を予約確保しておき、当該
番号以降の番号を各課担当者が採番しようとした場合、エラーを表示すること。法制課等
の担当者は令達番号の枝番を採番できること。
例）12/1の時点で、法制課担当が12/3分として1000番を予約確保した場合、各課に
おける番号取得が12/2以前に1000番に達した以降、採番はエラーとなる。各課担当者は
法制課へ連絡を⾏い、法制課担当者が枝番にて採番を⾏う。

必須 - 説明要 〇

112 起案における⽂書番号の採番を、必須とするか任意とするかは設定で変更できること。 必須 - -

113

決裁済⽂書に対して、決裁後の作業として、確定（完結）、もしくは公印の申請、施⾏、
発送ができること。また、決裁後にどの作業が必要か作業ミス・漏れなど無いように、決裁済
⽂書の登録内容に応じてシステムが判断し、起案者を当該処理へ誘導すること。 必須 - -

114
決裁後処理は、起案者、もしくは起案⽂書の処理担当者として登録された職員であれば
処理できること。 必須 - -

115 決裁⽇が⼊⼒できること。また、決裁⽇を遡った⽇付に変更できること。 必須 - -

116 完結⽇が⼊⼒できること。完結⽇は決裁⽇以降とすること。 必須 - -

117 施⾏する場合、公印承認⽇、施⾏⽇の⼊⼒ができること。 必須 - -

118 確定、施⾏時に、号外⽂書以外の⽂書は⽂書番号の採番ができること。 必須 - -

119
添付⽂書の修正・削除はできないこと。ただし、浄書版の⽂書を添付⽂書へ追加登録する
ことはできること。 必須 - -

120 決裁後（施⾏前）に、発送⽅法の変更や、公印の追加、取り下げができること。 必須 - -

121

紙回議にて承認、決裁を⾏った場合は、決裁者まで押印が済んだ紙起案⽂書を確認した
うえで、⽂書管理システム上で確定処理を⾏うことで、回議の進捗状況を反映し、⽂書の
完結ができること。

必須 - -

122

公印を必要とする施⾏⽂書の場合、決裁完了後に公印管理者へ公印の承認申請ができ
ること。なお、起案者は、公印申請後に、公印を受ける⽂書を印刷して公印管理者のもとへ
持参する。

必須 - 説明要 〇

123
起案者は公印が必要な浄書版の施⾏⽂書を、公印申請前に添付⽂書へ追加登録でき
ること。 必須 - -

124 起案者は、公印申請時に公印の追加や申請の取り下げができること。 必須 - -

125
公印管理者は、起案者が持参した施⾏⽂書と、⽂書管理システムに登録されている決裁
済みの原議とを照合した上で承認できること。また、公印管理者においても、公印押印予定
の施⾏⽂書が印刷できること。

必須 - 説明要 〇

削除

⽂書番号取得

施⾏・確定

公印申請・承認
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

126

校合処理の際に、決裁済み原議と公印申請時の施⾏⽂書との変更箇所が特定できるな
ど、システムに登録された原議と、紙の浄書（公印申請時の施⾏⽂書）との照合につい
て、目視等による作業を⾏わずに、システムによる支援機能のみで照合を実現する機能を
有すること。

任意 高 説明要 〇

127 施⾏内容に不備がある場合、公印管理者は、起案者へ通知ができること。 必須 - -

128
公印使用が承認された⽂書は⾃動的に記録され、公印使用簿を帳票・CSV等に出⼒でき
ること。
帳票では、押印⽇付、公印種類、⽂書件名、⽂書担当者名等の項目が確認できること。

必須 - -

129
公印が必要な施⾏⽂書の発送は、公印申請の承認によって施⾏が可能となるように制御
されること。なお、公印の承認処理を必要とするかどうかは、運用に合わせて設定変更できる
こと。

必須 - 説明要 〇

130
公印事務主管課（⽂書主管課）及び公印を保有する所管課で、保有する公印につい
て、公印名、サイズ等を登録、編集、削除できること。また、各所管課において、複数件の
公印を管理できること。

必須 - -

131
公印使用が承認された⽂書について、システムに登録した印影（1種類程度を想定）を打
ち出した⽂書を出⼒できること。 任意 高 説明要 〇

132
発送処理では、発送する添付⽂書を選択し、起案時に指定した発送⽅法ごとに、送付先
を指定して発送できること。 必須 - -

133
発送した結果は、⽂書件名簿（発送）へ⾃動的に記録されること。
⽂書件名簿（発送）の内容は、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

134
発送した結果は、発送履歴へ⾃動的に記録されること。
発送履歴では、発送⽅法、送付先ごとに発送⽇の記録を管理し、電子発送（⽂書管理
システム内、電子掲示板）においては発送状況についても履歴上で確認できること。

必須 - -

135
⽂書の発送漏れがあった場合、発送⽂書⼀覧から起案⽇等で検索して、「再発送」ができ
ること。発送⽂書⼀覧は発送⽇の順に表示され、起案⽇、決裁⽇、発送⽇などでソート
（並び替え）ができること。

必須 - -

136
⽂書管理システム内発送及び電子掲示板での発送を⾏う際は、電子発送用の発送鑑
（発送件名、ヘッダー、本⽂）の作成ができること。 必須 - -

137
電子発送用の発送鑑は、予め登録したテンプレート（雛形）から選択して初期値⼊⼒し、
必要に応じて加筆修正するだけの簡易な操作で発送鑑を作成できること。 任意 低 説明要

138

電子発送用の発送鑑のテンプレート（雛形）は、必要に応じて予め複数パターン用意する
ことが可能なこと。また、テンプレート内に、起案⽂書の件名、発送⽇、⽂書番号、添付⽂
書の名称などを変数値として埋め込むことが可能で、この変数値は、起案⽂書作成時に⾃
動挿⼊されて適切な発送鑑として⽂章が作成されること。

任意 低 説明要

139
庁内施⾏等、⽂書管理システムを利用できる所管課宛てに⽂書発送をする場合は、Eメー
ルではなく、⽂書管理システム内の⽂書発送・到達機能を使用して発送できること。 必須 - -

140
⽂書管理システム内発送では、事前に送付先グループリストを登録しておくことで、送付先
の選択作業を効率化できること。 必須 - -

141
⽂書管理システム内発送では、発送作業ごとに、グループリストを複数組み合わせたり、個
別の宛先を追加や削除をして送付先を修正できること。 任意 低 説明要

142
⽂書管理システム内発送の送付先グループリストは、所属毎のリスト、全庁共通リストの2
種類登録できること。
全庁共通リストは、特定の権限を持った職員のみが登録・更新できること。

必須 - -

143
⽂書管理システム内発送の場合、送付先の所管課で到達⽂書を受領したかどうかを、発
送履歴から確認できること。 必須 - -

144
⽂書管理システム内発送の場合、送付先の所管課で到達⽂書を受領する前であれば、
発送の取消しができること。 必須 - -

145
庁内への周知事項やお知らせなど、収受を必要としない⽂書の周知⽅法として、⽂書管理
システム単独で使用できる電子掲示板（全庁掲示板）機能を有すること。 必須 - 説明要 〇

146
発送⽅法として電子掲示板を指定した場合、件名、掲示期限、掲示物（施⾏⽂書の添
付⽂書から選択）、備考などを登録できること。 必須 - -

147
電子掲示板への発送登録を⾏った⽇を掲示⽇とし、掲示⽇から⾃動計算した掲示期限を
初期表示すること。また、掲示期限は⼿⼊⼒で変更できること。掲示期限の初期値を掲示
⽇から何⽇後とするかは、予め設定にて指定できること。

必須 - -

148 発送履歴確認から、電子掲示板への掲示を取り消すことができること。 必須 - -

149
電子掲示板では、掲示⽇ごと、あるいは担当所属ごとに⼀覧表示されること。また、掲示
⽇、掲示期限、担当所属、件名でソート（並び替え）できること。 必須 - -

発送

⽂書管理システム内
発送

電子掲示板へ掲示
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別添2 次期システム機能要件一覧

２．起案・決裁・施⾏ 決裁が必要となる起案⽂書の作成、決裁、施⾏（発送）を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

150

職員ポータルや⽂書管理システムのポータル画⾯から電子掲示板の画⾯を開くことができる
こと。
また、電子掲示板の最新情報の件名（5件程度）を、職員ポータルや⽂書管理システム
のポータルなどの画⾯上に表示できること。
職員ポータルや⽂書管理システムのポータル画⾯上の件名から本⽂にリンクすること。
ただし、職員ポータル上に表示する際は、職員ポータルに⽂書管理システムの電子掲示板
情報を掲載するためのインタフェースを提供できること。
なお、職員ポータルの詳細については、総合⾏政情報システム共通基盤の再構築を検討
中であり、要件定義⼯程の中で共通基盤と協議しインタフェースについて定めること。

必須 - -

151 紙による発送の場合、発送⽅法ごとに送付先、発送⽇を記録できること。 必須 - -

152
紙による発送は、郵送、メール便など複数の発送⽅法を区分として持ち、発送⽅法ごとに送
付先、発送⽇を記録できること。 任意 低 説明要

紙発送
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別添2 次期システム機能要件一覧

３．供覧 ⽂書の回覧を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1 新規（発意）で供覧⽂書の作成ができること。 必須 - -

2
供覧⽇はシステム⽇付が⾃動的に⼊⼒されること。ただし、⼿⼊⼒で修正が可能で、起案
⽇を遡った⽇付にも変更ができること。 必須 - -

3 供覧⽂書の要旨を登録できること。 必須 - -

4
起案者の所属・職員名は、ログイン時の認証情報より⾃動で操作者の情報が初期表示さ
れること。 必須 - -

5
供覧登録時に、⽂書ごとに保存先簿冊を指定できること。簿冊を指定する際は、分類の階
層表示等から簡易的に選択できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

6

上記No.5の要件に加え、簿冊を指定する際は、簿冊情報（簿冊名、年度、保存期間な
ど）で検索して選択できること。
この時、保存先の検索画⾯では、各簿冊の簿冊情報や、簿冊内⽂書の情報を閲覧しなが
ら判断ができること。

任意 中 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

7
供覧⽂書の保存期間、常用区分、重要公⽂書区分、編さん区分は、選択した簿冊の情
報が⾃動的に反映⼜は紐付けされること。 必須 - -

8
供覧⽂書の閲覧範囲の制限を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」からプルダウンにて設
定できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

9
上記No.8の要件に加え、「特定者（当該⽂書の起案者及び決裁・承認者として設定した
職員など）」についても設定できること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

10 供覧⽂書に対して、処理期限の設定をできること。 必須 - -

11
供覧の確認⽅法は、「電子回議 システム上での電子供覧」、「紙回議 供覧用紙への
押印供覧」の⽅法から供覧⽂書ごとに選択できること。 必須 - -

12
定型的な供覧ルートを各課で登録・編集できること。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

13 供覧ルートの設定時に、定型ルートを選択することでルート設定作業を効率化できること。 必須 - -

14
供覧ルートはアイコンや図形を多用して初⾒の操作者にも直感的に分かりやすい操作で設
定できること。 必須 - -

15 添付⽂書は、種別（紙・電子）によらず、1⽂書につき複数件管理できること。 必須 - -

16
添付⽂書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に⾃動的に種別を電子と判定
して登録できること。また、添付した際、ファイル名が添付⽂書の名称として⾃動⼊⼒される
こと。

必須 - -

17 添付⽂書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 必須 - -

18
複数の電子⽂書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してド
ラッグ＆ドロップで⽂書管理システムにアップロードできること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

19
添付⽂書をドラッグ＆ドロップで登録した場合、それぞれの電子⽂書のファイル名を添付⽂
書の名称として1件ずつ⾃動⼊⼒できること。 必須 - -

20 添付⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 必須 - -

21

添付⽂書が電子ファイルの場合、添付できる最⼤容量の上限が設定できること。添付時に
ファイル容量を⾃動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示すること。
確認制御は以下のパターンから選択して設定できること。
　・エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可とする

必須 - -

22
登録した添付⽂書（電子）の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、
サーバ上のファイルを直接編集することができ、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再
アップロードによる差替え作業を必要としないこと。

任意 高 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

23
添付⽂書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。
Microsoft Excel、Word、PowerPoint 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

24
関連性のある保存⽂書を「関連⽂書」として、関連付けを設定できること。関連⽂書の設定
は検索機能を利用し、複数の関連⽂書を選択できること。 必須 - -

25 関連⽂書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 任意 低 説明要

26
⽂書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。また、公開用目録を出⼒す
る際は、件名よりも公開件名が優先されること。 必須 - -

27 公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 必須 - -

28 ⽂書ごとに開示区分（開示・⼀部開示・不開示・時限秘など）の設定ができること。 必須 - -

供覧⽂書情報

供覧ルート設定

添付⽂書登録

関連⽂書

情報公開支援
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別添2 次期システム機能要件一覧

３．供覧 ⽂書の回覧を⾏う。
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

29
開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を例⽂から選択することができること。不開示
理由の例⽂は、システムのマスタ登録により任意の表現に設定変更できること。 必須 - -

30 個⼈情報を含む⽂書かどうかを⽂書登録時に管理できること。 必須 - -

31
過去に登録した⽂書から、⼊⼒項目を流用（複写）することで、同様の供覧⽂書の登録
作業を効率的に⾏えること。ただし、年度に依存する項目（保存先など）については、複写
するかどうかは、設定で変更可能なこと。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

32
予め起案⽂書のテンプレート（雛形）を設定しておくことで、定型的な登録業務を⾏う際
に、最⼩限の⼊⼒操作で登録できる⼯夫があること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

33
テンプレート（雛形）は、全庁で共通的に使用するテンプレートだけでなく、所属内で共有
できるテンプレート、及び職員個⼈だけで使用するテンプレートも登録できること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

34
供覧⽂書の登録時に、⼊⼒中の情報をテンプレート（雛形）として、その場で簡単に登録
できること。 必須 - -

35
供覧⽂書の登録中に、⼀時保存をして作業を中断できること。また、⼀時保存された⽂書
は、別途再開、または削除できること。 必須 - -

36
指定された担当者が、起案者が不在の場合や、異動により起案後の業務（引戻し、完了
等）を代理の担当者へ引継ぎたい場合、処理担当者として代理処理ができること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

37
登録済の収受⽂書を検索して、選択した収受⽂書を基に供覧⽂書を作成できること。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

38
収受⽂書を基に供覧する場合、収受⽂書の各目録情報（添付⽂書も含む）を供覧⽂
書の目録情報として⾃動的に引き継いで登録操作を⾏えること。 必須 - -

39
収受⽂書を基に供覧した場合、供覧⽂書から元の収受⽂書へのリンクが⾃動的に設定さ
れ、供覧⽂書からいつでも最新の収受⽂書の内容を閲覧できること。 必須 - -

40
申請書類など、類似した複数の収受⽂書を、まとめて⼀つの供覧⽂書として⼀括供覧でき
ること。その際、選択した収受⽂書それぞれに対するリンクが⾃動的に設定されること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

41

電子供覧にて供覧開始する場合、供覧ルートに設定された職員情報を⾃動的に供覧用
紙（鑑）へ反映し、印刷できること。その際、電子的な進捗状況（供覧済みかどうか）が
反映されること。

必須 - -

42
紙供覧にて供覧開始する場合、紙の供覧用紙（鑑）を印刷できること。紙供覧用の供覧
用紙（鑑）には、供覧ルートで設定した供覧者のリストが出⼒されること。 必須 - -

43
供覧時に設定した供覧ルートに基づき、供覧者に対して⼀⻫配信され、供覧者は届いた供
覧⽂書の確認ができること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

44
複数の電子添付⽂書を閲覧する場合、簡単な操作で、PDF形式で⼀ファイルにまとめて参
照できること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

45
起案者は、供覧中の⽂書をいつでも引戻すことができること。起案者まで引戻した⽂書は、
修正の後に再供覧、または供覧⽂書の削除ができること。 必須 - -

46
添付⽂書を修正する際は、情報漏洩リスクを回避するために、クライアント側の端末にダウン
ロードせずにサーバ上のファイルを直接編集できること。 任意 高 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

47
供覧中の⽂書は、供覧者全員が供覧済みとなった時点で、⾃動的に供覧を完了して回議
中⽂書に表示されなくなること。 必須 - -

48
供覧中の⽂書は、供覧者全員の供覧が完了していなくても、起案者にて強制的に供覧完
了にできること。 必須 - -

供覧⽂書登録
（発意・収受共通）

収受供覧登録

帳票印刷

確認

修正、再供覧

完了
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別添2 次期システム機能要件一覧

４．保存・置換・廃棄 ⽂書保存時の分類、簿冊、所在管理と置換え、廃棄を⾏う
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1
⽂書分類の設定は⽂書主管課によって登録できること。その際、全庁共通の分類の管理が
できること。設定の変更により、各課の⽂書主任権限を有する職員による操作も可能とする
こと。各課では、権限を有する分類のみの管理ができること。

必須 - 説明要 〇

2
分類情報の表示は、分類記号、分類名ともに表示できること。
ただし、分類記号は省略も可能とする。 必須 - -

3 分類は最⼤６階層まで拡張可能な柔軟な設定ができること。 必須 - -

4 分類ごとに保存期間等の設定ができること。 必須 - 説明要

5
分類の管理⽅法は、「全庁共通管理」「所属別管理」から、運用に合わせて設定変更でき
ること。 必須 - -

6
「全庁共通管理」では⽂書主管課が全ての分類を管理し、全庁で統⼀の分類体系を利用
すること。 必須 - -

7
「所属別管理」では、各課ごとに分類を個別管理できること。また、⽂書主管課は全所属の
分類について編集管理する権限を有すること。 必須 - -

8
⽂書分類基準表の印刷ができること。その際、指定を⾏なった分類に限定して出⼒できるこ
と。また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

9

分類情報をEXCEL形式にて⼀括出⼒できること。
また、年度切替時には、翌年度用に年度、有効期限などを＋1年した分類情報を同
EXCELへ出⼒できること。
分類の使用開始年度が出⼒できること。

必須 - -

10

⽂書分類の現⾏運用として、「共通⽂書」（⼈事、給与、経理、物品など、各所属に共通
して存在する⽂書）と「固有⽂書」（それぞれの所属の固有業務に関する⽂書）で分類を
分け（どちらの分類も⽂書主管課が分類を管理）、第5分類が簿冊名称となる運用を
⾏っている。現⾏の運用と変わらない、⼜は変更がある場合であっても移⾏に支障のない運
用⽅法ができること。

必須 - 説明要 〇

11
簿冊を新規に作成する場合、⽂書主管課の承認を必要としない（⾃由に簿冊を作成でき
る）⽅式による運用ができること。 必須 - -

12
簿冊ごとに、管理番号、簿冊名、公開簿冊名、分類、保存期間、常用区分、重要公⽂
書区分、編さん区分、媒体種別（電子・紙・電子＋紙併用）、保存場所、ラベル（フォル
ダー用、バインダー用）、担当所属、公開先所属、備考欄を登録できること。

必須 - 説明要 〇

13

簿冊の分類について、⽂書分類表より選択して⼊⼒できること。第5分類については、共通
⽂書は決められた簿冊名称から選択でき、固有⽂書は各課で登録した簿冊の名称が分類
名称となること。第5分類には枝番を付すことも可能なこと。
また、共通⽂書の簿冊には保存期間を設定しておき、簿冊を選択すると⾃動で保存期間
が登録されること。

必須 - 説明要 〇

14
保存期間の年数は、「1年未満、1年、3年、5年、10年、30年」など、規程に準じた選択
肢から選択することができること。また、選択肢については、予め規定に準じて設定で変更で
きること。

必須 - -

15
簿冊の廃棄予定⽇は、完結年度の翌年度の4⽉1⽇から起算し、保存期間から⾃動計算
して設定されること。 必須 - -

16
簿冊は年度をまたがる使用（常用等）を考慮し、使用開始年度と完結年度で管理できる
こと。 必須 - -

17
関係部門と簿冊の共有が必要な場合、簿冊に対し複数の所属を公開先として設定できる
こと。 任意 中 説明要

18
簿冊情報⼀覧（CSV）の印刷ができること。
その際、簿冊名・年度・分類・保存期間などに応じた条件で出⼒できること。 必須 - -

19
公⽂書目録（簿冊の管理簿）を、年度・分類・保存期間などに応じた条件で出⼒できる
こと。また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

20
簿冊ラベルの印刷ができること。その際、年度・分類・保管期間・簿冊の形状（フォルダー、
バインダー）などに応じた条件で出⼒ができること。
また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。

必須 - 説明要 〇

21
簿冊の保存箱への収納状況の登録作業を効率化するために、簿冊ごとにバーコード付きの
ラベルを印刷できること。 任意 低 説明要

22
簿冊ごとの⽂書目録を⽂書情報⼀覧として印刷できること。
その際、年度・分類・保存期間・簿冊名に応じた条件で出⼒ができること。 必須 - -

23
⽂書件名簿に、簿冊名、⽂書件名をそのまま印刷するか、公開件名を使用して印刷するか
を、印刷実⾏時に毎回指定して、どちらでも印刷できること。 任意 低 説明要

分類管理

簿冊管理

4.保存・置換・廃棄 - 12



別添2 次期システム機能要件一覧

４．保存・置換・廃棄 ⽂書保存時の分類、簿冊、所在管理と置換え、廃棄を⾏う
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

24
各課において、前年度簿冊の複写登録ができること。
また、簿冊を複写した際には年度の情報が⾃動更新されること。 必須 - -

25 簿冊情報⼀覧（EXCEL)を出⼒できること。 必須 - -

26
簿冊を「年度」で管理ができること。
廃棄業務は年度末で管理することができること。 必須 - -

27 簿冊の合冊ができること。 必須 - 説明要

28
合冊後に合冊元簿冊が不要な場合は、合冊時にそのまま削除できること。
合冊元簿冊、及び合冊先簿冊を選択する際は、その場で簿冊情報や簿冊内⽂書とその
内容を確認できること。

任意 低 説明要

29

簿冊の合冊時には、合冊元簿冊内の⽂書は、全て合冊先簿冊の⽂書として統合されるこ
と。
また、この時、合冊元⽂書と合冊先簿冊の完結年度、担当課、編さん区分、媒体種別が
⼀致しているか、保存期間については、合冊元の期間＝合冊先の期間となっているかを
チェックすること。

任意 低 説明要

30 簿冊の分冊ができること。 必須 - 説明要

31
分冊後の簿冊情報について、簿冊副題、保存場所メモ、ラベル（フォルダー用、バインダー
用）、備考、編さん区分については変更が可能で、それ以外の項目は分冊元の簿冊情報
から変更できないこと。

任意 低 説明要

32 簿冊の分冊時に、そのまま⽂書の綴換え処理へ誘導できること。 任意 低 説明要

33
⽂書綴換え 簿冊内⽂書の綴換えをする時は、初めに移動元簿冊を指定して、移動対象の⽂書を選択

できること。移動⽂書を選択した後に、移動先簿冊を指定することで綴換えを確定できるこ
と。

必須 - 説明要

34
保存箱の情報として、年度、保存箱名、保存箱番号、保存期間、担当所属、保存場所、
棚番号、管理サイズの登録ができること。 必須 - 説明要

35 保存の終期は、保存箱の作成年度、保存期間から⾃動計算して設定されること。 必須 - -

36
保存場所の空き状態を管理するために、保存箱ごとのサイズを管理サイズとして登録できる
こと。 必須 - -

37 管理サイズは、選択した保存箱の種類に応じた規定値が⾃動設定されること。 必須 - -

38

保存箱に使用するラベルの印刷ができること。
その際、年度、保存箱名、保存箱番号、保存期間、担当所属、保存場所、棚番号、管
理サイズに応じた条件で出⼒できること。
また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。

必須 - 説明要 〇

39
保存箱への簿冊収納や、配架状況の登録作業を効率化するために、保存箱ごとにバー
コード付きのラベルを印刷できること。 必須 - 説明要

40
保存箱内の簿冊の保存期間が延⻑された場合、延⻑後の保存期間の末⽇の⽇付を保
存箱の廃棄予定⽇に設定し、⾃動更新できること。 必須 - 説明要 〇

41 保存箱への簿冊収納状況を管理できること。 必須 - 説明要

42 置換え設定された簿冊のみ保存箱へ収納できること。 必須 - 説明要

43 保存箱ラベルには保存箱内の簿冊⼀覧を表示すること。 必須 - 説明要

44
保存箱へ簿冊を収納する際は、収納先の保存箱を検索から指定した後、収納する簿冊を
検索から複数選択することで⼀度に複数の簿冊を収納できること。 必須 - 説明要

45 保存箱には、同じ廃棄予定年度の簿冊しか収納できないこと。 必須 - 説明要

46
保存箱から簿冊を取り出す際は、取出し先の保存箱を検索から指定した後、保存箱内の
簿冊⼀覧から取り出す簿冊を複数選択することで、⼀度に複数簿冊を取出しできること。 必須 - 説明要

47 簿冊、保存箱の所在情報として、当該簿冊・保存箱の保存場所を登録できること。 必須 - 説明要

48
簿冊、保存箱の所在を管理するために、保存場所を階層構造で、3階層（書庫、書架、
書棚）で登録管理できること。 必須 - 説明要

49
保存場所（例えば棚）のサイズを管理できること。また、各保存場所に配架されている保
存箱それぞれの管理サイズを集計することで、現在の保存場所の空き状況をシステム上で
管理できること。

必須 - 説明要

50
保存場所を⽂書保存センターとした場合、システムで空き状況を計算し⾃動で棚番号が⼊
⼒されること。 必須 - 説明要 〇

簿冊の合冊

簿冊の分冊

保存箱管理

保存箱収納

保存場所管理
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別添2 次期システム機能要件一覧

４．保存・置換・廃棄 ⽂書保存時の分類、簿冊、所在管理と置換え、廃棄を⾏う
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

51
各課において、保存期間経過中に保存箱または簿冊の担当所属を、別所属に所管換でき
ること。 必須 - 説明要 〇

52
保存箱単位で所管換した場合、保存箱に収納されている簿冊の担当所属も⼀括で所管
換されること。 必須 - 説明要

53
所管換した簿冊、及び簿冊に綴じられた⽂書の閲覧制限は、所管換先所属に対して適切
に更新されること。 必須 - 説明要

54
所管換対象の簿冊・保存箱に対して、所管換先の所属を指定することで所管換の設定が
できること。 必須 - 説明要

55

所管換予約では、予め各課の担当者にて簿冊の所管換先の予約作業を⾏い、⽂書主管
課による確認の後に⼀括で予約内容を実⾏することで、⽂書主管課における所管換作業
負担を軽減できること。 必須 - 説明要

56
個別に所管換作業を即時実⾏する必要がある場合は、所管換処理でそのまま所管換先
へ更新できること。 必須 - 説明要

57
現在は存在しない所属で作成された過去年度簿冊についても、過去年度に遡及して所管
換先所属を登録することなく、最新年度に存在する所管換先所属へ所管換することができ
ること。

必須 - 説明要

58
各課で保管している簿冊を保存箱に収納し、書庫へ置換えできること。なお、書庫への置
換えは保存箱単位で⾏う。 必須 - 説明要 〇

59
置換予約で、予め置換対象の簿冊の収納先保存箱及び置換先を予約しておき、各課に
よる置換え予約の完了を待った後、⼀括で置換を実⾏できること。また、予約の実⾏を待た
ずに、個別に置換作業を即時実⾏する必要がある場合は、置換処理で更新できること。

必須 - 説明要

60
担当所属毎に、保存期間の条件から置換え対象簿冊を検索し、置換予定表として帳票
出⼒ができること。また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - 説明要

61
⽂書管理システムでの置換予約の情報を保存箱単位で⽂書保存センターシステムへ連携
し、⽂書保存センターで実際の受⼊作業を⾏うこと（2段階での受⼊作業）。 必須 - 説明要 〇

62

⽂書保存センターシス
テム機能（共通）

⽂書保存センターの業務（受⼊・貸出・返却・廃棄・所管換等）に係る情報を管理し、⽂
書管理システムとエクストラネットを介して情報連携できること。また、⽂書管理センターの業
務（受⼊・貸出・返却・廃棄・所管換等）は、ポッド（ハンディターミナル）等を使用してオ
フラインで実施できること。

必須 - 説明要 〇

63

⽂書保存センター受
⼊
（⽂書保存センター
機能）

⽂書保存センターでの受⼊作業を⾏うために、⽂書保存センターシステムにて受⼊対象保
存箱リストを出⼒できること。また、受⼊完了後には受⼊済み保存箱リストを出⼒できるこ
と。 必須 - 説明要

64
保存箱を、年度、保存期間、保存場所、担当所属で検索した⼀覧から、対象の保存箱を
複数選択して配架先の保存場所を指定することで、⼀度に保存箱の保存場所を変更でき
ること。

必須 - -

65
保存箱を検索する際は、まだ保存場所が登録されていない保存箱のみを対象とする⽅法
と、全ての保存箱を対象とする⽅法が条件指定できること。 必須 - -

66
書庫管理 ⽂書保存センターに配架した保存箱について、⽂書管理システム及び⽂書保存センターシ

ステムにて保存場所の簡易マップ（棚状況管理図）を表示及び印刷することができること。 任意 高 説明要

67

保存箱のバーコードを読み取ることで、複数の保存箱を⼀括登録できること。

必須 - 説明要

68
⽂書保存センターシステムに登録された受⼊結果データを、⽂書管理システムへ連携できる
こと。 必須 - 説明要

69
保存箱単位での貸出、返却状況を⽂書管理システム及び⽂書保存センターシステムにて
管理できること。
貸出し対象は、⽂書保存センターの保存箱のみとすること。

必須 - 説明要

70

貸出⼿続きでは、年度・分類・簿冊名・担当所属・保存箱番号等から検索した保存箱の
⼀覧から、貸出対象の保存箱を複数選択して⼀度に貸出登録ができること。また、検索結
果の⼀覧から各保存箱の情報、保存箱内簿冊、及び簿冊内⽂書の情報を呼び出して、
内容を確認しながら選択できること。

必須 - 説明要

所管換

置換

保存箱配架

⽂書保存センター⼀
括受⼊
（⽂書保存センター
システム機能）

貸出・返却管理
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別添2 次期システム機能要件一覧

４．保存・置換・廃棄 ⽂書保存時の分類、簿冊、所在管理と置換え、廃棄を⾏う
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

71

貸出⼿続きでは、貸出対象の保存箱を選択し、申込者、貸出⽇、返却予定⽇を登録でき
ること。また、貸出⽇は当⽇⽇付を初期表示し、返却予定⽇は当⽇⽇付から任意の設定
⽇数後の⽇付が初期表示されること。⼿⼊⼒で直接⽇付指定もできること。また、貸出申
込を登録することで、貸出コードが付されること。

必須 - 説明要

72
貸出中の保存箱⼀覧を検索して簿冊の目録情報等を確認できること。検索した貸出中⼀
覧について、帳票出⼒ができること。また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができるこ
と。

必須 - -

73
貸出中の保存箱⼀覧に対して、返却予定⽇を超過している保存箱の⼀覧を、返却⽇超
過⼀覧として、帳票出⼒ができること。また、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができ
ること。

必須 - -

74
貸出・返却状況の履歴をCSV形式で出⼒できること。出⼒項目は、貸出対象保存箱の情
報（年度・分類・簿冊名・保存場所・保存箱名・所属名等）、申込者、貸出⽇、返却予
定⽇、返却⽇、ステータス（貸出中・返却済）とすること。

任意 低 説明要

75
保存箱の貸出・返却の情報は⽂書管理システムと⽂書保存センターシステムで連携され、
両システムで管理する情報の整合性が取られること。 必須 - 説明要

76
⽂書保存センターシステムでは、⽂書管理システムから連携された保存箱の貸出・返却の
情報を基に、貸出申込リストを出⼒できること。 必須 - 説明要

77

貸出対象の保存箱ラベルにあるバーコードを読み取るか、貸出コードを⼊⼒することで、貸
出処理及び貸出・返却カードの出⼒ができ、対象の保存箱を貸出中として管理できること。
また、⼀度に複数の保存箱のバーコードを連続して読み取ることで、⼀度に貸出処理ができ
ること。

必須 - 説明要

78
返却対象の保存箱ラベルにあるバーコードを読み取ることで、返却対象の保存箱を簡単に
特定できること。また、⼀度に複数の保存箱のバーコードを連続して読み取ることで、⼀度に
返却⼿続きができること。

必須 - 説明要

79

⽂書保存センター閲
覧
（⽂書保存センター
機能）

⽂書保存センターシステムでは、⽂書管理システムから連携された保存箱の閲覧依頼の情
報を基に、閲覧申込リストを出⼒できること。

必須 - 説明要

80

⽂書保存センター所
管換
（⽂書保存センター
機能）

⽂書管理システムでの所管換を⾏った保存箱について、所管換の情報を⽂書保存センター
システムへ連携し、⽂書保存センターに保存されている保存箱へ反映できること。

必須 - 説明要

81

保存センター書庫換
（⽂書保存センター
システム機能）

⽂書保存センターから⾃課書庫へ書庫換ができること。書庫換の対象について、⽂書保存
センターシステムにて出庫待ち保存箱リストとして出⼒できること。書庫換時、保存箱を出庫
する際に、バーコードを読み取り、⽂書保存センターシステムに転送することで書庫換の完了
登録ができること。

必須 - 説明要

82
⽂書保存センターにて、管理している保存箱の棚卸ができること。棚卸データと保存箱情報
を基に棚卸が完了していない保存箱を棚卸実施状況リストとして出⼒できること。 必須 - 説明要

83 ⽂書保存センターシステムにて、棚ラベルの印刷ができること。 必須 - -

84
廃棄処理は、紙⽂書、電子⽂書の両⽅を対象に、簿冊単位、保存箱単位、どちらでも廃
棄対象を指定できること。 必須 - -

85
廃棄対象の保存箱は、保存箱内の全簿冊が廃棄となったものを対象とすること。保存箱内
の簿冊の保存期間が延⻑となった場合は、保存箱ごと保存期間を延⻑すること。 必須 - 説明要 〇

86

廃棄対象の簿冊・保存箱は、検索条件に指定した保存の終期時点で、保存期間が過ぎ
ている簿冊・保存箱を保存期間満了簿冊⼀覧として⼀覧表示すること。各簿冊・保存箱の
保存の終期は、当該簿冊の完結年度・保存箱の作成年度、保存期間、編さん区分から
⾃動計算して設定されること。

必須 - -

87
廃棄予約では、予め各課の担当者にて廃棄対象の簿冊・保存箱の処理内容（廃棄・延
⻑・公⽂書館へ移管）の予約作業を⾏い、⽂書主管課による確認の後に⼀括で廃棄・延
⻑情報を更新できること。

必須 - 説明要

88
保存期間の延⻑を選択した場合、何年延⻑するかを予約できること。また、当該簿冊・保
存箱の保存の終期は、指定した延⻑年数に従って更新されること。保存期間を延⻑した対
象は、保存期間満了延⻑簿冊⼀覧として出⼒できること。

必須 - -

89
廃棄予約では、検索した簿冊・保存箱に対して、保存箱に収納されている簿冊、簿冊情
報、簿冊内⽂書の情報まで内容確認をしながら処理内容を指定できること。 必須 - -

90

廃棄処理対象の簿冊・保存箱を廃棄予定表（簿冊）及び廃棄予定表（保存箱）とし
てCSV形式で出⼒ができること。なお、廃棄予定表（簿冊）は⽂書管理システムのみの出
⼒だが、廃棄予定表（保存箱）は廃棄確認予定保存箱リストとして、⽂書保存センター
でも出⼒できること。

必須 - -

91 廃棄予定表には、年度・分類・簿冊名・保存期間・媒体の種別等を出⼒できること。 任意 低 説明要

保存センター貸出・返
却管理
（⽂書保存センター
システム機能）

棚卸管理
（⽂書保存センター
システム機能）

延⻑・廃棄
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別添2 次期システム機能要件一覧

４．保存・置換・廃棄 ⽂書保存時の分類、簿冊、所在管理と置換え、廃棄を⾏う
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

92
廃棄処理を実⾏した場合、廃棄指定された電子⽂書については、目録情報、及び添付⽂
書情報ともに⼀括削除されること。 必須 - -

93
廃棄処理を実⾏した結果、簿冊・保存箱ごとに、廃棄・延⻑・公⽂書館移管のいずれの処
置をしたのかが分かる⼀覧表として廃棄結果表をCSV形式で出⼒ができること。 必須 - -

94
廃棄処理対象の保存箱のリストを廃棄確認予定保存箱リストとして、⽂書保存センターで
出⼒できること。 必須 - -

95 廃棄対象となる保存箱をバーコードで読取り、廃棄確定の登録を⾏うことができること。 必須 - 説明要

96
No.95で廃棄確定処理を⾏った保存箱を再度バーコードで読取り、廃棄確定の保存箱が
抜け漏れ無く選別されていることを確認できること。 必須 - 説明要

保存センター廃棄
（⽂書保存センター
システム機能）

4.保存・置換・廃棄 - 16



別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1

所属を係単位まで管理できること。また、特定の桁数に準ずる所属コードを、所属配下と位
置づけ、⽂書の閲覧権限に紐づけることが可能なこと。なお、所属コードは10桁を想定して
おり、所属コードと紐づけたコード体系により⽂書管理システムとして所属情報を管理するこ
と。職員番号は、半角英数字に対応すること。

必須 - 説明要

2
⽂書の保管単位は、原則、「課」とするが、出先機関など必要に応じて「係」を⼀つの保管
単位とすることや、複数の課を⼀つの保管単位とすることができること。簿冊の登録や置換
え、廃棄などは、原則、保管単位ごとに実施できること。

必須 - 説明要

3
⽂書の発送・収受について、複数の課を⼀グループとして、そのうちの代表課が⽂書の発送・
収受処理を⾏うことができること。 必須 - 説明要

4
所属情報にシステム管理部門、⽂書主管課、公⽂書館、監査担当課、⼀般課の権限を
付与できること。付与可能な権限の種別は増やすことも可能であり、情報公開部門、公印
管理部門等、柔軟に拡張可能なこと。

必須 - -

5
職員情報を管理できること。職員情報では所属、役職、権限の情報を、本務・兼務ごとに
それぞれ登録管理できること。 必須 - -

6

職員情報にシステム管理者、⽂書管理責任者、⽂書主任、⽂書補助員、⼀般等の権限
を付与できること。付与可能な権限の種別は増やすことも可能であり、情報公開担当等、
柔軟に拡張可能なこと。 必須 - -

7
⽂書管理で扱う権限に関係する所属、役職といった情報は歴管理でき、年度途中の⼈事
異動に対応できること。また、未来⽇の⼈事異動の情報を登録でき、システム⽇付が⼈事
異動⽇を迎えると⾃動で異動後の権限でシステムを利用できること。

必須 - -

8
非常勤職員及び臨時職員については、必要に応じて各課で、職員ごとに操作権限を付与
することができること。 必須 - 説明要

9

札幌市イントラネットから業務システムにイントラネットユーザ情報・組織情報を提供するイン
トラネット共通サービスシステム（ICSS）と連携し、必要な職員、所属の情報の⼀括登録
が可能なこと。
なお、決裁ルートを付加した職員情報については、アカウントweb登録システムの情報が
ICSS経由で連携される想定である。
本市の共通基盤システムについては再構築を検討中であるため、詳細な連携⽅法は要件
定義時に検討を⾏うことができること。

必須 - 説明要

10
決裁で用いる回議ルートは、機構図とは必ずしも⼀致しないため、ICSSから連携される職
員情報を基に、機構図と異なるルートに係る組織情報を追加して登録ができること。 必須 - 説明要

11
収受、起案、供覧等の登録時に、登録者の所属情報を⾃動的に初期表示できること。た
だし、初期表示内容を個別に修正することができ、修正した内容で帳票等に出⼒できるこ
と。

必須 - -

12 所属情報について、年度切替対応ができること。 必須 - -

13
⼊⼒必須項目は「※」マークを表記するなど、直感的な認識ができること。また、必須項目の
⼊⼒が漏れている場合は確認メッセージが表示され、カーソルが該当箇所へ移動し、項目
の⾊が変わること等で記⼊漏れを防ぐことができること。

必須 - -

14
情報の登録画⾯では、複雑な画⾯遷移や切り替えはせず、⼀画⾯で上から順番に⼊⼒項
目を並べることで、シンプルな視線移動を促し、迷わず直感的に判りやすい操作性を実現し
ていること。

必須 - -

15
頻繁に登録しない情報に関しては項目名のみを表示し、任意で登録画⾯を展開できるこ
と。画⾯に表示する情報を制限することで視認性を向上させること。 必須 - -

16
画⾯のウィンドウサイズや、⽂字サイズについては、すべての職員が快適に利用できるようにブ
ラウザの拡⼤、⽂字サイズ設定を使用して好みのサイズに⾃由に変更できること。 必須 - -

17
処理画⾯のウインドウは、リキッドレイアウトに対応することで、様々な液晶モニタのサイズ、解
像度に応じて各項目の領域がスムーズに拡縮して、画⾯全体を無駄なく最適化した画⾯で
表示できること。

任意 低 説明要

18
複数の画⾯を同時に開くことができ、複数画⾯を開いた状態で、データの⼊出⼒等の作業
が⾏えること。 任意 低 説明要

19
⽇付に関する⼊⼒項目において、カレンダー表示から選択することで⽇付を⼊⼒できること。
⼊⼒操作では、プルダウンやチェックボックス機能により、キーボード⼊⼒を減らす⼯夫がされ
ていること。

必須 - -

20 登録画⾯を終了、⼀時保留とする場合は、確認メッセージが表示されること。 必須 - -

21
登録情報に誤りがある場合にはエラーメッセージが表示されること。エラー時には、該当項目
の⾊を変更したうえで、該当項目へ移動すること。 必須 - -

所属・職員情報

操作性支援機能
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別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

22
画⾯上に使用している項目名や選択名称は、設定変更により別の⽂⾔に容易に変更可
能なこと。またボタンの名称も設定で変更可能なこと。 必須 - -

23
操作中の処理が何を⾏うための処理であるかを利用者がすぐに把握できるように、各処理の
トップに処理ガイダンスを表示すること。また、利用者は、任意でガイダンスを非表示等にでき
ること。

必須 - -

24
操作中の処理に対する操作マニュアルを、いつでも呼び出して内容確認ができること。
利用者の混乱を防⽌するため、操作マニュアルは、操作中の処理に対する内容だけに絞り、
関係のない処理のマニュアルは含めないこと。

必須 - -

25 よくある問い合わせをFAQとして登録できること。 任意 低 説明要

26 FAQは、カテゴリー別に問い合わせ内容、回答、添付ファイル（複数）を登録できること。 任意 低 説明要

27 FAQは、カテゴリー別に⼀覧表示し、⼀覧項目ごとにソート（並び替え）ができること。 任意 低 説明要

28 登録されているFAQを、カテゴリー、キーワードで検索することができること。 任意 低 説明要

29 イラスト等を使用し、ユーザが親しみやすいデザインであること。 必須 - -

30

市内部の他システムと⽂書・簿冊情報等を連携できるインタフェースを提供できること。
なお、再構築を検討中の財務会計システムは独⾃の電子決裁機能を有する想定である
が、決裁後の⽂書・簿冊管理についてシステム連携を⾏うことができるように、連携内容や
範囲は要件定義時に検討を⾏うことができること。

必須 - 説明要 〇

31 ユーザーの権限設定により、許可されたメニューだけを表示すること。 必須 - -

32
認証後、メインメニューが起動し、所属、職員名、操作⽇等が表示されること。また、権限の
無いメニューは表示されず、操作できない制限をかけることができること。 必須 - 説明要 〇

33
先付・遡及処理や兼務作業を⾏なうために、翌年度・前年度の権限や、兼務先の権限へ
切り替える際、再ログインする必要もなく、メインメニューから簡単な操作で切り替えられるこ
と。

必須 - -

34
標準のメニューとは別に、承認者の⽴場に配慮して必要最⼩限の処理だけに絞ったシンプル
な承認者メニューを設定できること。 必須 - -

35
公⽂書のライフサイクルに沿った業務ごとに処理セットを整理することで、初⼼者でも迷わず
処理を⾒つけられる⼯夫がされていること。 必須 - -

36

メニューバーは、システムを利用している間、画⾯上に表示され、別メニューへ切り替えたい時
には、メインメニュー画⾯に戻ることなく最⼩限のクリック数で処理の切り替えができること。ま
た、いま操作している処理が属する業務ボタンの配⾊を変更すること等で、操作者が何の業
務を⾏っているか⼀目で判断できること。

必須 - -

37
市の共通ポータルへメニュー情報を連携できること。
連携内容や範囲については、要件定義（補完⼯程）にて別途本市にて再構築を検討し
ている共通基盤システムとの検討を⾏うことができること。

必須 - -

38
サービス利用時間外において、職員ポータルにてsorry画⾯を表示するために、sorry画⾯
を用意しておき、職員ポータル（共通基盤）へ連携できること。 必須 - -

39
⽂書状況 トップメニューに、個⼈宛てや、所属宛てに届いている⽂書について、各種⽂書状況ごとの件

数を表示し、その件数表示からダイレクトに該当⽂書の⼀覧を呼び出せること。 必須 - 説明要

40
⾃分が起案・供覧した⽂書のうち、回議中の⽂書を⼀覧で表示できること。
回議中⽂書の⼀覧は、件名、起案⽇、処理期限、⽂書状態などが確認でき、各項目ごと
にソート（並び替え）ができること。

必須 - -

41
回議中⽂書の⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示すアイコ
ンが表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができること。 必須 - 説明要

後述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

42 回議中⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出して、内容確認や引戻しができること。 必須 - -

43 起案⽂書であれば、ルートの修正については引戻さなくてもできること。 任意 低 説明要

44
回議中⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出して、回議ルート上の進捗状況を確認でき
ること。 必須 - -

45
回議中⽂書に、付箋や修正履歴、承認コメントなどの情報が登録されている場合、最新版
の内容を表示すること。また、各修正ごとに履歴を保存することで、起案時点及び各修正時
点の内容を履歴から確認できること。

必須 - -

46
⾃分、及び⾃分の役職宛てに承認依頼が届いている「承認待ち」⽂書の件数を表示し、該
当⽂書の⼀覧を呼び出せること。承認待ち⼀覧は、件名、起案⽇、処理期限などが確認
でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。

必須 - 説明要

47 ⼀覧に表示される1ページごとの件数は操作者⼜はシステム設定により変更できること。 任意 低 説明要

メインメニュー

⽂書状況 回議中

⽂書状況 承認待ち
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別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

48
承認待ち⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示すアイコンが
表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができ、優先順位を確
認しながら承認を進められること。

必須 - 説明要 〇

49
承認待ち⼀覧では、各起案⽂書の回議情報（添付⽂書の有無、添付⽂書の電子・紙の
種別、再回議された⽂書かどうか等）を⼀覧表示すること。 必須 - 説明要

50

承認待ち⼀覧では、起案ごとに設定された処理期限と当⽇⽇付の関係から「⼤至急」処理
すべき⽂書、「至急」処理すべき⽂書に対して⼀覧上で⾒て分かるよう決裁状況を表示す
ること。また、処理期限、決裁状況ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができ、優先順位を確
認しながら承認を進められること。

必須 - 説明要 〇

51
承認待ち⼀覧は、担当所属、起案者、件名、起案⽇、処理期限を条件に、絞り込み検索
ができること。また、電子＋紙併用決裁として「添付⽂書表紙」と共に届いた承認待ち⽂書
を探し易いように、添付⽂書管理票番号で検索することもできること。

必須 - 説明要

52
承認待ち⼀覧上にて、付箋が貼ってある起案は、マウスポインタを当てる等により対象が分か
ること。 任意 低 説明要

53

承認待ち⼀覧から、起案⽂書を選択することで当該⽂書の承認画⾯を呼び出せること。承
認画⾯では、添付⽂書も含めた起案⽂書の内容確認、承認、差戻しができること。また、
付箋や修正履歴、承認コメントなどの情報が登録されている場合、最新版の内容を表示
し、起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。

必須 - -

54
承認待ち⼀覧にて、任意の起案⽂書を複数選択し、選択した⽂書を⼀括で承認（決
裁）できること。また、⼀括承認機能を利用するかどうかは、運用に合わせて設定変更でき
ること。

必須 - -

55
回議ルート上で、⾃分、及び⾃分の役職への承認依頼まで、まだ回ってきていない「承認予
定」⽂書を⼀覧で表示できること。承認予定⼀覧では、件名、起案⽇、処理期限などが確
認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。

必須 - 説明要

56 ⼀覧に表示される1ページごとの件数は操作者⼜はシステム設定により変更できること。 任意 低 説明要

57
承認予定⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示すアイコンが
表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができ、引上げすべき
⽂書がないか確認できること。

必須 - 説明要
前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

58
承認予定⼀覧では、各起案⽂書の回議情報（添付⽂書の有無、添付⽂書の電子・紙
の種別、再回議された⽂書かどうか等）を⼀覧表示すること。 必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

59

承認予定⼀覧では、起案ごとに設定された処理期限と当⽇⽇付の関係から「⼤至急」処
理すべき⽂書、「至急」処理すべき⽂書に対して⼀覧上で⾒て分かるよう決裁状況を表示
すること。また、処理期限、決裁状況ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができ、引き上げすべ
き⽂書がないか確認できること。

必須 - 説明要

前述の同様の機
能と異なる場合
は説明が必要

60
承認予定⼀覧は、担当所属、起案者、件名、起案⽇、処理期限を条件に、絞り込み検
索ができること。また、電子＋紙併用決裁として「添付⽂書表紙」と共に届いた承認待ち⽂
書を探し易いように、添付⽂書管理票番号で検索することもできること。

必須 - -

61

承認予定⼀覧から、起案⽂書を選択することで当該⽂書の内容を事前確認できること。確
認の結果、急ぎの場合は、当該⽂書の承認順を⾃分まで引き上げることができること。ま
た、付箋や修正履歴、承認コメントなどの情報が登録されている場合、最新版の内容を表
示し、起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。

必須 - -

62
⾃分がこれまで承認・決裁した⽂書のうち、未完結の⽂書を⼀覧で表示できること。承認済
み⼀覧では、件名、起案⽇、処理期限などが確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）
ができること。

必須 - -

63
承認済⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示すアイコンが表
示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができること。 必須 - -

64
承認済⼀覧では、各起案⽂書の回議情報（添付⽂書の有無、添付⽂書の電子・紙の
種別、再回議された⽂書かどうか等）を⼀覧表示すること。 必須 - -

65
承認済⼀覧は、件名、担当所属、起案者、処理担当者、年度、起案⽇、承認⽇等を条
件に、絞り込み検索ができること。また、起案⽇、承認⽇、⽂書番号については、検索条件
を範囲指定ができること。

必須 - -

66

承認済み⼀覧から、起案⽂書を選択することで当該⽂書の内容を確認できること。内容に
問題がある場合、承認済み⽂書の引き戻し、もしくは決裁済⽂書の決裁取消しができるこ
と。また、付箋や修正履歴、承認コメントなどの情報が登録されている場合、最新版の内容
を表示し、起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。

必須 - -

67

⾃分が起案・供覧した⽂書のうち、差し戻されたり、引き戻した⽂書を⼀覧（戻り⽂書の⼀
覧）で表示できること。戻り⽂書の⼀覧は、件名、起案⽇、戻り⽇などが確認でき、各項目
ごとにソート（並び替え）ができること。 必須 - -

⽂書状況 承認予
定

⽂書状況 承認済
み

⽂書状況 差戻し、
引戻し
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別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

68
戻り⽂書の⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示すアイコン
が表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができること。 必須 - -

69
戻り⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出して、内容確認、修正して再回議、もしくは削
除ができること。 必須 - -

70

⾃分が起案し決裁済となった⽂書のうち、決裁後処理が済んでいない起案⽂書を⼀覧
（決裁後処理待ち⽂書の⼀覧）で表示できること。決裁後処理待ち⽂書の⼀覧は、件
名、起案⽇、処理期限、⽂書状態などが確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）がで
きること。

必須 - -

71
決裁後処理待ち⽂書の⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく
示すアイコンが表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができる
こと。

必須 - -

72
決裁後処理待ち⽂書の⼀覧では、各起案⽂書の施⾏情報の登録内容に応じて、次にど
んな処理をすべきかシステム側で判断した結果を、⼀覧上に「次処理内容」として表示する
こと。

必須 - -

73
決裁後処理待ち⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出す場合、当該⽂書の次処理内容
に応じた処理を呼び出すこと。 必須 - -

74 次処理が確定となっている⽂書に対しては、⼀覧上で複数選択をして⼀括で処理できるこ
と。

必須 - -

75
⾃分宛てに届いている供覧待ち、あるいは後閲待ちの⽂書を⼀覧で表示できること。供覧・
後閲待ち⽂書の⼀覧は、件名、起案⽇、処理期限、⽂書状況などが確認でき、各項目ご
とにソート（並び替え）ができること。

必須 - -

76 ⼀覧に表示される1ページごとの件数は操作者⼜はシステム設定により変更できること。 任意 低 説明要

77 供覧・後閲待ち⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出して、内容確認ができること。 必須 - -

78 供覧・後閲待ち⽂書の⼀覧から、任意の⽂書を複数選択して、⼀括確認ができること。 必須 - -

79
⾃分が管理する公印に対する申請のうち、承認待ち⽂書を⼀覧で表示できること。公印使
用承認の⼀覧は、件名、起案⽇、取り扱い区分などが確認でき、各項目ごとにソート（並
び替え）ができること。

必須 - -

80 ⼀覧に表示される1ページごとの件数は操作者⼜はシステム設定により変更できること。 任意 低 説明要

81 公印使用承認の⼀覧は、担当所属や、対象公印を条件に絞り込み検索ができること。 必須 - -

82
公印使用承認の⼀覧から、任意の⽂書を呼び出して、内容確認ができること。その際、申
請者が印刷して持参した押印対象⽂書と照合したうえで、承認、あるいは差戻しができるこ
と。

必須 - -

83
⽂書状況 到達 ⾃所属宛てに届いている到達⽂書のうち、未処理となっている⽂書の件数を表示し、該当

⽂書の到達処理を呼び出せること。 必須 - -

84
⾃所属で収受した⽂書のうち、処理待ちの⽂書件数を表示し、該当⽂書の⼀覧を呼び出
せること。 必須 - -

85
収受⽂書を⼀覧で表示し、各⽂書の処理⽅法として、収受起案、収受供覧、収受保存、
参照から選択して当該処理を呼び出せること。 必須 - -

86
⾃所属宛て（所属指定）に届いている「承認待ち」⽂書の件数を表示し、該当⽂書の⼀
覧を呼び出せること。所属回議設定待ち⼀覧は、件名、起案⽇などが確認でき、各項目ご
とにソート（並び替え）ができること。

必須 - -

87 ⼀覧に表示される1ページごとの件数は操作者⼜はシステム設定により変更できること。 任意 低 説明要

88
所属回議設定待ち⼀覧では、議案、重要、秘、至急等の取り扱い区分をわかりやすく示す
アイコンが表示されること。また、取り扱い区分ごとに⼀覧をソート（並び替え）ができ、優先
順位を確認しながら所属回議ルートの設定を進められること。

必須 - -

89

所属回議設定待ち⼀覧から、起案⽂書を選択することで当該⽂書の所属回議設定画⾯
を呼び出せること。所属回議設定画⾯では、添付⽂書も含めた起案⽂書の内容確認、回
議ルートの設定ができること。また、付箋や修正履歴、承認コメントなどの情報が登録されて
いる場合、最新版の内容を表示し、起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認
できること。

必須 - -

90
所属回議設定画⾯では、元の回議ルートの中で、所属指定された位置においてのみ承認
者等の追加が可能であり、所属指定前後の回議ルートに対する修正はできないこと。 必須 - -

91
所属回議設定画⾯では、元の回議ルートの中で、所属指定された位置の範囲内であれ
ば、役職指定も、複数名の追加も可能だが、並列ルートや所属指定の追加はできないこ
と。

必須 - -

⽂書状況 収受

⽂書状況 決裁後
処理

⽂書状況 供覧・後
閲

⽂書状況 公印使
用承認

⽂書状況 所属回
議設定待ち
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別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

92
登録⽂書の検索の⽅法として、簿冊の検索と⽂書の検索の2通りの検索⽅法に対応してお
り、簿冊の検索は各種条件設定による検索の他に分類を用いたツリー検索が可能であるこ
と。

必須 - 説明要 〇

93 登録されている簿冊・⽂書に対して年度をまたぐ検索ができること。 必須 - -

94
⽂書の詳細情報は、⽂書単位で管理している閲覧区分（「全庁」「局内」「部内」「課内」
等）に準じた結果の表示ができること。また検索結果⼀覧をCSV形式で出⼒できること。 必須 - -

95
参照区分を設定した特定職員（監査事務局等）については、閲覧区分の範囲を超えた
⽂書の参照ができること。 必須 - 説明要 〇

96 簿冊検索の際のツリー検索は所属課で使用されている簿冊が限定されること。 任意 高 説明要 〇

97
指定した年度の分類の階層表示をエクスプローラー状に表示し、各分類を展開、選択した
分類配下の簿冊⼀覧を表示すること。 必須 - 説明要 〇

98
分類の階層表示では、簿冊が含まれる分類と、含まれない分類とが視覚的にわかるようアイ
コン表示を切り替えること。 任意 高 説明要 〇

99
簿冊の⼀覧では、簿冊名、簿冊副題、簿冊管理番号、担当所属、年度、保存期間など
が確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。 必須 - -

100 簿冊の⼀覧では、分類が確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。 任意 中 説明要

101
簿冊の⼀覧から簿冊を選択することで、当該簿冊の簿冊情報と、簿冊内⽂書⼀覧を確認
できること。さらに簿冊内⽂書の内容についても確認できること。 必須 - -

102
簿冊情報から簿冊を検索し、当該簿冊情報の内容確認、及び簿冊内⽂書の⼀覧を確認
できること。さらに、簿冊内⽂書の内容確認までできること。 必須 - -

103 簿冊の検索では、年度をまたいだ検索ができること。 必須 - -

104
簿冊を検索する場合、簿冊名、簿冊副題、年度、簿冊の担当課、保管所属、保存箱、
常用区分、保存期間、編さん区分、開示区分、分類、保存場所、使用開始年度、使用
終了年度、廃棄予定年度、備考等を条件に絞り込み検索ができること。

必須 - -

105
簿冊の検索条件の内、使用開始年度、使用終了年度、廃棄予定年度については、年度
の範囲指定で条件指定ができること。 必須 - -

106
簿冊の検索結果⼀覧では、簿冊の担当所属、簿冊名、簿冊副題、保存場所、年度、保
存期間などが確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。 必須 - -

107
簿冊の検索結果⼀覧では、分類が確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができるこ
と。 任意 中 説明要

108 簿冊の検索結果⼀覧は、同項目をCSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

109 ⽂書情報から⽂書を検索し、当該⽂書の内容確認ができること。 必須 - -

110 ⽂書の検索では、年度をまたいだ検索ができること。 必須 - -

111
⽂書を検索する場合、⼀つの検索画⾯から収受⽂書、起案⽂書、供覧⽂書の全てを検
索できること。また、いずれかの⽂書のみを検索することもできること。 必須 - -

112
⽂書番号で検索する場合、本番の⽂書と枝番の⽂書を串刺しで検索し、⼀連の⽂書のや
り取りを検索結果表示上で確認できること。 必須 - -

113
⽂書を検索する場合、件名、起案者名、起案⽇、⽂書状態（作成中、回議中など）、
決裁区分（市⻑決裁、課⻑決裁など）、担当所属など、⽂書目録で保持している各種
情報を検索条件として絞り込み検索ができること。

必須 - -

114

検索条件の項目のうち、頻繁に使用する検索条件は使いやすい個所に表示しておき、使
用頻度の低い検索条件については、詳細の検索項目をプルダウンから選択し、使う時だけ
表示できる等の使用性に考慮した画⾯設計となっていること。また、どの条件を常時表示す
るかは、運用に合わせてシステム設定により変更できること。

必須 - -

115
キーワード検索では、⽂書件名だけではなく、添付⽂書（電子）のファイル名の⽂字列を
対象に検索ができること。ただし、キーワード検索に処理時間を要する場合は、性能要件を
満たすよう検索条件を検討し⼯夫することができること。

必須 - 説明要 〇

116
キーワード検索と、他の検索条件（⽂書目録で保持している各種項目）を組み合わせた
検索を⾏うことにより、検索対象を絞り処理時間を短縮できること。 必須 - -

117 検索条件には、他にも様々な⽂書情報を複数組み合わせた検索ができること。 必須 - -

検索（共通）

分類を用いた簿冊の
検索

簿冊の検索

⽂書の検索
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別添2 次期システム機能要件一覧

５．共通機能・運用支援 業務共通仕様、システム運用支援など
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

118

⾃分が承認や決裁等を⾏った⽂書のみを検索対象とできること。また、⾃分が承認した⽂
書だけ、あるいは⾃分が決裁した⽂書だけ、⾃分が後閲した⽂書だけ、⾃分が供覧確認し
た⽂書だけに絞り込むことや、承認や決裁を⾏った⽇付の期間についても条件に指定できる
こと。なお、個⼈情報保護の観点から、⾃分が承認や決裁等を⾏った⽂書であっても、検索
時点で閲覧権限のない⽂書は検索対象とならないこと。

必須 - 説明要 〇

119 システム管理者の権限者であっても、閲覧権限のない⽂書は閲覧対象とならないこと。 必須 - 説明要 〇

120
⽂書の検索結果⼀覧では、年度、所属、⽂書番号、件名、起案/収受⽇、作業者、⽂書
状態、収納簿冊などが確認でき、各項目ごとにソート（並び替え）ができること。 必須 - -

121 ⽂書の検索結果⼀覧は、CSV形式にも出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

122
庁内事務の監査・点検等のため、⽂書管理システムに保管された全⽂書を参照できる権
限を監査部門の職員に付与できること。 必須 - 説明要 〇

123

外部監査や庁内他課から監査・点検等を受ける課の権限で、監査・点検等の対象となる
簿冊（指定された簿冊と簿冊に綴られた⽂書（目録及び添付ファイルを含む））を指定
し、当該監査関係課を公開先として設定できること。
または、監査・点検等の対象となる簿冊の電子データを作成し、当該監査関係課に提供で
きること。なお、作成する電子データはフォルダ構成等が当該監査関係課にとって分かりやす
い状態であること。

任意 高 説明要 〇

124 決裁や供覧を伴わない資料⽂書の登録ができること。 必須 - 説明要 〇

125 資料⽂書の登録は、個別のメニューが用意され、⼀般職員でも⾃由に登録できること。 必須 - -

126
⽂書管理システム外で作成管理していた収受⽂書や起案⽂書、供覧⽂書をそれぞれ収受
⽂書、起案⽂書、供覧⽂書として簿冊へ綴り、⽂書管理システムへ登録できること。 必須 - 説明要 〇

127
未処理⽂書編集 年度切り替えなどに伴う⼈事異動や、休職など特別な事情により、供覧待ち、承認・決裁

待ち、後閲待ちが残ってしまった⽂書に対して、特定の権限者が処理を⾏うことができるこ
と。

必須 - -

128
⼀定期間以上滞留している⽂書の担当職員に対し、⾃動で督促通知が⾏われること。督
促の対象とする滞留⽇数はシステム設定により変更できること。 必須 - -

129
処理期限が近づいている処理待ちの⽂書の担当職員に対し、⾃動でシステムによる督促
通知が⾏われること。督促の対象とする処理期限までの猶予⽇数はシステム設定により変
更できること。

必須 - -

130
処理期限から⼀定期間過ぎている処理待ちの⽂書の担当職員に対し、⾃動でシステムに
よる督促通知が⾏われること。督促の対象とする処理期限からの経過⽇数はシステム設定
により変更できること。

必須 - -

131
⽂書管理システムの統計情報として、到達、起案、供覧、決裁、施⾏における電子化率の
所属別⼀覧をEXCEL形式で出⼒できること。 必須 - -

132
⽂書管理システムの統計情報として、電子決裁利用における⽂書滞留時間の所属別⼀
覧をEXCEL形式で出⼒できること。 必須 - -

133
⽂書管理システムの統計情報として、職員が利用している⽂書業務を時間帯別に出⼒す
る稼動統計情報をEXCEL形式で出⼒できること。 必須 - -

⽂書編集

督促通知

統計情報

監査
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別添2 次期システム機能要件一覧

６．情報公開・公文書・原本保存 その他、⽂書管理における周辺業務への対応
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

1
⽂書管理システムに登録されている簿冊の目録情報について、抽出⽇を指定して、その⽇
以前に作成された簿冊の全データをCSV形式で抽出できること。ただし、廃棄済み、公⽂
書館移管済みの簿冊を除く。

必須 - -

2
公⽂書館システムに登録されている簿冊の目録情報について、簿冊の全データをCSV形式
で抽出できること。 必須 - -

3 簿冊の目録情報について、全所属分まとめて抽出できること。 必須 - -

4
簿冊の検索条件を⼊⼒して検索し、⼀覧表示できること。また、⼀覧表示の件名のリンクか
ら簿冊の詳細画⾯に遷移できること。 必須 - -

5 公⽂書館に収蔵されている簿冊については特定重要公⽂書として検索できること。 必須 - -

6
簿冊の検索条件として、簿冊名称、年度、保存期間、分類、主管課の情報を指定できる
こと。 必須 - -

7
⼀覧表示の際は、検索件数がシステム設定値以上になりシステム性能に影響を及ぼす場
合は、警告を表示すること。 必須 - -

8
札幌市公⽂書管理条例に則り、各課の担当者は、保存期間満了予定簿冊に対して重要
公⽂書として選別（原課選別）し登録できること。
※詳細は機能項目「原課選別」に記載

必須 - 説明要 〇

9
各課の担当者が重要公⽂書として選別した簿冊に対して（原課選別）、並⾏して公⽂
書館担当者が重要公⽂書であるか検証し、選別できること（公⽂書館選別）。
※詳細は機能項目「公⽂書館選別」に記載

必須 - -

10
原課選別と公⽂書館選別を基に決定される移管予約と廃棄予約の管理ができること。
※詳細は機能項目「移管予約」に記載 必須 - -

11 当該年度末に保存期間が満了する簿冊を対象として⼀覧表示できること。 必須 - -

12
各簿冊に対して、当該簿冊を廃棄するか、公⽂書館へ移管するかを選択し、原課選別の
結果として登録できること。 必須 - 説明要 〇

13 紙⽂書、電子⽂書の両⽅を対象に、原課選別ができること。 必須 - -

14
簿冊だけでなく、任意の簿冊に対して簿冊内⽂書の⼀覧を呼び出し、⽂書を参照すること
ができること。 必須 - -

15
検索した簿冊・⽂書に対して、簿冊・⽂書の目録情報まで呼び出して詳細内容の確認がで
きること。 必須 - -

16
公⽂書館移管対象の簿冊・⽂書を公⽂書館移管対象⼀覧としてPDF形式及びCSV形
式に出⼒でき、⼆次的な活用ができること。 必須 - -

17
公⽂書館は保存期間が満了する簿冊を対象として、移管予約・廃棄予約された簿冊につ
いて検索でき、検索結果を⼀覧表示できること。 必須 - 説明要 〇

18
原課選別と同等の検索・参照機能（「６．情報公開・公⽂書・原本保存」のNo.11 
14）が公⽂書館選別でも利用できること。 必須 - -

19
公⽂書館は全庁の簿冊・⽂書を検索することができること。また、検索結果を公⽂書館検
索結果（選別対象の簿冊目録⼀覧）としてCSV形式に出⼒でき、⼆次的な活用ができ
ること。

必須 - -

20

原課選別とは別に、公⽂書館が重要公⽂書に該当する簿冊を登録（公⽂書館選別）
できること。(原課の当初の選別登録を上書きしてはならない。）
なお、移管指定の対象数が膨⼤となるため、効率的に⼊⼒することができること。 必須 - 説明要 〇

21
原課と公⽂書館の協議結果に基づき決定した移管予約・廃棄予約の情報をシステムへ登
録できること。（当初の選別登録を上書きしてもよい。） 必須 - -

22 移管予約した簿冊について、各課が移管理由(種別)を選択し、登録できること。 必須 - 説明要

23
移管予約した簿冊について、各課が利用制限意⾒（公⽂書館で利用を制限すべき事由
が含まれている場合、その旨の意⾒）を登録できること。 必須 - 説明要

24 移管予約・廃棄予約された簿冊の確定処理を⼀括でできること。 必須 - -

25

⽂書管理システムから公⽂書館システムへ目録情報、及び電子添付⽂書を受け渡すた
め、公⽂書館移管対象の簿冊・⽂書を⼀括で移管処理できること。
簿冊 簿冊名称（原課）、作成所属、保管所属、分類情報、編纂区分、作成年度、
完結年度、受⼊年度、保存期間、媒体種別、保存箱情報、移管選別理由、利用制限
意⾒
⽂書 全ての⽂書情報（件名、⽂書年⽉⽇、公開区分、簿冊情報、決裁情報等）

必須 - -

公⽂書館検索

情報公開目録抽出

情報公開目録検索

重要公⽂書情報

原課選別

公⽂書館選別

移管予約
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別添2 次期システム機能要件一覧

６．情報公開・公文書・原本保存 その他、⽂書管理における周辺業務への対応
NO. 機能項目 機能仕様 区分 重要度 説明要否 デモ対象 備考

26

⽂書管理システムから公⽂書館システムへ移管処理した簿冊について、公⽂書館システム
側で新規に項目を追加⼊⼒できること。
簿冊 簿冊コード（テキストボックス。機構順で新たに⾃動付番され（機構改革にも対
応）、公⽂書館での⼊⼒も可能）、簿冊名称（公⽂書館）（テキストボックス。「簿冊
名称（原課）が初期表示され、公⽂書館で修正可能）、簿冊要約（テキストボック
ス）、保存・保管場所（プルダウン）、棚番号（テキストボックス）、整理箱番号（テキス
トボックス）、内容量（テキストボックス）、公開区分（ラジオボタン）、非公開理由（プル
ダウン）、公開可能年度（テキストボックス。⾃動⼊⼒され、公⽂書館での⼊⼒も可
能）、登録時確認事項（チェックボックス+テキストボックス）、公⽂書館選別基準（プル
ダウン）、アーキビストメモ（チェックボックス+テキストボックス。テキストボックスは500⽂字以
上⼊⼒できること）、目録掲載区分（チェックボックス）、等

必須 - 説明要 〇

27
⽂書管理システムに登録されていない簿冊・⽂書の情報について、公⽂書館システム側で
新規に登録することができること。 必須 - -

28 公⽂書館システムに登録されている簿冊・⽂書の情報を修正・削除することができること。 必須 - -

29
公⽂書館内での配架作業を効率化するために、保存箱ごとにラベルを印刷できること。ラベ
ルの項目は、特定重要公⽂書（⽂字列）、箱番号、局名、簿冊コード、簿冊名を出⼒で
きること。

任意 低 説明要

30
移管後に公⽂書館で簿冊管理を⾏うために、簿冊ラベルを印刷できること。ラベルの項目
は、簿冊コード、簿冊名称等を出⼒できること。 任意 低 説明要

31
公⽂書館システムに登録されている簿冊・⽂書の情報を検索し、⼀覧から選択した簿冊・
⽂書の詳細情報を表示できること。また、⼀覧の情報を公⽂書館検索結果（移管後の簿
冊・⽂書）としてCSV形式で出⼒できること。

必須 - -

32
⽂書管理システムに登録された⾏政⽂書（起案用紙を含む）のうち、保存期間が10年
以上となる⽂書と、移管対象の⽂書を対象に、国際規格（ISO 19005）で採用されて
いる⻑期保存に対応したファイル形式へ⾃動変換して保存できること。

必須 - 説明要 〇

33
保存期間に関わらず⻑期保存に対応したファイル形式へ変換できること。

任意 高 説明要 〇

34
⻑期保存に対応した形式のデータはPDF/A（PDFアーカイブ）等から構成され、⾒読性を
確保した形式で保存すること。 必須 - 説明要 〇

35
⻑期保存に対応した形式のデータの構成要素であるPDF/Aとあわせて、元ファイル（ワープ
ロや表計算ソフト等で作成したオリジナルの電子ファイル）も保存すること。 必須 - 説明要

36
⻑期保存に対応した形式のデータの構成要素であるメタデータとして、ファイル名、作成⽇
時、更新⽇時を保存すること。 必須 - 説明要

37
⽂書管理システムに登録される全ての電子⽂書においては、原本としての完全性を保証す
るため、原本を版数で管理することができ、上書きされないこと。また、改ざん検知処理を施
すこと。

必須 - 説明要 〇

38 原議（起案目録、起案用紙）、添付⽂書のセットを⼀つの⽂書・原本として取り扱うこと。 必須 - -

39 原本に対するアクセス履歴の確認ができること。 必須 - 説明要 〇

⻑期保存

原本性保存
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別添3 次期システム帳票一覧

No. 業務区分 帳票(電子データを含む) 出力形式No. 業務区分 帳票(電子データを含む) 出力形式No. 業務区分 帳票(電子データを含む) 出力形式No. 業務区分 帳票(電子データを含む) 出力形式
帳票帳票帳票帳票

サンプルサンプルサンプルサンプル
区分区分区分区分 備考備考備考備考

次期システム機能要件次期システム機能要件次期システム機能要件次期システム機能要件
一覧の該当箇所一覧の該当箇所一覧の該当箇所一覧の該当箇所

1 収受・到達 文書件名簿（収受） CSV 〇 必須 収受・到達No.40
2 起案・決裁・施行 起案用紙（鑑） PDF 〇 必須 起案・決裁・施行No.66、

67
3 起案・決裁・施行 添付文書表紙 PDF 必須 起案・決裁・施行No.68

4 起案・決裁・施行 公印使用簿 CSV 必須 起案・決裁・施行No.128
5 起案・決裁・施行 文書件名簿（発送） CSV 〇 必須 起案・決裁・施行No.133
6 供覧 供覧用紙（鑑） PDF 必須 供覧No.42
7 保存・置換・廃棄 文書分類基準表 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.8
8 保存・置換・廃棄 分類情報一覧 Excel 必須 保存・置換・廃棄No.9
9 保存・置換・廃棄 簿冊情報一覧（CSV） CSV 必須 保存・置換・廃棄No.18

10 保存・置換・廃棄 公文書目録 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.19
11 保存・置換・廃棄 簿冊ラベル CSV 〇 必須 保存・置換・廃棄No.20

12 保存・置換・廃棄 簿冊バーコードラベル CSV 任意 簿冊ラベルにバーコードを印
刷する形とすること。

保存・置換・廃棄No.21

13 保存・置換・廃棄 文書情報一覧 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.22
14 保存・置換・廃棄 簿冊情報一覧（Excel） Excel 必須 保存・置換・廃棄No.25
15 保存・置換・廃棄 保存箱ラベル CSV 〇 必須 バーコードを含むラベルを印

刷できること。
保存・置換・廃棄No.38、
39

16 保存・置換・廃棄 置換予定表（簿冊） CSV 必須 保存・置換・廃棄No.60
17 保存・置換・廃棄 受入対象保存箱リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.63
18 保存・置換・廃棄 受入済み保存箱リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.63
19 保存・置換・廃棄 棚状況管理図 PDF 〇 任意 保存・置換・廃棄No.66
20 保存・置換・廃棄 貸出中保存箱一覧表 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.72
21 保存・置換・廃棄 貸出中保存箱返却期間超過一覧表 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.73
22 保存・置換・廃棄 貸出・返却履歴一覧表 CSV 任意 保存・置換・廃棄No.74
23 保存・置換・廃棄 貸出申込リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.76
24 保存・置換・廃棄 貸出・返却カード PDF 必須 専用紙に印刷する。 保存・置換・廃棄No.77
25 保存・置換・廃棄 閲覧申込リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.79
26 保存・置換・廃棄 出庫待ち保存箱リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.81
27 保存・置換・廃棄 棚卸実施状況リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.82
28 保存・置換・廃棄 棚ラベル CSV 必須 保存・置換・廃棄No.83
29 保存・置換・廃棄 保存期間満了簿冊一覧 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.86
30 保存・置換・廃棄 保存期間満了延長簿冊一覧 CSV 必須 保存・置換・廃棄No.88
31 保存・置換・廃棄 廃棄予定表（簿冊） CSV 必須 保存・置換・廃棄No.90
32 保存・置換・廃棄 廃棄予定表（保存箱） CSV 必須 保存・置換・廃棄No.90
33 保存・置換・廃棄 廃棄結果表（簿冊・保存箱） CSV 必須 保存・置換・廃棄No.93
34 保存・置換・廃棄 廃棄確認予定保存箱リスト CSV 必須 保存・置換・廃棄No.94

35 共通機能・運用支援 簿冊検索結果一覧 CSV 必須 共通機能・運用支援
No.108

36 共通機能・運用支援 文書検索結果一覧 CSV 必須 共通機能・運用支援
No.121

37 共通機能・運用支援 電子化率の所属別一覧 Excel 必須 共通機能・運用支援
No.131

38 共通機能・運用支援 文書滞留時間の所属別一覧 Excel 必須 共通機能・運用支援
No.132

39 共通機能・運用支援 稼動統計情報 Excel 必須 共通機能・運用支援
No.133

40 情報公開・公文書・原本保存 簿冊目録情報（文書管理システム） CSV 必須 情報公開・公文書・原本
保存No.1

41 情報公開・公文書・原本保存 簿冊目録情報（公文書館システム） CSV 必須 情報公開・公文書・原本
保存No.2

42 情報公開・公文書・原本保存 公文書館移管対象一覧（簿冊・文書） PDF及びCSV 必須 情報公開・公文書・原本
保存No.16

43 情報公開・公文書・原本保存 公文書館検索結果（選別対象の簿冊目録
一覧）

CSV 必須 情報公開・公文書・原本
保存No.17

44 情報公開・公文書・原本保存 保存箱ラベル（公文書館） CSV 任意 情報公開・公文書・原本
保存No.29

45 情報公開・公文書・原本保存 簿冊ラベル（公文書館） CSV 任意 情報公開・公文書・原本
保存No.30

46 情報公開・公文書・原本保存 公文書館検索結果（移管後の簿冊・文書） CSV 必須 文書保存センターに保存され
ている重要公文書について
も抽出し一覧を出力できるこ
と。

情報公開・公文書・原本
保存No.31

※業務運用上、必須と想定している帳票を記載しているので、上記に加えてパッケージシステムから出力可能な帳票がある場合には、当該帳票の業務上の役割とともに提案を行うこと。
※公文書館へ移管する帳票については、長期保存可能な形式（PDF/A等）にて出力できること。
※帳票サンプルが「〇」となっているものについては、資料閲覧にて現行システムの帳票を提示するため、参考とすること。
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別添4　現行システム業務データ一覧別添4　現行システム業務データ一覧別添4　現行システム業務データ一覧別添4　現行システム業務データ一覧
　現行の文書管理システムにおけるデータベースのテーブル、データ量の状況(2018/11/20時点)を示す。
　なお、以下に示す以外にデータ移行設計に必要な情報がある場合は、要件定義（補完工程）の中で必要な情報を整理し、
本市を通して現行システムの保守・運用事業者へのデータ提供依頼を行うこと。
テーブル名 サイズ ※ 件数 補足
AT_BOSATSU 4 MB 7,781
AT_BUNSHO 2 MB 7,833
AT_M_ARCHIVIST_MEMO 1,024 KB 5
AT_M_HOZON_HOKAN_BASHO 1,024 KB 20
AT_M_KOKAI_KUBUN 1,024 KB 5
AT_M_SENBETSU_JOTAI 1,024 KB 5
AT_M_TOROKUJI_KAKUNIN_JIKO 1,024 KB 6
AT_R_BOSATSU_ICHIRAN 1,024 KB 0
AT_R_BOSATSU_MOKUJI 1,024 KB 0
AT_R_BOSATSU_MOKUROKU 1,024 KB 0
BBS_BIN 2 GB 3,623 データ型：バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）
BBS_BUNRUI 1,024 KB 3
BBS_TOUKOU 2 MB 2,856
MT_ATESAKI_LGWAN_HASSO 1,024 KB 3
MT_BATCH_KESSAI_KANSHI 1,024 KB 1
MT_BOSATSU 160 MB 696,493
MT_BOSATSU_HOKANTANI 40 MB 840,870
MT_BUNRUI_MASTER 1,024 KB 10,112
MT_BUNSHO 72 MB 1,118,680
MT_CHOKUSETSU_HASSO 16 MB 86,195
MT_CHOKUSETSU_HASSO_JOSHO 43 GB 203,278 データ型：バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）
MT_COMMENT 56 MB 332,235
MT_FUKUSU_SHUJU 1,024 KB 403
MT_HASSO 16 MB 11,781
MT_HASSOSAKI_LGWAN 1,024 KB 2
MT_HASSOSAKI_SYSTEM 12 MB 173,746
MT_HATSUBAN 0 KB 0
MT_HOKAN 424 MB 851,611
MT_HOKANMACHI 480 MB 911,743
MT_HOKANTANI 1,024 KB 928
MT_HOKANTANI_KESSAI_LEVEL 1,024 KB 37
MT_HOKANTANI_NAME 1,024 KB 928
MT_HOKANTANI_REITATSUBO 1,024 KB 33
MT_HOKANTANI_ZOKUSEI 1,024 KB 712
MT_HOZONBAKO 17 MB 89,911
MT_HOZONBAKO_BOSATSU 8 MB 246,660
MT_IKKATSU_FUKUSHA 1,024 KB 5,026
MT_JOSHO 5 GB 22,014 データ型：バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）
MT_KAIGICHU 24 MB 38,448
MT_KANREN 1,024 KB 994
MT_KANSA 352 MB 2,223,875
MT_KARI_HOKANTANI 1,024 KB 928
MT_KARI_HOKANTANI_KESSAI_LEVEL 1,024 KB 37
MT_KARI_HOKANTANI_NAME 1,024 KB 928
MT_KARI_HOKANTANI_REITATSUBO 1,024 KB 33
MT_KARI_HOKANTANI_ZOKUSEI 1,024 KB 712
MT_KARI_KASHIDASHI 1,024 KB 0
MT_KARI_M_BUNSHOKO 1,024 KB 18
MT_KARI_REITATSUBO_MASTER 1,024 KB 4
MT_KARI_SHOKOKAE 1,024 KB 0
MT_KARI_SHOZOKU_HOKANTANI 1,024 KB 13,096
MT_KARI_SHUJU_GROUP 1,024 KB 69
MT_KARI_TANA_MASTER 0 KB 0
MT_KARI_TMPL_HASSOSAKI 1,024 KB 3
MT_KARI_TMPL_HASSOSAKI_SHOZOKU 1,024 KB 482
MT_KARI_UKEIRE 1,024 KB 0
MT_KASHIDASHI 1,024 KB 5,531
MT_KASHIDASHI_HOZONBAKO 1,024 KB 13,227
MT_KENMEIBO 296 MB 1,965,002
MT_KENMEIBO_HOKANTANI 1,024 KB 1,812
MT_KENMEIBO_MASTER 1,024 KB 1,812
MT_KESSAI_LEVEL_MASTER 1,024 KB 43
MT_KESSAIGO 24 MB 38,109
MT_KESSAIJOHO 30 GB 881,072 データ型：バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）
MT_KIAN_JUNBICHU 24 MB 38,654
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テーブル名 サイズ ※ 件数 補足
MT_KYORAN_JUNBICHU 424 MB 806,228
MT_KYORANCHU 416 MB 802,856
MT_LGWAN_ATESAKI 1,024 KB 2
MT_LGWAN_GROUP 1,024 KB 1
MT_LGWAN_GROUP_USER 0 KB 0
MT_LGWAN_HASSO 1,024 KB 3
MT_LGWAN_JURYO 3 MB 1
MT_LGWAN_JURYO_LGWAN_GROUP 0 KB 0
MT_LGWAN_OKURISAKI 1,024 KB 2
MT_LOCK_KAIJO_SHINSEI 1,024 KB 79
MT_M_BAITAI_SHUBETSU 1,024 KB 5
MT_M_BATCH_JOTAI 1,024 KB 3
MT_M_BUNSHO_JOKYO 1,024 KB 3
MT_M_BUNSHO_SHUBETSU 1,024 KB 3
MT_M_BUNSHOKO 1,024 KB 18
MT_M_CHUI_KUBUN 1,024 KB 3
MT_M_ETSURAN_KUBUN 1,024 KB 5
MT_M_GENGO 1,024 KB 4
MT_M_HAIKI_KUBUN 1,024 KB 3
MT_M_HAITA_KUBUN 1,024 KB 4
MT_M_HASSO_JOKYO 1,024 KB 2
MT_M_HASSO_KUBUN 1,024 KB 3
MT_M_HASSO_SAIBAN_SHUBETSU 1,024 KB 4
MT_M_HATSUBAN_JOKYO 1,024 KB 6
MT_M_HATSUBAN_MEISHO 0 KB 0
MT_M_HIKITSUGI_KUBUN 1,024 KB 2
MT_M_HIKOKAI_JOHO 1,024 KB 7
MT_M_HOKAN_YOHIN 1,024 KB 3
MT_M_HOKANTANI_LEVEL 1,024 KB 4
MT_M_HOZON_KIKAN 1,024 KB 6
MT_M_HOZONBAKO_JOTAI 1,024 KB 4
MT_M_HOZONBAKO_NUM_3 1,024 KB 668
MT_M_HOZONBASHO 1,024 KB 3
MT_M_HOZONKIKAN_MANRYOSOCHI 1,024 KB 3
MT_M_JUSHIN_KUBUN 1,024 KB 4
MT_M_KAISHI_SHUBETSU 1,024 KB 3
MT_M_KASHIDASHI_JOTAI 1,024 KB 4
MT_M_KASHIDASHI_SHORI 1,024 KB 2
MT_M_KESSAI_JOKYO 1,024 KB 5
MT_M_KESSAI_KUBUN 1,024 KB 13
MT_M_KESSAI_SHUBETSU 1,024 KB 5
MT_M_KIKAKU 1,024 KB 3
MT_M_KYORAN_SHUBETSU 1,024 KB 3
MT_M_LGWAN_BUNSHO_JOKYO 1,024 KB 2
MT_M_LOCK_JOTAI 1,024 KB 2
MT_M_NEW_HOZONBASHO 1,024 KB 3
MT_M_OKIKAE_HOZONBAKO 1,024 KB 2
MT_M_OKIKAE_KUBUN 1,024 KB 5
MT_M_REITATSU_KIGO 1,024 KB 4
MT_M_SASHIMODOSHI_KUBUN 1,024 KB 2
MT_M_SENBETSUKIJUN 1,024 KB 26
MT_M_SHOKOKAE_HOZONBAKO 1,024 KB 2
MT_M_SHORI_JOKYO 1,024 KB 16
MT_M_SHUJU_SAIBAN_SHUBETSU 1,024 KB 3
MT_M_SHUJU_SHUBETSU 1,024 KB 4
MT_M_SHUTOKU_SHUBETSU 1,024 KB 6
MT_M_SONOTA_SHUBETSU 1,024 KB 2
MT_M_SOSA 1,024 KB 12
MT_M_TANA_SHORI 1,024 KB 3
MT_M_TANAZOKUSEI 1,024 KB 3
MT_M_TMPL_HASSO_KUBUN 1,024 KB 2
MT_M_TORIATSUKAI 1,024 KB 4
MT_M_TOROKU_SHUBETSU 1,024 KB 2
MT_M_YAKUWARI 1,024 KB 6
MT_M_ZOKUSEI 1,024 KB 4
MT_MODORI_HASSO 16 MB 1,045
MT_N_ADDITIONAL_POST 1,024 KB 1,360
MT_N_ASSIGNED_ROLE 96 MB 1,043,496
MT_N_B_ADDITIONAL_POST 1,024 KB 1
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テーブル名 サイズ ※ 件数 補足
MT_N_B_ASSIGNED_ROLE 1,024 KB 197
MT_N_B_FORMER_NAME 1,024 KB 5
MT_N_B_ORG_AND_TITLE_CODE 9 MB 32,006
MT_N_B_ORG_CODE 3 MB 1
MT_N_B_ORGANIZATION 1,024 KB 2
MT_N_B_POSITION 1,024 KB 7
MT_N_B_ROLE_CODE 1,024 KB 0
MT_N_B_STAFF 22 MB 13
MT_N_B_TITLE_CODE 1,024 KB 1
MT_N_FORMER_NAME 1,024 KB 1,564
MT_N_ORG_AND_TITLE_CODE 208 MB 1,011,790
MT_N_ORG_CODE 72 MB 443,066
MT_N_ORGANIZATION 3 MB 11,522
MT_N_POSITION 1,024 KB 7
MT_N_ROLE_CODE 1,024 KB 12
MT_N_STAFF 648 MB 1,556,086
MT_N_TITLE_CODE 1,024 KB 67
MT_OKURISAKI_LGWAN_HASSO 1,024 KB 3
MT_R_BINDER_LABEL 2 MB 0
MT_R_COMMENT 1,024 KB 0
MT_R_ENCHO_ICHIRAN 1,024 KB 0
MT_R_FOLDER_LABEL 1,024 KB 0
MT_R_HAIKIHOZONBAKO 1,024 KB 0
MT_R_HOZONBAKO_LABEL 1,024 KB 0
MT_R_HOZONBAKO_LABEL2 1,024 KB 0
MT_R_KIAN_KYORAN 1,024 KB 0
MT_R_MANRYO_ICHIRAN 1,024 KB 0
MT_R_RETSUMEI 1,024 KB 0
MT_R_SAKUINMOKUJI 1,024 KB 0
MT_R_SHICHORAN 1,024 KB 0
MT_R_SHUKAN_GOGI 1,024 KB 0
MT_R_TANAJOKYOKANRIZU 2 MB 0
MT_REITATSUBO 2 MB 15,889
MT_REITATSUBO_MASTER 1,024 KB 4
MT_SAIKAIGIMACHI 16 MB 2,916
MT_SAIKYORANMACHI 16 MB 6,594
MT_SHOKANKAE 1,024 KB 1
MT_SHONINJOHO 0 KB 0
MT_SHOZOKU 1,024 KB 15,950
MT_SHOZOKU_HOKANTANI 1,024 KB 13,096
MT_SHOZOKU_NAME 53 MB 442,269
MT_SHUJU_GROUP 1,024 KB 69
MT_SHUJUMACHI 496 MB 982,015
MT_SHUJUZUMI 496 MB 999,687
MT_SOSHIKI_HATSUBAN 0 KB 0
MT_SYSTEM_KANRI 1,024 KB 20
MT_TANA_MASTER 1,024 KB 9,398
MT_TENPU 847 GB 2,883,750 データ型：バイナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）
MT_TENSO 45 MB 166,421
MT_TENSOSAKI 41 MB 588,026
MT_TMPL_HASSOSAKI 1,024 KB 757
MT_TMPL_HASSOSAKI_SHOZOKU 1,024 KB 7,747
MT_USER 1,024 KB 43,063
MT_USER_JOHO 128 MB 1,179,680
MT_USER_SHOZOKU 144 MB 1,180,999
MT_USER_YAKUWARI 34 MB 419,062

※サイズについては使用ブロック数から計算
(EXPDP コマンドのBLOCKSメソッドを使用した見積り)
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別添 5  現行システム外部インタフェース一覧 
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現行システム外部インタフェース一覧現行システム外部インタフェース一覧現行システム外部インタフェース一覧現行システム外部インタフェース一覧 

現行システムにおける外部インタフェースを以下へ示す。 

 次期システムにおける外部インタフェースについては、要件定義書及び次期システム機能要件

一覧等に記載しているシステム連携の要件を実現する方式を要件定義（補完工程）の中で検討す

ること。 

 なお、システム連携を想定している共通基盤システムや財務会計システムは再構築を検討中で

あることから、必要に応じて、連携先のシステムに対して必要な情報等の提供を行うこと。 

 

 総合文書管理システム 総合文書管理システム 総合文書管理システム 総合文書管理システム 
 

1   インタフェース一覧インタフェース一覧インタフェース一覧インタフェース一覧 

以下に総合文書管理システムで準備するインタフェース一覧を示す。 

 

種類 ID インタフェース名 転送方式 

業務システム連携イ

ンタフェース 

MI102 保管登録インタフェース SOAP 

MI201 文書検索画面インタフェース HTML 

MI202 文書参照画面インタフェース HTML 

MI301 簿冊選択画面インタフェース HTML 

電子決裁システム連

携インタフェース 

MI401 決裁連携施行インタフェース SOAP 

MI402 決裁連携保管インタフェース SOAP 

 

 

2   インタフェース機能概要インタフェース機能概要インタフェース機能概要インタフェース機能概要 

以下に総合文書管理システムで準備するインタフェース概要を示す。 

 

(1)保管登録インタフェース保管登録インタフェース保管登録インタフェース保管登録インタフェース 

 

インタフェース ID MI102 

インタフェース名 保管登録インタフェース 

説明 業務システムで作成された文書を受け取り、総合文書管理システムの保

管文書として登録する。 

受け渡し リクエスト：業務システム、レスポンス：総合文書管理システム 

接続 方式 転送（SOAP） 

形態 オンライン/リアルタイム 

頻度 随時 

タイミング 業務システムで保管可能な文書を対象として、保管登録イ

ンタフェース(MI102)を呼び出すボタンを押下した際 
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(2)文書検索画面インタフェース文書検索画面インタフェース文書検索画面インタフェース文書検索画面インタフェース 

 

インタフェース ID MI201 

インタフェース名 文書検索画面インタフェース 

説明 検索画面を呼び出すインタフェース。検索条件を受信し、条件を当ては

めた総合文書管理システムの検索画面を表示する。 

検索画面で入力された条件に合致する文書の一覧画面を表示する。ま

た、一覧画面で特定された文書の参照画面を表示する。 

受け渡し リクエスト：業務システム、レスポンス：総合文書管理システム 

接続 方式 転送（HTML） 

形態 オンライン/リアルタイム 

頻度 随時 

タイミング 業務システムにおいて文書の編集画面から、文書検索画面

インタフェース(MI201)を呼び出すボタンを押下した際 

 

(3)文書参照画面インタフェース文書参照画面インタフェース文書参照画面インタフェース文書参照画面インタフェース 

 

インタフェース ID MI202 

インタフェース名 文書参照画面インタフェース 

説明 文書の参照画面を表示するインタフェース。文書コードを受信し、該当

する文書の参照画面を表示する。 

受け渡し リクエスト：業務システム、レスポンス：総合文書管理システム 

接続 方式 転送（HTML） 

形態 オンライン/リアルタイム 

頻度 随時 

タイミング 業務システムにおいて文書を選択し、文書参照画面インタ

フェース(MI202)を呼び出すボタンを押下した際 

 

(4)簿冊選択画面インタフェース簿冊選択画面インタフェース簿冊選択画面インタフェース簿冊選択画面インタフェース 

 

インタフェース ID MI301 

インタフェース名 簿冊選択画面インタフェース 

説明 簿冊の選択画面を表示するインタフェース。文書の起案者のユーザ ID

及び所属コードを受信し、該当する簿冊の選択画面を表示する。 

受け渡し リクエスト：業務システム、レスポンス：総合文書管理システム 

接続 方式 転送（HTML） 

形態 オンライン/リアルタイム 

頻度 随時 

タイミング 業務システムにおいて文書の編集画面から、簿冊選択画面

インタフェース(MI301)を呼び出すボタンを押下した際 
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(5)決裁連携施行インタフェース決裁連携施行インタフェース決裁連携施行インタフェース決裁連携施行インタフェース 

 

インタフェース ID MI401 

インタフェース名 決裁連携施行インタフェース 

説明 電子決裁システムにおいて、「処理完了（後閲なし・後閲あり）」となっ

た業務システムの決裁文書を、総合文書管理システムの決裁後文書（発

送・保管待ち文書）として登録する。 

受け渡し － 

接続 方式 転送（SOAP） 

形態 バッチ 

頻度 定期的（５分毎） 

タイミング 総合文書管理ステムから電子決裁システムへ、処理状況確

認インタフェース（KI008）及び文書取得インタフェース

（KI009）を実行する 

 

(6)決裁連携保管インタフェース決裁連携保管インタフェース決裁連携保管インタフェース決裁連携保管インタフェース 

 

インタフェース ID MI402 

インタフェース名 決裁連携保管インタフェース 

説明 電子決裁システムにおいて、「処理完了（後閲なし）」となった業務シス

テムの決裁文書を、総合文書管理システムの保管文書として登録する。 

受け渡し － 

接続 方式 転送（SOAP） 

形態 バッチ 

頻度 定期的（５分毎） 

タイミング 総合文書管理ステムから電子決裁システムへ、処理状況確

認インタフェース（KI008）及び文書取得インタフェース

（KI009）を実行する。 

 

 

3   媒体連携媒体連携媒体連携媒体連携 

総合文書管理システムでは、文書保存箱の保存先（保存場所）のひとつである「文書保存

センター」とのデータ連携が必要である。 
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 電子決裁システム電子決裁システム電子決裁システム電子決裁システム 

 

外部インターフェース一覧

コメント画面を呼び出しするインターフェースコメントインターフェース

認証済ユーザのログイン情報を連携するインターフェース

電子決裁システムのアドレス帳で利用する人事情報・組織情報を連携するインターフェース

経路設定画面を呼び出しするインターフェース

経路が設定されているか否かを確認するインターフェース

ポータルに対して要処理起案文書の件数情報を提供するインターフェース

基幹系システムから電子決裁システムへ起案内容を転送するインターフェース

電子決裁システムで管理している経路情報を基幹系システムへ提供するインターフェース

基幹系システムからのリクエストに応じて処理状況を提供するインターフェース

処理完了した起案内容等を基幹系システムへ提供するインターフェース

KI010

ログインインターフェース

人事情報・組織情報インターフェース

経路設定インターフェース

経路設定確認インターフェース

ポータルインターフェース

起案インターフェース

経路情報取得インターフェース

処理状況確認インターフェース

文書取得インターフェース

KI006

KI007

KI008

KI009

KI002

KI003

KI004

KI005

KI001

外部I/F ID インターフェース名 インターフェース説明 方式

HTTP

HTTP

HTTP

SOAP

SOAP

HTTP

SOAP

HTTP

SOAP

SOAP
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※下記表は本業務調達時の想定であり決定事項ではない。要件定義（補完⼯程）にて本市と協議し、機能・サービスや役割分担の⾒直しを⾏うこと。

共通基盤 文書管理
1 システムへのリンク 〇 〇 リンク追加、削除等は共通基盤システムの運用・保守事業者

で対応する。
2 要処理件数の表示(⽂書箱) 〇 〇 各システムに⽂書箱が存在する。

⽂書箱で提供する表示内容(要処理件数)は、各業務システ
ムの要件定義時に明確にすること。

3 サービス時間外sorry画⾯の提供 〇 〇 各業務システムで用意したsorry画⾯を共通基盤機能にて表
示する。

4 ユーザ認証 〇 （〇）  要件定義書の「3.非機能要件-(10)  情報セキュリティに関
する事項-エ.  情報セキュリティ対策-(ア)  主体認証」に従
う。

5 アクセス制御 〇
6 システムバックアップ管理(仮想) ○ 共通基盤システムが提供する仮想環境上に構築した⽂書管

理システムのシステムバックアップが対象になる。

7 システムバックアップ管理(物理) 〇
8 アクセスログバックアップ管理 〇
9 業務データバックアップ管理 〇

10 ジョブ管理 〇
11 可用性管理(仮想) ○
12 可用性管理(物理) ○
13 性能管理(仮想) ○
14 性能管理(物理) ○
15 監視 ○
16 仮想マシン ○ OSライセンスは共通基盤システムの役割となる。
17 物理サーバ ○
18 OS及びミドルウェア ○
19 共有ストレージ（仮想環境用） ○ 共通基盤システムが提供する仮想環境上で動作するサーバ

のストレージが該当する。
20 共有ストレージ（物理サーバ用） ○ ⽂書管理システムが独⾃にサーバを構築する場合のストレー

ジが該当する。
21 テープ装置 ○
22 タイムサーバ 〇 ⽂書管理システムは共通基盤システムのL3SWを親として時

刻同期する。
23 本番環境Active Directory － － イントラネット上のADサーバが該当する。
24 保守環境Active Directory ○
25 負荷分散 〇
26 イントラネット上の通信のSSL処理（暗号化/復号化） 〇
27 インターネット上の通信のSSL処理（暗号化/復号化） 〇 目録公開システムの通信が対象となる。
28 イントラ接続 〇
29 マシン室、研修室間のネットワーク回線 〇
30 ジョブスケジュール登録 ○
31 ジョブ/バッチ処理終了確認 〇
32 本番環境バックアップ（業務データ） ○
33 本番環境バックアップ（システムイメージ/仮想） ○
34 本番環境バックアップ（システムイメージ/物理） ○
35 ネットワーク機器の構成情報バックアップ ○ 構成情報バックアップには、業務システム個別のroot権限が

必要なため、⽂書管理システムの役割とする。
共通のスイッチ（ネットワークL3、L2スイッチ、運用スイッチ）は
共通基盤で実施する。

36 保守環境バックアップ（システムイメージ/仮想） ○
37 保守環境バックアップ（システムイメージ/物理） ○
38 共通基盤システム共有ディスク保存

（データバックアップ）
○ 共通基盤共有ディスクに⽂書管理システムがLTO保存用の

データバックアップを保存する。
39 共通基盤システム共有ディスク保存

（物理サーバ用システムバックアップ）
○ 共通基盤共有ディスクに⽂書管理システムが、物理サーバ用

のLTO保存用データバックアップを保存する。
40 LTO保存（業務データ） 〇
41 LTO保存（システムイメージ/仮想) 〇
42 LTO保存（システムイメージ/物理) 〇
43 外部保管(LTO取り出し・戻し) 〇
44 本番環境バックアップ（システムイメージ/仮想）用LTO交換作業(消耗品交換) 〇
45 本番環境バックアップ（業務データ/物理）用LTO交換作業(消耗品交換) 〇
46 アクセスログ管理 ○
47 ウイルス対策パターンファイル適用 ○ 本市のイントラネット上のサーバからパターンファイルを取得し、

最新バージョンを適用する。
ネットワークを利用した更新ができない場合は、⼿動により最
低3ヶ⽉に⼀度更新を⾏い、ウィルス感染についての確認を⾏
う。

48 保守環境のウイルス対策 〇
49 ログの世代管理 ○
50 計画停電対応(電源断) ○
51 計画停電対応(電源投⼊・動作確認) ○
52 災害対策(⾃動シャットダウン装置) 要検討 要検討 実現⽅法については今後検討する。
53 時刻同期 〇
54 ⽂書管理業務システムスケジュール変更 ○
55 Windows OS 脆弱性対策 ○ 本システムで使用している基本ソフトウェアのセキュリティに関す

るセキュリティパッチについて、本システムの安定稼働に必要と
判断した場合は、本市担当者と協議のうえ、業務システムへ
の適用を⾏う。

56 RHEL OS 脆弱性対策 ○ 本システムで使用している基本ソフトウェアのセキュリティに関す
るセキュリティパッチについて、本システムの安定稼働に必要と
判断した場合は、本市担当者と協議のうえ、業務システムへ
の適用を⾏う。

57 ネットワーク機器の 脆弱性対策 ○
58 負荷分散装置の脆弱性対策 〇
59 ミドルウェアの脆弱性対策 ○
60 ネットワーク管理 〇
61 ネットワークアクセス制御 〇
62 仮想マシンの問題管理(仮想基盤) 〇
63 仮想マシンの構成管理(仮想基盤) 〇
64 仮想マシンのリソース管理(仮想基盤) 〇
65 仮想マシンの問題管理(OS以上) ○
66 仮想マシンの構成管理(OS以上) ○
67 仮想マシンのリソース管理(OS以上) ○
68 物理機器の問題管理 ○
69 物理機器の構成管理 ○

No. 機能・サービス 備考

職員ポータル

職員認証

役割分担

運用管理基盤

システム基盤

ネットワーク基盤

運用業務
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共通基盤 文書管理
No. 機能・サービス 備考役割分担

70 物理機器のリソース管理 ○
71 パスワード管理 ○
72 vCenter　Serverのアカウント管理 〇
73 DMZ、エクストラネット障害監視 ○
74 SSLサーバ証明書更新（イントラネット接続） 〇 イントラネット上の通信の暗号化は共通基盤システムが担う。

75 SSLサーバ証明書更新（インターネット接続） 〇 目録公開システムが該当する。
76 保守環境データ移⾏ ○
77 テーブルメンテナンス・パラメータ設定 ○
78 利用者からの問い合わせ対応 ○
79 FAQ拡充 〇
80 目録公開作業 〇 目録公開システムで公開する⽂書目録を⽂書管理システム

から抽出し、目録公開システムへ登録する。
81 計画停電対応 〇 〇 年1回程度の実施を想定。
82 ライブラリ管理 〇 本システムのバージョン管理、リリース管理、世代管理を⾏う。

83 リポジトリ管理 〇 本システムのテーブル、データ項目、業務システムとテーブル、
業務システムとデータ項目の関連付けの管理を⾏う。

84 システムチューニング 〇
85 ⽂書管理システム運用保守業務の定期報告会参加 〇 〇
86 サーバ等機器の目視点検(⽇次) ○
87 障害発生時の障害連絡 〇
88 サービス監視（Windows） 〇
89 プロセス監視（Linux） 〇
90 ネットワーク監視（ICMP Ping応答） 〇
91 リソース監視（仮想基盤） 〇
92 リソース監視（OS以上） 〇
93 リソース監視（物理） 〇
94 ログ監視(障害系) 〇
95 ログ監視(バッチ処理) 〇
96 パケットエラー監視 ○
97 メール送信先設定 ○
98 メール送信（アクション設定） ○
99 ホスト管理、ホストグループ管理 ○

100 アイテム設定、トリガー設定 ○
101 アクション設定（メール送信） ○
102 問合せ・課題・インシデント管理 ○
103 QA対応
104 予防保守
105 障害・緊急対応
106 アプリケーション保守
107 マスタ等保守
108 パッケージ保守

要件定義書の「3.非機能要件-
(17)  保守に関する事項-ア.  保
守計画-(ア)  保守範囲」のとお
り。

保守業務 他の機能・サービスと重複があるが、要件定義（補完⼯程）
にて再定義する。

運用監視
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