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 本事業の背景及び目的 

（1） 背景・目的 

本市教育委員会では、市内の公立小・中学校と教育委員会を包括するイントラネットである吹田市学校教

育情報通信ネットワーク（以下、「SATSUKI ネット」という。）を整備・運用している。この SATSUKI ネットでは、校

務系・学習系のネットワークや教育用情報機器の保守・管理を行っているが、令和 4 年 12 月末をもって契約

期間を終えることから、本市の目指す校務の効率化、ICT 教育を具現化する上で、学校現場の現状に合致

し、セキュリティに優れ、現在の新しい情報技術を採用した合理的で最適化されたネットワーク及びシステム

に再構築する。 

教職員人事情報・出退勤管理システムについて、既存の出退勤管理システムから、利便性の向上、他シ

ステムとの連携、現行業務の課題解消等を目的として再構築を実施する。 

 

（2） 現行のシステム構成概要 

現行 SATSUKI ネットの全体構成は以下のとおり。 

 

 
図 1 システム構成概要図（現行） 
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（3） 現状の課題 

 府費負担教職員の人事情報の管理 

現状、府費負担教職員の人事情報（所属、氏名、職員番号、顔写真、職種職名、勤務形態、本籍（都

道府県）、現住所、生年月日、性別、学歴、所持免許状、採用年月日、転退職死亡年月日、転退職事由、

給与発令記録、任免賞罰事項等）は紙媒体の人事記録カードでの管理となっており、教職員課と学校で

正副２部を保管する運用となっている。このため、次のような課題が生じている。 
 異動等の際には発令事項等を正副それぞれに手書きで記入しなければならない 
 誰が、いつ、どのように閲覧、添削したかの記録が残らない 
 対象者情報の抽出等、人事情報の利活用が困難 

 

 市費負担職員の出退勤管理 

現状、市費負担職員の出退勤や休暇の管理はタイムカードへの打刻等、紙媒体により実施している。

このため、所管室課や学校では、給与支給までの期間が短い中で書類の確認、修正や本市会計年度

任用職員システムへの入力等、煩瑣な処理を行っている。 
また、府費負担教職員と市費負担職員の管理方法が異なっており、所属校では一括管理ができない。 

 

 他システムとの連携 

前項の課題に対応するため、本市人事給与システム及び会計年度任用職員システムとの間で所要の

データ連携を実施する。 

      また、別途調達する校務支援システムや AD（Active Directory）とのデータ連携を行い、教職員情報

や休暇等出退勤情報の校務支援システム予定表への反映などを実現する。 

 府費負担教職員の人事権移譲 

本市では大阪府からの府費負担教職員の人事権移譲を計画しており、基盤の整備を進めていく必要

がある。 
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（4） 国の教育 ICT の動向 

 第 3 期教育振興基本計画（対象期間：平成 30 年～令和 4 年） 

教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策

の総合的・計画的な推進を図るため、平成 30 年 6 月 15 日付「第 3 期教育振興基本計画（対象期間：

平成 30 年～令和 4 年）」が閣議決定されている。 

当該計画では、「今後の教育政策に関する基本方針」として、以下の５つの基本方針を掲げている。 

 
また、上記５つの基本の下、「今後 5 年間の教育政策の目標と施策群」として「21 の目標」を挙げて

いるところであり、当該目標のうち、ICT 環境整備に係る目標と施策群を以下に示す。 

 
※引用：「教育振興基本計画」平成 30 年 6 月 15 日閣議決定 

 

  

１．夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 
２．社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 
３．生涯学び，活躍できる環境を整える 
４．誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 
５．教育政策推進のための基盤を整備する 
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 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ） 

令和元年 6 月 25 日において、文部科学省より「誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化さ

れた学び」を実現すべく、新時代に求められる教育の在り方や、教育現場で ICT 環境を基盤とした先

端技術や教育ビッグデータを活用する意義と課題について整理するとともに、今後の取組方策を最終

まとめとして取りまとめて公表されている。 

 
 

 
※引用：文部科学省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」令和元年 6 月 25

日 

 

 



教職員人事情報・出退勤管理システム構築及び運用業務に関する調達仕様書  

 

 5  

 

 GIGA スクール構想 

令和元年 12 月 13 日に閣議決定された令和元年度補正予算案において、「児童生徒向けの一人

一台端末」と、「高速大容量の通信ネットワーク」を一体的に整備するための経費が盛り込まれ、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことのなく、公正に個別最適化された創造性を育む教育を、全国の学校

現場で持続的に実現させるために「GIGA スクール構想」が推進している。 

 
※引用：文部科学省リーフレット「GIGA スクール構想の実現へ」 

 

 

 教育情報セキュリティポリシーガイドライン 

令和 3 年 5 月に、文部科学省では「教育情報セキュリティポリシーガイドライン」を策定し、地方公共

団体が設置する学校を対象とした情報セキュリティポリシーの策定や見直しを行う際の参考となるよう、

学校における情報セキュリティポリシーの考え方や内容を示してきた。 

GIGA スクール構想における１人１台端末整備や高速大容量の校内通信ネットワーク整備が概ね整

うなど、急速な学校 ICT 環境整備の推進を踏まえ、１人１台端末を活用するために必要なセキュリティ

対策やクラウドサービスの活用を前提としたネットワーク構成等の課題に対応するため、本ガイドライン

の第２回改訂を行うとともに、本ガイドラインの中核となる考え方を解説したハンドブックを作成してい

る。 
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 本事業の基本的な考え方 

（1） 本事業の基本方針 

本事業における基本方針は以下のとおりである。 

ア 教職員において多くの人的作業（手作業による登録・収集・加工・確認など）が残っている業務（成績

管理など）については、システム化を行い、教職員の負荷軽減を行いつつ、正確性や効率性の担保

を図る。 

イ 現時点では、教職員の手作業により実施されているシステム間の各種データ連携（児童生徒情報、

教職員情報、出退勤情報、生保・児童手当・税情報など）についてはセキュリティの確保を考慮しつ

つ、可能な限りシステム化・自動化を行い、教職員の負荷軽減と業務効率化を図る。 

ウ 現時点でシステム化が行われている業務システム（校務支援システムなど）については、パッケージシ

ステムの利用を前提として従来の利用における課題事項の解決を図る。 

（2） 前提条件 

本調達の調達範囲には、本システムの利用に当たって必要となるハードウェア、ソフトウェアの導入及び委

託作業を含めるものとする。 

また、ソフトウェアについては、利用者が問題なく利用できるよう、必要となるソフトウェアライセンスや、その

他の使用許諾を得ることとする。 

本業務にて調達するシステムについて、以下に示す前提条件に準ずること。 

ア 本システムは、オープン化（特定業者による技術に偏向してないもの）された製品・ソフトウェア等を用

い、機能拡張性及び保守性の高いシステムとすること。 

イ システム稼働後 10 年間は利用可能（サポートが行われる）な技術・言語を使用すること。 

ウ パッケージソフトを利用した構築を基本とし、発注者の特性に適合させるが、システムの根幹に関わる

カスタマイズは、原則実施しないこと。 

エ 国及び県等の制度改正や法令改訂により、システム改修の必要性が生じた場合は、追加コストが発

生することなく、速やかに改修を実施すること。 

オ 提供するシステムはクライアント・サーバシステム方式または Web 方式にて動作するシステムであるこ

と。 
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 調達対象範囲（スコープ） 

（1） 調達スコープの全体像と調達単位 

 調達スコープの全体像 

本事業において調達するシステムの全体像は、次の構成となる。 

  

 
図 2 全体概要図 

 
インターネット回線を敷設する拠点は 57 拠点（小中学校 54 校と教育センター・さんくす・本庁）とし、

SATSUKI ネット（校務系）に関するシステムおよびサーバへは、インターネット回線上に設けた VPN 回

線（インターネット VPN）を経由し、IaaS クラウド上の仮想 PC へ接続し、システムを利用する。 
また、行政系 VLAN と IaaS クラウドとの間を IP-VPN 回線で接続し、行政系 VLAN に接続されてい

る事務なび端末を仮想 PC に接続しシステムを利用する。 
 

 調達単位 

 学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務（本業務の対象外） 

a 構築・保守業務 
インターネット回線及びネットワーク基盤、仮想 PC、セグメント間データ転送システム、CMS
システム、メール配信システム等に関する導入・構築・保守業務。 
（教職員人事情報・出退勤管理システムを稼動させるためのサーバやネットワーク等インフラ

環境に関する導入・構築・保守支援業務を含む。） 
 

b 校内 LAN 環境構築・保守業務 
小中学校の校内無線 LAN 及び有線 LAN 環境に関する機器導入、及び必要場所への情

報コンセント設置を含む構築業務。 
 

c パソコン及び周辺機器導入設定業務 
「学校教育情報通信機器賃貸借に関する業務」で調達するパソコン及び周辺機器の初期

設定、ソフトウェアなどのインストール、学校への機器搬入業務。 
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※継続利用する予定のパソコンの初期設定、ソフトウェアなどのインストール、学校への機器

搬入業務を含む。 
 

d 学校教育情報通信ネットワーク運用業務 
障害・問い合わせ窓口、ユーザ管理、端末管理等を行う運用業務。 

 
 学校教育情報通信機器賃貸借に関する業務（本業務の対象外） 

下記に示すパソコン、及び周辺機器と、付帯するソフトウェア一式の調達及び保守業務。 
 

No. 調達物品 
1 校務系端末 
2 学習系端末 
3 インクジェットプリンタ 
4 職員室用カラー複合機 
5 固定式／可搬式 無線 LAN アクセスポイント 
6 可搬式プロジェクタ 
7 外部スピーカー 
8 画像転送装置 
9 ソフトウェア一式（OS、動画編集ソフト、Lite Fresh Voice 等） 
 

 教職員人事情報・出退勤管理システム構築及び運用業務（本業務） 

教職員人事情報・出退勤管理システムに関する導入・構築及び保守業務。 
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（2） 調達単位ごとの役割分担 

 構築フェーズ 

本稼働までの構築フェーズでは、教育委員会が事務局となり、小中学校や教育委員会の要望を集約

し、各委託業者と調整を行い、支援事業者がその調整に関する支援や助言等を行う。また、システム構

築やデータ連携等において、各委託業者間、または委託業者と既存システム・機器保守業者間の調整

が発生する場合は、円滑に調整が進むよう教育委員会が行う全体管理のもとで学校教育情報通信ネット

ワーク導入業務の委託業者が主体的に事業者間の調整等全体調整を行うとともに遺漏が有った場合の

調整や補填等を行う。ただし、業者間の調整における事務的な手続きについては、本業務の委託業者

を含む各委託業者が主体的に行うものとする。 
 

 
 

図 3 役割分担概要図（構築フェーズ） 
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 運用・保守フェーズ 

本稼働後の運用・保守フェーズでは、運用業務をシステム保守やハードウェア保守業務と分離し、運

用業者としての学校教育情報通信ネットワーク運用業者に委託することを想定している。一方、ソフトウェ

ア保守を含むシステム保守及びハードウェアの保守については、導入・構築を実施した事業者に委託す

る。 
運用業者は、障害発生時や問い合わせ発生時には、小中学校等から連絡を受け付け、1 次切り分け

や簡易な障害対応、問い合わせ回答を行う。保守業者に対応を依頼する必要がある場合には、該当保

守業者に障害復旧や問い合わせ回答をエスカレーションして対応依頼する。 
保守業者は、運用業務では対応できなかった障害復旧や問い合わせ回答の他、システム及びハード

ウェアの定期点検等を行う。 
教育委員会では、運用業者及び保守業者からの報告を受け、安定したシステム運用を維持できるよう、

事務局となって全体管理を担い、支援事業者は全体管理に対する支援や助言等を行う。 
 

 
 

図 4 役割分担概要図（運用・保守フェーズ） 

 

 役割分担の留意事項 

調達単位ごとの役割分担について、特に留意すべき点を以下に示す。 
(ア)「学校教育情報通信機器賃貸借に関する業務」で調達した機器及びソフトウェアの導

入・設定・インストール作業、及び小中学校等の拠点への展開、及びシステム管理に

関わる日々の運用作業は「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」の範囲

とする。 

(イ)「教職員人事情報・出退勤管理システム構築及び運用業務」で調達した教職員人事情

報・出退勤管理システムを稼動させるサーバの調達・設定、及びサーバに関わる日々

の運用作業は、「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」の範囲とする。 
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 契約期間・想定スケジュール 

（1） 契約期間 

契約期間は、契約締結日から令和 9 年 12 月 31 日までとする。 

本システムの稼働開始日を令和 5 年 1 月 1 日とし、それまでに、システム設計・構築、初期データの登録、

運用テスト及び各種研修を実施するものとする。（以下、「構築業務」という。） 

なお、本システムの利用期間は令和 5 年 1 月 1 日から令和 9 年 12 月 31 日までとし、利用期間のシステ

ム運用・保守業務、ヘルプデスク、各種研修等を実施するものとする。（以下、「運用・保守業務」という。） 

期間 内容 

契約締結日～ 

令和 4 年 12 月 31 日 

構築業務 （構築フェーズ） 

・システム設計・構築、初期データ登録、運用テスト、各種研修 

令和 5 年 1 月 1 日～ 

令和 9 年 12 月 31 日 

運用・保守業務 （運用・保守フェーズ） 

・システムの運用・保守業務、ヘルプデスク、各種研修等 

（2） 想定スケジュール 

構築スケジュールは、以下に示すとおり。 

 

 
 

図 5 構築スケジュール 

 
  

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月～

教職員人事情報・出退勤管理

システム

学校徴収金管理システム

令和3年度
調達単位システム

令和4年度 令和5年度

校務支援システム

学校教育情報通信機器賃貸借

学校教育情報通信ネットワー

ク構築及び運用業務
プロポーザル 要件定義・設計

回線敷設

入札

プロポーザル

サーバ環境構築

校内LAN整備

パイロット校構築・評価

端末キッティング・

展開

要件定義・設計

開発・構築・移行

稼働準備(研修)

本番稼働

プロポーザル

プロポーザル

要件定義・設計

要件定義・設計

開発・構築・移行

開発・構築・移行 本稼働

仮稼働
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 業務要件 

（1） 対象業務の範囲 

本システムでシステム化を実現する業務の範囲は、別紙１「教職員人事情報・出退勤管理システム機能要

件・帳票要件一覧」における機能分類にて示す。 
 

（2） サイジング要件 

本システムを利用する予定のユーザ数及び端末台数は以下のとおり。 

 管理対象教職員数（出退勤管理の対象となるユーザー数及びタイムレコーダーを設置する拠点） 

分類 学校数 教職員数（人） 

小学校 36 校 府費負担：1261  

市費負担：429 

中学校 18 校 府費負担：632 

市費負担：81 

合計 54 校 

＋教育センター  １拠点 

府費負担：1893 

市費負担：510 

※教職員数は令和 3 年度の人数。人数は年度によって増減する。 

 利用端末台数 

端末利用環境 台数 

校務系 教職員パソコン 小中学校教職員の仮想 PC 1862 台 

事務職員等パソコン 事務職員等の仮想 PC 10 台 

行政系 事務なびパソコン 

※仮想 PC に接続 

小中学校事務職員の仮想 PC 54 台 

教育委員会職員等の仮想 PC 126 台 
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 システム要件 

（1） 機能要件 

システム機能として、別紙１「教職員人事情報・出退勤管理システム機能要件・帳票要件一覧」に示す要

件を満たすこと。 

 

（2） 帳票要件 

帳票出力機能として、別紙１「教職員人事情報・出退勤管理システム機能要件・帳票要件一覧」に示す帳

票要件を満たすこと。 

 

（3） 連携要件 

連携機能として、以下の各要件及び別紙１「教職員人事情報・出退勤管理システム機能要件・帳票要件

一覧」に示す要件を満たすこと。なお、連携する項目・情報等の具体的な仕様の詳細については要件定義

等の仕様調整において決定する。 

 LGWAN 接続系（SA 領域）上の会計年度任用職員システムへ入力するための市費負担職員の勤

務状況データを出力できること。また、同システムとの間で、職員情報の連携が行えること。連携に

係る要件は次のとおりを想定している。 

 

(ア) 人事室の会計年度任用職員システムに取り込む任用情報データを csv 出力できること。連携す

る項目・情報については別紙１「教職員人事情報・出退勤管理システム機能要件・帳票要件一覧」

の別紙ア及び別紙イを参考とすること。なお、出力する具体的な項目については要件定義等の

仕様調整において決定する。また、取り込み様式の変更に対応するため、出力情報を職員が任

意に変更できる機能を備えること。 

 

(イ) 人事室の会計年度任用職員システム（給与計算）に取り込む勤務日数（有給休暇含む、日給職

の場合）、勤務時間数（同、時給職の場合）、欠勤時間数、時間外勤務時間数その他の勤怠デ

ータを csv出力できること。連携する項目・情報については別紙１「教職員人事情報・出退勤管理

システム機能要件・帳票要件一覧」の別紙ウを参考とするものとし、可能な限り人事室所定の csv

ファイルにそのまま貼付できる並びにより出力すること。ただし、出力が困難な場合は、簡易な追

加操作により必要なデータを算定できる情報を出力すること等の代替提案を行うこと。また、取り

込み様式の変更に対応するため、出力情報を職員が任意に変更できる機能を備えること。 

 別途整備する「校務支援システム」との間で、「教職員情報（市費負担職員、府費負担職員）」「出退

勤情報」のデータ連携が行えるようにすること。 

 

(ア) 校務支援システムに教職員情報に関する連携データを出力する機能を有すること。 

 

(イ) 校務支援システムのスケジュール管理機能（トップページ等に表示されるカレンダー様のものを

想定）に、職員の出退勤状況、休暇取得状況等を表示できるように、連携データを出力する機能

を有すること。 

 

 校務系 AD との間で、「教職員情報」のデータ連携を行える様にすること。 

 

 

※ただし、連携におけるデータ連携サーバ等環境は「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業

務」にて準備を行うものとする。 

 



教職員人事情報・出退勤管理システム構築及び運用業務に関する調達仕様書  

 

 14  

 

 
図 6 連携仕様イメージ案 

 

（4） 文字要件 

文字に関する要件は以下のとおりとする。 
ア 教職員人事情報・出退勤管理システムが利用する文字フォントは「吹田市明朝」とする。 

 

イ 吹田市の外字運用は、新たな外字が必要になった場合、一定のサイクルで市長部局の市民課が外

字を登録し、その外字フォントファイルを、SATSUKI ネットのサーバ及び端末に、運用管理ソフトを使

って配信を行うことを前提とする。 

 

ウ 教職員氏名等に外字が含まれている場合、その文字を教職員人事情報・出退勤管理システムの画

面、帳票（Microsoft Office 等のファイル形式で帳票出力する場合を含む）に表示できること。また、外

字を使用している対象者とその項目を把握・抽出できること。 

 

エ 新たな外字が必要になった場合、その文字も迅速に反映されること。（教職員人事情報・出退勤管理

システムサーバへの追加、及び各校務用パソコンへの配信が行えること。） 

 

オ 保守期間中に「（仮称）Gov-Cloud」を利用した本市「住民記録システム」の標準システム化対応が行

われた場合、文字整合性の維持を目的として新 SATSUKI ネットにおいても「（仮称）Gov-Cloud」での

使用が見込まれる文字フォント「IPAmj 明朝」を利用するものとし、必要な移行作業（文字同定、デー

タ移行、端末やシステムへの文字配信 等）を実施すること。 

 

（5） データ移行要件 

現行の出退勤管理システムが格納・管理する情報を可能な限り移行すること。 

ただし、各種休暇等の取得状況（取得日時、付与日数時間数、取得日数時間数、残日数時間数）等、稼

働前後の業務継続に必要な情報は全て移行すること。 
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（6） サーバ要件 

教職員人事情報・出退勤管理システムは、以下のサーバ要件を満たすこと。 

 サーバリソース 

別途調達する「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」おいて、教職員人事情報・出退勤

管理システムの稼動に必要なサーバリソースを、以下を上限として用意する。 
提案するパッケージが必要とするリソースを、その根拠とともに提案すること。 

種類 リソース 
仮想マシン 6 台※台数は想定 

CPU 計 50CPU 
メモリ計 130GB 

ディスク計 4000GB 
 

 サーバ環境の分離 

サーバ環境は、本番環境に加え、開発・テスト・検証・研修用の環境を別途調達する「学校教育情報

通信ネットワーク構築及び運用業務」事業者が準備するため、本業務の事業者は教職員人事情報・出

退勤管理システムの構築に必要なＯＳを含むソフトウェアやパッケージを準備し教職員人事情報・出退

勤管理システムの構築を行うこと。 

 サーバ構築の役割分担 

サーバの構築にあたっては、まず、別途調達する「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」

の事業者が、本業務の事業者に対し、以下のサーバ環境構築作業を実施する。 
（ア） 本調達で提案を受けたサーバリソースを基本として、詳細な要求リソースをヒアリングする。 
（イ） ヒアリングの結果をうけて、仮想マシンを払い出すとともに、操作説明を行う。 
（ウ） 必要に応じて、問い合わせ対応を行う。 

OS ライセンスや教職員人事情報・出退勤管理システムの構築において必要となるソフトウェアについ

ては本業務の調達範囲とするが、SATSUKI ネットが用意するサーバ環境にて教職員人事情報・出退

勤管理システムが稼動する上で必要となる運用管理・監視・セキュリティ等に関するソフトウェアライセン

ス（バックアップソフト、ウィルス対策ソフト、運用管理ソフトエージェント等）については、「学校教育情報

通信ネットワーク構築及び運用業務」の調達範囲とする。 
 

（7） クライアント要件 

 対象端末（仮想 PC）の方式 

教職員人事情報・出退勤管理システムは、別途調達する「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運

用業務」にて構築する仮想 PC から利用する。 
仮想 PC の実現方式は、提案により、VDI（Virtual Desktop Infrastructure）方式、SBC（Server 

Based Computing）方式等、様々な方式が想定されるが、いずれの方式であっても、対応できること。 
 

 動作環境 

以下の環境での動作を保証すること。ただし、システム利用期間中において、メーカーサポートが切れ

たものは対象外とする。 
利用者の端末には、新たに特別なソフトウェアをインストールすることなく利用できること。 

項目 仕様・導入ソフトウェア名等 

OS Windows10 以降 

ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome 

その他 仮想 PC を経由して教職員人事情報・出退勤管理システムを利用することが前

提 
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（8） 周辺機器要件（IC カードリーダー及び IC カード） 

教職員人事情報・出退勤管理システムでは IC カードと IC カードリーダーにより出退勤時刻の管理を行う

ものとする。 

ついては、教職員人事情報・出退勤管理システムで使用する IC カード、カードリーダー及び追加提案機

器の調達、設置及び導入設定・保守業務を行うこと。また、以下の運用に適合するように IC カードの作成方

法について提案すること。なお、詳細については要件定義等の具体的な仕様調整において決定する。 

 IC カードリーダー 

教職員人事情報・出退勤管理システムで使用する IC カードリーダーの調達、設置及び導入設定・保

守業務を行うこと。設置にあたっては付帯する現行機器の取り外し、電気配線及び LAN 等の配線を行う

こと。 

IC カードリーダーの設置個所は小学校 36 校、中学校 18 校及び吹田市立教育センターの計 55 か

所とする。 
なお、使用する IC カードは MIFARE、Felica 等の汎用的なものとする。 
また、既存の機器の回収、廃棄については本調達の範囲外とする。 

 IC カード 

上記アの IC カードリーダーで使用する IC カードの運用は次のとおりとする。 
職種 運用 

府費負担正規職員 

令和３年度 1,545 人 

毎年度 100 人程度の新規採用等がある。 

各個人に対し職員証を兼ねた IC カードを交付し、 

任用中は継続して使用する。 

府費負担臨時的任用職員及び市費負担職員 

令和３年度 858 人 

任用開始にあたって IC カードを貸与し、連続した任

用期間の終了時に返却する。返却された ICカードは

再度、別の職員に貸与する。 

 追加提案機器 

上記アの IC カードリーダー以外に、提案する教職員人事情報・出退勤管理システムを稼動させるうえ

で追加の機器が必要な場合は、当該機器（必要台数）及びその調達、設置及び導入設定・保守業務を、

本提案に含めること。（IC カード発行機等の機器が見込まれる。） 
 

（9） 拡張性要件 

提案する教職員人事情報・出退勤管理システムは、人事制度の改正に対応して、府費負担教職員の給

与管理機能を追加することができること。具体的には、大阪府の「職員の給与に関する条例（昭和四十年大

阪府条例第三十五号）」及び関係法令に対応した通勤手当・住居手当・扶養手当の認定及び採用・昇給・

昇格に伴う給料（等級・号給）決定を想定している。 
なお、本機能の実装については今回の調達範囲には含まないものとするが、参考見積として別途費用提

示を行うこと。 
 

（10） 運用要件 

教職員人事情報・出退勤管理システムの稼働状況や障害発生情報を、別途「学校教育情報通信ネットワ

ーク構築及び運用業務」で調達する「運用管理ソフト」に通知できる機能を有していること。 
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（11） 非機能要件 

 性能要件 

教職員人事情報・出退勤管理システムは、以下の性能要件を満たすこと。 
 オンライン処理 

基本的なオンライン機能（あいまい検索による大量の画面表示等を除くもの）のレスポンスタイムに

ついて、通常時はボタン押下から 3 秒以内、繁忙期はボタン押下から 5 秒以内で画面表示されること

が望ましい。 
 バッチ処理 

教職員人事情報・出退勤管理システムにバッチ処理が存在する場合、その処理の立会いのために

教職員が時間外勤務を行う必要がないよう、できる限り短時間で終了する性能を有していること。 
 同時接続数 

教職員人事情報・出退勤管理システムへの同時接続数は「５（2）サイジング要件」に示すサイジング

要件の最大 80％とし、教職員がストレスなく円滑に業務を実施できるよう性能を満たすこと。 
 

 セキュリティ要件 

教職員人事情報・出退勤管理システムは、以下のセキュリティ要件を満たすこと。 
 セキュリティ対策の実施 

受託事業者は、教職員人事情報・出退勤管理システム運用時のセキュリティ上の脅威を分析し、必

要に応じてセキュリティ対策を講じること。 
 セキュリティ実施手順の取りまとめ支援 

受託事業者は、本市が教職員人事情報・出退勤管理システムを利用、運用するうえで必要となるセ

キュリティ対策やユーザ ID の管理手法、情報漏えい防止策などについて、本市の取りまとめ作業に

必要な情報の提供など、本市作業の支援を行うこと。 
 ログ管理 

教職員人事情報・出退勤管理システムへのログインから、各種データの参照・更新等、ユーザごと

のシステム利用ログを取得できること。 
 認証・権限管理 

教職員人事情報・出退勤管理システムへのログインはユーザごとに、ID/パスワード等を用いて、適

切に認証できること。また認証されたユーザ、又は複数のユーザを束ねたグループ（学校等別）単位

で、機能及びデータへのアクセス権限を設定できること。 
 シングル・サイン・オンについて 

「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」にて調達予定の仮想 PC とのシングル・サイ

ン・オンを実現できる場合、その実現方法を提案すること。ただし、現時点では上記仮想 PC の仕様が

未確定であるため、提案する場合は、実現するために必要な条件・前提等を示すこと。 
 
 

 役務要件 

（1） 実施体制、受託事業者の基本要件 

受託事業者は、専任者の配置等、本業務を遂行するうえで十分な実施体制を整えること。 

 管理者の設置 

受託事業者は、従事する要員への業務の割り当てや調整等、業務全体の進行管理や本市との連絡

調整を行う管理者を設けること。 
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 受託者に求める役割 

受託事業者は、以下の業務を実施すること。 
（ア） プロジェクト管理 
（イ） 要件定義 
（ウ） システム設計・構築 
（エ） データ移行 
（オ） マニュアル作成・研修 
（カ） 運用テスト 
（キ） 保守 

 

（2） プロジェクト管理方法 

 工程管理 

プロジェクト開始時にプロジェクト計画書を作成し、体制やスケジュールの他、工程の定義（要件定義、

外部設計・内部設計、開発・カスタマイズ、環境設計・構築、テスト、移行、研修等）、各工程の成果物、

工程完了条件等を明確にすること。 
 

 進捗管理 

プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく、進捗管理を実施すること。 
一定期間（概ね 1 ヶ月に 1 回程度）で進捗報告書を作成のうえ、プロジェクトの責任者が教育委員会

に対して進捗を報告すること。 
進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の

計画を策定すること。 
 

 品質管理 

プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく、品質管理を実施すること。 
設計書やテスト等の成果物について、品質を報告すること。各工程が完了した段階での工程完了判

定報告書も作成すること。 
品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の

計画を策定すること。 
 

 課題・リスク管理 

システム開発期において、発生している課題や、今後の問題となりそうなリスクを洗い出し、その対応

策と共に報告すること。また、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。 
課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、発注者と協議のうえ、対応方法を確定し、課題が解

決するまで継続的に管理すること。 
 

 変更管理 

仕様確定後に仕様変更の必要が生じた場合には、受託者は、その影響範囲及び対応に必要な工数

等を識別したうえで、変更管理ミーティングを開催し、発注者と協議のうえ、対応方針を確定すること。 
 

 会議体管理 

システムや機器の導入・構築及び運用・保守を実施するにあたって、必要となる会議を開催すること。 
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（3） 要件定義 

（ア） 受託者は、本仕様書に基づき本業務において開発するシステムの機能要件を分析・定義し、稼働

環境の調査その他必要な調査・検討を行い、当該システムに係る仕様書（以下「システム仕様書」と

いう。）を確定する業務（以下「システム仕様書確定業務」という。）を実施すること。 

（イ） 受託者は、システム仕様書確定業務の実施に際し、発注者に対して必要な協力を要請できるものと

し、発注者は受託者から協力を要請された場合には速やかにこれに応ずるものとする。 

 

（4） システム設計・構築 

（ア） 受託者は、本調達仕様書及び要件定義書に基づいて、本システムの設計を行うこと。 

（イ） システムの開発に必要な環境は受託者にて用意すること。 

（ウ） 受託者は本システムの導入のために必要となる各種テスト及び構築作業を行うこと。 

（エ） 各テストで使用するテストデータに関しては、受託者においてテストデータを準備すること。なお、総

合テスト以降のテスト工程において、実データが必要な場合には、別途発注者と協議すること。 

（オ） 構築作業に伴う既存ネットワーク機器設定変更については、関係各所と十分な調整を行うこと。 

（カ） 本システムの引き渡しにあたっては、新を構成するすべてのソフトウェア設定を完了し、本番稼働で

きる状態としておくこと。 

 

（5） データ移行 

 システム移行 

システム移行については、以下に示す内容を踏まえ、実施すること。 
 

 移行データ 

移行するデータは、吹田市の現行出退勤管理システムに蓄積されている原則全ての情報を対象とす

る。なお、現行システムに蓄積されていない「過去データ（紙や外部媒体等で管理されているデータ）」

は移行対象外データとする。 

また、採用するシステムによって、必要な追加項目が不足し、登録が必要な場合は、登録を実施する

こと。 

現行システムからのデータ抽出については、現行システム事業者が実施をする予定であり、移行デ

ータの提供方法は、CSV や固定長等のテキストデータでの提供を予定している。 

 

 外字の取り扱い 

現行システム固有で管理されている外字について、新システムで使用する文字の同定を実施し、同

定結果に基づき、文字コード変換表及び外字となる文字のフォントファイルを作成すること。 

外字の同定にあたっては、発注者の負担が発生しないように実施すること。なお、外字については、

外字の登録、修正、削除及びコードやフォントの管理は、一元管理を実現すること。 

 

 本番環境への移行・切替作業 

本システムの本番稼働に際して、必要なシステム切替作業を実施すること。 
既存システムからの新システムへ更改する場合は、データの表記方法（英数字の半角・全角等）が異

なる可能性があるため、表記方法の差異を明らかにすること。また、表記方法について発注者と合意の

上、データを移行すること。 
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（6） 運用テスト 

（ア） 運用テストは、実際の運用に合わせたシステム全体の機能及び性能の確認、発注者による運用マ

ニュアルの検証、運用担当者による運用訓練、エンドユーザによる総合的な機能検証を目的とする。 

（イ） 運用テスト実施前に、具体的な内容について発注者と協議すること。 

（ウ） 協議状況を踏まえた運用テスト計画書、運用テスト実施手順書、運用テストシナリオ等を作成し、発

注者に提出すること。 

（エ） 運用テスト終了後には、運用テスト結果報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 

（7） マニュアル作成・研修 

（ア） システム利用者向けのシステム利用マニュアルの他、運用者向けマニュアル、管理者用マニュアル

を作成し、提供すること。 

（イ） 小中学校及び教育委員会の教職員に対し、システム利用マニュアルの説明、及び実機を用いた操

作方法や運用方法に関する本稼働前研修を、各小中学校及び教育センターで実施すること。 

（ウ） その際、通常の業務運用のみでなく、システム障害が発生した場合の対応（問い合わせ方法）等も

研修に含めること。合わせて、運用業者が運用業務を行うために、必要な引継ぎを行うこと。 

（エ） 以下の表内に示す実施回数及び対象者等は、受託者が最低限実施する内容であるため、具体的

な研修の内容、回数、期間、1 回あたりの時間等については提案すること。なお、研修方法（対面研

修、リモート研修、動画視聴研修など）については、本市と協議し決定するものとする。 

項目 研修回数・対象者等 

本稼働前研修 回数：各拠点 1 回ずつ計 55 回及び集合研修 3 回程度  

対象者：全教職員（５（2）サイジング要件を参照） 

実施期間：本稼働前まで 

1 回あたりの時間：約 2 時間 

稼働後研修 回数：年 10 回程度 

対象者：新規採用職員等 

1 回あたりの時間：約 2 時間 

※ 各研修で利用する研修テキスト等は、受託者が参加人数分作成し、提供すること。 

 

（8） 保守 

システムを安定稼働させるために必要な保守作業を行うこと。 

なお、日々のシステム運用作業は、「学校教育情報通信ネットワーク構築及び運用業務」の範囲とする。 

 保守対応時間は、平日 9 時 00 分から 17 時 30 分とする。ただし、繁忙期等特定の期間について

は、保守対応時間の延長を求めることもあるため、本市と協議のうえ、対応すること。 

 保守連絡窓口は 1 つとし、一元的に受付を行うこと。 

 障害対応及び設定作業は、原則としてオンサイト保守とし、各学校、教育センター及び教育委員会

で行うこと。なお、本市との協議及び承認により、リモート保守を行うことを可能とする。 

 保守対応時間内に障害が発生した時は、運用者からの連絡受付後、概ね 2 時間以内に訪問し、復

旧対応を行うこと。障害対応完了後には、障害対応報告書を作成し、提出すること。 

 本市が別途契約する運用業者、パソコン及び周辺機器保守業者、センターサーバ環境保守業者、

通信回線業者等との連携をとり、教職員人事情報・出退勤管理システムの円滑な運用、保全、復旧

に努めること。 

 教職員人事情報・出退勤管理システムに関する操作方法等の問い合わせ対応を行うこと。 
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 保守作業によりシステム構成に変更が発生した場合、関連するドキュメントを速やかに更新して提

出すること。また、変更内容について、運用業者に引継ぎを行うこと。 

 概ね年に５回程度、人事異動や機構改革に伴う一括設定変更、休暇制度やシステム間連携用デ

ータの項目変更などの軽微な修正等、本調達範囲におけるシステム機能に関する対応を行うこと。 

 サーバの OS やミドルウェアのセキュリティパッチの情報収集を行い、本市と協議の上、適用作業を

実施すること。 

 システムの脆弱性が確認された場合、速やかに情報提供するとともに、本市からの問い合わせに回

答すること。万が一、外部からの不正アクセスや情報漏えい等のセキュリティ事故が発生した場合、

速やかに対応するとともに本市に報告すること。また、本市からの求めに応じて、速やかに関係する

ログデータを提出すること。 

 月に 1 回、前月分の障害対応や問い合わせ対応の状況、定期点検の結果、各種アクセス記録・統

計、課題とその解決策等を月次報告書にまとめ、本市に報告すること。また、年に 1 回、毎月の月

次報告書のまとめやシステムの改善提案等を含めた年次報告書を作成し、年次報告会議で本市に

報告すること。 

 別途調達する「学校教育情報通信ネットワーク運用業者」が、本教職員人事情報・出退勤管理シス

テムに関係する運用作業（バックアップ、障害対応等）に関わる運用マニュアルを作成する際は、そ

の支援を行うこと。 

 委託期間満了のタイミングでシステムを再構築する場合、後継システムのテスト、及び本番稼動のタ

イミングで、後継システムへの移行用のデータ抽出作業を行い、後継システム導入業者に渡すまで

を、保守費の範囲に含めること。また、移行用データの仕様に関するドキュメントも合わせて提示す

るとともに、後継システムの業者から質問がある場合、対応すること。 
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 納品物 

（1） 納品物 

 構築工程における納品物 

構築工程における納品物を、表 1 に示す。 
 

表 1 構築工程における納品物 

工程 納品物 記載内容 

プロジェクト管理 

プロジェクト計画書 
プロジェクトを遂行する上で作業概要、体制、スケジュー

ル(WBS)、会議体、進捗管理方法、体制図等 

進捗報告書等 必要に応じて、進捗報告書や中間報告書等 

課題管理表 
発生した課題内容と対処内容、対応期限、進捗ステータ

ス 

工程完了報告書 工程における作業結果、品質に関する報告等 

議事録 
プロジェクトにおける会議を開催した際の会議内容議事録

（会議後 5 営業日までに提出） 

要件定義 要件定義書 システム要件の整理結果 

システム設計・構築 システム設計書 
システム方式、システム構成、パラメータ設定、カスタマイ

ズ内容等 

データ移行 
移行計画書 

移行に関する計画（スケジュール、対象データ、データ凍

結日、リハーサル回数等） 

移行結果報告書 移行の結果報告（移行後の検証結果等） 

運用テスト 
運用テスト計画、テス

ト結果報告書 

テストの実施計画（手順、環境、スケジュール、テスト仕様

等）、テストの実施結果（テスト消化件数、不具合件数、不

具合対応状況） 

マニュアル作成・研

修 

研修計画 
研修会の開催予定、実施方法、開催頻度、研修の目的等

を定めた計画 

研修テキスト 研修に使用するテキスト 

システム利用マニュア

ル、運用者用マニュア

ル、管理者用マニュア

ル 

校務支援システムの利用及び運用に関するマニュアル等 

 保守工程における納品物 

保守工程における納品物を、以下に示す。 
 

表 2 保守工程における納品物 

納品物 記載内容 

障害対応報告書 発生した障害の内容及び影響範囲、障害への対応結果等 

月次報告書 
前月分の障害対応や問い合わせ対応の状況、定期点検の結果、

各種アクセス記録・統計、課題とその解決策等 

年次報告書 月次報告書のまとめ、システムの改善提案等 

 

（2） 納品形態及び部数 

（ア） 各委託範囲の仕様で示す各種書類を提出期限までに、成果品一覧を付して遅延なく提出すること。

その他、本市と協議の上必要と判断された成果品については、別途提出すること。 
（イ） 納品形態は、紙媒体での納品（1 部）に併せて、CD-R 等に記録した電子媒体（正・副合わせて 2 部）

とする。なお、納品時には最新のウィルスに対応したウィルス対策ソフトによりチェックを行うこと。 
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（ウ） 電子ファイルの形式は、原則、Microsoft Office ファイル形式とする。それ以外の形式を使用する場

合は本市と協議のうえ、使用を決定するものとする。 

（3） 納品場所 

発注者が指定する場所とする。 

 

 その他要件 

 ソフトウェア要件 

（ア） ソフトウェア全般に関して、導入後にサポート切れとならないよう、最新版を優先（ただし、実績・サ

ポート期間・経費・保守体制などを総合的に考慮）する等、システム運用に支障のないものを使用

すること。 

（イ） スクールセット品やアカデミックライセンス品がある場合は、それを使用すること。 

 

 個人情報保護及び機密保持 

（ア） 教職員等の関係者の個人情報を取り扱う場合には、「吹田市個人情報保護条例」、「吹田市情報

セキュリティポリシー」を遵守し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護の対策を

講じること。 

（イ） 業務上知り得た情報の持ち出し、目的外利用、第三者への開示及び譲渡等は一切行わないこと。

契約満了後及び契約の解除においても同様とする。 

（ウ） 受託事業者は、必要に応じて関係者全員の作業別名簿並びに秘密保持に関する誓約書を本市

に提出すること。 

（エ） 受託事業者は、本業務の従事者に情報セキュリティに関する遵守事項を周知し、対策を徹底さ

せること。 

 

 著作権等 

（ア） 納品物に関する著作権等一切の権利は、従前から著作権を有している場合を除き、本市に帰属

するものとする。 

（イ） 納品物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合、受託事業者は当該著作権の使用

に関する負担を含む一切の手続きを行い、第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと。 

 

 留意事項 

（ア） 受託事業者は、委託業務の範囲を一括して他の事業者に委託してはならない。委託業務の一部

を第三者に委託するときは、あらかじめ本市の承諾を受けること。 

（イ） また、承諾の際に、委託業務内容及び第三者に業者名を明記した書面とともに、第三者の身元

を明らかにする資料等を提出すること。なお、第三者から、さらに他の事業者への委託は一切認

めない。 

（ウ） 業務における何らかの事故が発生したときに受託事業者は、その理由にかかわらず、直ちにそ

の状況、処理対策等を本市に報告し、応急処置を行った後に、書面により本市に詳細な報告及

びその後の方針案を提出すること。 
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 その他 

（ア） 障害原因の切り分け作業等に際し、特別な機器を持ち込む必要がある場合は、事前に本市の了

解を得ること。なお、当該機器にかかる経費は、受託事業者の負担とする。 

（イ） 本業務の勤務中は、写真付きの名札を着用すること。 

（ウ） 本市の施設に立ち入る場合には、事前に本市の承諾を得ること。 

（エ） 本仕様に定めのない事項については、受託事業者と別途協議の上決定する。 

 

以上 


