
仕様書 

 

１ 業務名 

  児童相談システム等機器（サーバ及びパソコン）の各種設定等業務  

 

２ 業務の概要等 

現在、札幌市児童相談所及び各区健康・子ども課家庭児童相談室にて使用

する新たな電算システム（児童相談システム等）を専門業者に委託のうえ、

開発中である（本年 12 月中旬を目途にリリースする予定）。 

本業務は、当システムのリリースに合わせ、システム等を使用するための

サーバ及びパソコン、その他関連機器等の設置および環境設定等を行うもの

である。 

 

３ 履行場所 

対象部署名および住所 対象業務 

札幌市児童相談所 

（札幌市中央区北７条西26丁目児童福祉総合センター） 

下記４に記載す

る全ての業務 

中央区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市中央区南3条西11丁目 中央保健センター） 

下記４(2)の「パ

ソコンの各種設

定等」のみ 

※各区３台 

 

 

 

 

 

 

 

 

北区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市北区北25条西6丁目 北保健センター） 

東区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市東区北10条東7丁目 東保健センター） 

白石区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市白石区南郷通1丁目南 白石区複合庁舎） 

豊平区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市豊平区平岸6条10丁目 豊平区役所） 

厚別区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 厚別保健センター） 



南区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市南区真駒内幸町1丁目 南保健センター） 

西区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市西区琴似2条7丁目 西保健センター） 

手稲区保健福祉部健康・子ども課 

（札幌市手稲区前田1条11丁目 手稲保健センター） 

 

４ 業務内容（一次業務） 

(1) 新規サーバの各種設定等  

以下のとおり各種設定等を行うこと。  

なお、対象機器はいずれもリース調達品であり、10 月中旬より順次納入

を予定している。 

・本体および関連装置をラック内に設置のうえ、各種ケーブルの配線を行 

い、必要なラックは受託業者にて用意のうえ、当ラックを指定された位  

置に設置し、現行のサーバ及びラックについても同様に移設すること。 

なお、ラックの設置にかかり、耐震等への配慮を施すこと。  

・OS（Microsoft Windows Server 2016）の初期設定を行うこと。 

   ・当市ネットワークへの接続設定を行うこと。 

・下記の「ソフトウェア一覧」をインストールすること。 

・Windows Server Backup の有効化を行い、定期的なデータバックアップ 

実行を設定すること。 

・旧サーバからのデータ移行の実施及び共有設定を行うこと。（データ移 

行について、児童相談システムにかかるデータは除く）  

・指示されたアクセス権を設定すること。 

【対象機器】 

AP サーバ 

（1 台） 

メーカー等 富士通 

型 番 PRIMERGY TX1330 M4(PYT1334RNM) 

CPU Xeon プロセッサー E-2124G 

メモリ 16GB(8GB×2 個) 



OS Windows Server 2016 Standard 

HDD 容量 1.8TB(600GB×6 個/RAID1+0) 

DB サーバ 

（1 台） 

メーカー 富士通 

型 番 PRIMERGY TX2550 M4(PYT2554R2N) 

CPU Xeon プロセッサー Silver 4110×2 個 

メモリ 48GB(16GB×3 個) 

OS Windows Server 2016 Standard 

HDD 容量 2.4TB(1.2TB×5 個/RAID1+0+Hotspare) 

【ソフトウェア一覧】 

ソフトウェア名称等 提供元 

FUJITSU Server View Agent 機器付属 

FUJITSU Server View RAID Manager 機器付属 

SKYSEA Client View 

本市ネットワーク上で提供

されているバージョンをイ

ンストールすること。 

ウイルスバスター Corp Edition 

IC カード RW ドライバ 

認証ソフトウェア 

スマートカードドライバ 

PowerChute Business Edition Basic 9.1.1 機器付属 

 

(2) 新規パソコンの各種設定等 

 以下のとおり各種設定等を行うこと。  

なお、対象機器は全てリース調達品であり、11 月中旬頃より順次納入 

を予定している。 

・児童相談所または各区保健福祉部健康・子ども課のイントラネットク

ライアントに対し、別途指示する場所に設置のうえ、環境設定を行い、

本市イントラネットに接続し、安定的かつ効率的な運用を確保するこ

と。 

・指示された机上への設置と、ネットワークの配線作業を行うこと。 

事前に設置日程を通知した上で実施すること。  



なお、ケーブルは本市が支給する。 

・Windows 10 Pro 64bit の初期設定を行うこと。 

なお、システムパーティションの区画・サイズは担当者より指定する。 

・下記のソフトウェア一覧のとおりインストール、調整を行うこと。 

・本市ネットワークへ接続するための環境設定等を行うこと。 

・プリンタおよびスキャナドライバ等のインストールおよび設定・動作  

確認を行うこと。 

・Outlook を利用したメールクライアントの初期設定を行うこと。 

・クライアント PC から本市ネットワークへの接続確認を行うこと。 

【対象機器の概要】 

メーカー等 台数 

富士通 ESPRIMO Q558/V 計 170 台 

【内訳】 

①児童相談所分：143 台 

②各区保健福祉部健康・子ども課（清田区

以外）：27 台（各区３台） 

【ソフトウェア一覧】 

ソフトウェア名称等 提供元 

Windows 10 Pro 64bit（※バージョンは本市で

利用可能な最新のものとする） 

機器付属のメディア等 

本市提供 

SKYSEA Client View 

本市ネットワーク上で

提供されているバージ

ョンをインストールす

ること。 

Citrix Receiver（外用ＩＥ）（※一定台数のみ

とする。なお、現時点での想定は 70 台程度） 

Citrix Receiver（福祉系）（※一定台数のみ。

なお、現時点での想定は 100 台程度） 

Adobe Reader 

ウイルスバスターCorp Edition 

IC カード RW ドライバ 

認証ソフトウェア 



スマートカードドライバ 

DocuWorks Viewer Light 

DocuWorks 8.0.9（※一定台数のみ。なお、現時

点での想定は 40 台程度） 

プリンタ及びスキャナドライバ（最新版） 本市提供 

財務会計プログラム 本市提供 

 

(3) 既存パソコンの OS アップグレード及び各種設定等 

下記のとおり、本市にて以前より使用しているパソコンの OS のアップ 

グレードを行うこと（対象機器はいずれも Windows7 にダウングレードの

うえ使用中）。 

また、システムリカバリ、アプリケーションのインストール等も行い、

当市ネットワークへの接続等使用環境を復元すること。 

・下記の対象機器及び移行先 OS のとおり、アップグレード及び初期設定 

を行うこと。 

なお、システムパーティションの区画・サイズは担当者より指定する。 

・メーカーより提供されているドライバのアップデート及びソフトウェ  

アのパッチなどを適用すること。 

・下記のソフトウェア一覧のとおりインストール、調整を行うこと。  

・本市ネットワークへ接続するための環境設定等を行うこと。  

・プリンタ及びスキャナドライバのインストールおよび設定・動作確認  

を行うこと。 

・メールクライアントの初期設定を行うこと。  

・クライアント PC から本市ネットワークへの接続確認を行うこと。  

【対象機器及び移行先 OS】 

メーカー等 移行先 OS 台数 

NEC MK37L（本市所有品） Windows 10 Pro 64bit ７台 

富士通 D552/K（リース品） Windows 8.1 Pro 64bit 14 台 

富士通 D583/H（本市所有品） Windows 8.1 Pro 64bit ２台 



【ソフトウェア一覧】 

ソフトウェア名称等 提供元 

Windows 10 Pro 64bit Ver1803 以降 

※バージョンは当市で利用可能な最新のものにする  

機器付属のメデ

ィア等 本市提供 

Windows10 バージョン 1903 本市提供 

Microsoft Office Standard 2016 又は Office Standard 

2013 

本市提供 

SKYSEA Client View  本市ネットワー

ク上で提供され

ているバージョ

ンをインストー

ルすること 

Citrix Receiver 

Adobe Reader 

ウイルスバスターCorp Edition 

IC カード RW ドライバ 

認証ソフトウェア 

スマートカードドライバ 

DocuWorks Viewer Light 本市提供 

各機種用プリンタドライバ 受託者が用意 

各機種用スキャナドライバ 受託者が用意 

財務会計プログラム 本市提供 

 

５ 業務内容（二次業務） 

現在、札幌市児童相談所にて使用しているサーバ（２台）及びパソコン（140 

台）の HDD を穿孔もしくはソフトウェアを使用のうえ、データを無効化する

こと。 

ただし、大半がリース調達品につき、穿孔等の物理破壊を用いる際は所有

者の許可を得ること。 

 

６ 一次業務完了後の調整期間等 

作業完了後から令和２年１月 31 日までは調整期間として下記の対応を行 



うこと。  

・軽微な設定変更指示（アクセス権変更、フォルダ追加等）  

・障害発生時の原因調査、切り分け、解消  

 ・故障発生時の修理依頼の代行  

・そのほか修正または調整等が必要になった場合の対応  

 

７ 履行期間 

(1)  一次業務 

ア 上記４（1）の「新規サーバの各種設定等」 

契約締結日から令和元年 11 月５日まで 

 イ 上記４（2）の「新規パソコンの各種設定等」 

契約締結日から令和元年 11 月 15 日まで 

  ウ 上記４（3）の「既存パソコンの OS アップグレード及び各種設定等」 

令和元年 12 月１日から令和元年 12 月 15 日まで 

(2)  二次業務 

令和元年 12 月１日から令和２年３月 31 日まで 

※ 一次業務及び二次業務ともに、現在開発中の児童相談システムの進捗  

状況等にかかり、前後１～２週間程度変更となる可能性がある。  

 

８ 児童相談システム開発の今後の想定スケジュール 

 (1) 10 月下旬～11 月下旬 

  ・新規サーバへの新規システムプログラム等の各種セットアップ  

 (2) 12 月 1 日～12 月 15 日 

・新規システムのテスト稼動期間 

・現行サーバと新規サーバの平行稼動期間 

 (3) 12 月 16 日以降 

・新期システムの正式稼動 

・新規サーバ及び新規ＰＣ等への移行 

 

 



９ そのほか条件及び注意意事項等 

・各作業にかかり、本市イントラネット利用手順書に基づき、また、情報セ  

キュリティポリシーを遵守のうえ実施すること。 

・作業実施に必要となるスケジュール調整及び設定項目の内容は、本市及  

びシステム開発業者等と打ち合わせのうえ、柔軟に対応すること。  

なお、現行のシステムはパソコンの OS が Windows8 以降では稼動しないた 

め、全て Windows7 を使用している（新システムでは、パソコンの OS が 

Windows8 以降でも稼動可）。当所では日常的にシステムの活用が必要とな

るため、現行 PC から新 PC への移行期は、サーバの平行稼動期間を予定し

ており、短期間での作業を要する可能性が高いため留意すること。  

・使用者への影響を十分に考慮した作業計画を立案し、本市と協議のうえ、 

作業すること。 

・作業に従事する者に Microsoft Windows Server 2016 関連資格を有する者

を配置すること。 

または同有資格者から技術支援を受けられる体制を有すること。  

なお、技術支援には、オンサイトでの対応を必須とする。  

・作業に必要なインストールメディア・工具などは受託者が用意すること。 

・関連機器は識別用ラベルを貼付すること。  

・本市にて使用する児童相談システム等の運用に影響を与えないよう作業を  

行うこと。  

・業務の実施にあたっては、未使用機器の電源切断の励行による節電、再生

紙の積極的利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること  

・契約金額の支払いについて、全ての作業が完了し、検査合格後に支払うこ

とを想定しているが、一次業務と二次業務に分かれていることから、受託

者側の希望に応じ、以下のとおり契約金額を支払うことも可能とする。 

① 第一次業務の作業完了にかかる検査合格後  

契約金額の 1/2（１円未満の端数が生じた場合は切り上げ） 

② 第二次業務の作業完了にかかり検査合格後  

契約金額から上記(1)の支払い額を差し引いた金額 


