
吹田市基幹系システム再構築 別紙４
関係者外秘

共通基盤システム活用に向けた主な費用分担 作成日　　　2015/2/27

最新更新日　　　2017/4/5　　　　　　

カテゴリー 費用項目 予算化室課 備考
1 サーバ 【仮想化した場合の費用分担。仮想化しない場合は、現行通り全て原課費用】

1 業務システム載せ替え費用（旧サーバー⇒仮想化基盤）検証費用も含む 原課
2 仮想化基盤設定費用（ゲストＯＳの提供含む） 情報政策室
3 ゲストＯＳの設定費用（業務システム関係） 原課 運用開始後のＯＳパッチ適用については、作業分担表を確認のこと。
4 ＯＳライセンス購入費用 情報政策室 別紙_サーバ追加で必要となるソフトウェア一覧_20150306v2
5 監視・管理用エージェント各種ライセンス費用 情報政策室 別紙_サーバ追加で必要となるソフトウェア一覧_20150306v3
6 セキュリティ管理用エージェント各種ライセンス費用 情報政策室 別紙_サーバ追加で必要となるソフトウェア一覧_20150306v4
7 負荷分散装置導入費用 情報政策室
8 センタプリンタ出力に関するライセンス費用 情報政策室
9 業務システム及びシステムに必要なミドルウェア費用 原課

2 クライアント 【仮想化した場合の費用分担。仮想化しな場合は、現行通り全て原課費用】
1 ＰＣ機器購入費用 情報政策室
2 プリンタ購入費用 情報政策室
3 トナー購入費用 原課
4 生体認証機器購入費用 情報政策室
5 その他ハード機器購入費用 情報政策室 スキャナー、バーコードリーダー等
6 ＣＡＬ購入費用 情報政策室 サーバーデバイスＣＡＬのみ（ＳＱＬサーバー等、業務システム独自のＣＡＬは含まない）

7 端末設定費用 情報政策室 作業分担表も参照。
8 業務システム用設定費用 原課
9 端末展開費用 情報政策室

10 業務フロア電気工事費用 総務室
11 業務フロアネットワーク敷設費用 情報政策室
12 住記システムライセンス費用 原課
13 税システムライセンス費用 原課
14 住基・税以外のシステムのライセンス費用 原課
15 ＳＫＹＳＥＡ費用 情報政策室
16 ＩＮＳＴＡＮＴ　ＣＯＰＹ費用 情報政策室
17 ウイルス対策ソフト(SEP) 情報政策室

3 システム間連携（ホスト連携等のあらゆる庁内連携に関することを含む）
1 文字コード変換、業務コード変換、ファイルフォーマット変換”以外”の変換 原課 プログラムを組むような変換は業務側で行う。

2
住記連携_宛名番号体系変更に伴うデータ洗い替え費用
（外国人’４ヘッド’の廃止）

原課

3 住記連携_宛名番号体系変更に伴う改修費用 原課
4 住記連携_住記連携変更に伴う改修費用（ホスト⇒基盤の変更） 原課
5 住登外連携_住登外者情報連携に伴うデータの洗い替え費用（宛名番号の統合） 原課

6 住登外連携_住登外者情報連携に伴う業務システム修正費用（連携の追加） 原課
住登外情報だけでなく、利用課フラグや関連宛名（名寄せ）情報の
連携等についても考慮する。

7 DV連携_DV連携追加に伴う業務システムの修正費用（DV連携の追加：INとOUT両方） 原課
9 税情報_税情報の必要対象者出力処理追加に伴う費用 原課

10 税情報_税情報の「ホスト⇒業務システム」から「基盤⇒業務システム」変更に伴う費用 原課
11 国保情報_国保情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
12 年金情報_年金情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
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13 後期高齢情報_後期高齢情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
14 老人医療情報_老人医療情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
15 地域包括支援情報_地域包括支援情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
16 介護情報_介護情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
17 学務情報_学務情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
18 幼稚園情報_幼稚園情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
19 選挙情報_選挙情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
20 健康診査情報_健康診査情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
21 生活保護情報_生活保護情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
22 障がい福祉情報_障がい福祉情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
23 児童手当情報_児童手当情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
24 児童扶養手当情報_児童扶養手当情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
25 こども医療情報_こども医療情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
26 保育情報_保育情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
27 住宅情報_住宅情報取込みに伴う修正費用（連携の追加、または修正） 原課
28 町字ファイル_町字ファイル取込みに伴う修正費用 原課
29 金融機関ファイル_金融機関ファイル取込みに伴う修正費用 原課
30 金融機関ファイル_金融機関ファイルライセンス費用 情報政策室
31 市内住所ファイル_市内住所ファイル取込みに伴う修正費用 原課
32 市町村情報(役場便覧)ファイル_市町村情報(役場便覧)ファイル取込みに伴う修正費用 原課
33 市町村情報(役場便覧)ファイル_市町村情報(役場便覧)ファイルライセンス費用 情報政策室
34 職員情報ファイル_職員情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課

35
所属情報(吹田市の機構情報)ファイル_所属情報(吹田市の機構情報)ファイル取込み
に

原課

36 医療機関情報ファイル_医療機関情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課
37 医療機関情報ファイル_医療機関情報ファイルライセンス費用 国保課
38 学校区情報ファイル_学校区情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課
39 民生委員情報ファイル_民生委員情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課
40 連合自治会情報ファイル_連合自治会情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課
41 6ブロック情報ファイル_6ブロック情報ファイル取込みに伴う修正費用 原課
42 自システム_自システム情報の出力（業務システム⇒基盤）に伴う修正 原課

43
ホスト連携_住記システムオープン化に伴い、新住記システム⇒ホストの連携が開始
するが、
その際の連携ファイルが正しく取りこめるかの検証費用

原課

44 ホストで行っていた処理を自システムで行う仕組みを構築する費用 原課
45 パンチ、OCRの仕組みを構築する費用（現行システム維持する場合） 情報政策室
46 パンチ、OCRの仕組みを構築する費用（システムを再構築する場合） 原課

3 共通機能
1 生体認証導入に関する費用 情報政策室

2 ポータル画面導入に関する費用 情報政策室
ポータル画面への業務システム起動リンクの登録は、共通基盤シス
テムが実施する。
業務システムは業務システム起動用のＵＲＬ等の情報提供を行う。

3 シングルサインオンの連携費用 原課
シングルサインオン時に利用者のＩＤが業務システムに引き渡しされ
るため、業務システム側は、ＩＤを受け取る仕組みの構築が必要とな

4 アクセスログ出力の仕組み導入に関する費用 原課 市民からの情報開示要求への対応できるログの出力
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5 ユーザー情報管理の仕組み導入に関する費用 原課
業務システムを運用する上で必要な利用者の情報が必要な場合、
共通基盤システムから提供される職員、所属の情報を活用する。

6 ジョブ管理機能の仕組み導入に関する費用 原課
ジョブの自動実行が必要であれば必要。
業務システムで独自のジョブ管理機能の導入も可能であるが、統合
運用の管理対象となる場合には、共通基盤システムとジョブ連携は

7 バックアップ管理機能の仕組み導入に関する費用（共通基盤） 情報政策室
バックアップ管理機能の仕組み導入に関する費用（業務側） 原課 所定の場所にデータを置く仕組みの構築

8 標準文字導入に関する費用 原課 業務PKGがＭＳ明朝に標準対応していなければ必要。
9 標準文字と自システム文字の同定に関する費用 原課 一次同定は、業務ベンダー及び原課で行い、最終確認は市民課が行う。

10 標準文字導入に伴うデータ変換費用 原課
11 外字配信を受け取るための仕組み構築に関する費用 原課 サーバのみ。クライアントは共通基盤システムが配信する。
12 印字の仕組みの変更に伴う費用 原課
13 ファイル共有機能の仕組み導入に関する費用 情報政策室

4 番号制度対応（番号利用事務を行うシステムのみ）
1 PIA対応費用 原課
2 住登外者の名寄せ 原課
3 システム改修①個人番号による検索機能の追加 原課
4 システム改修②個人番号の表示機能（画面・帳票）の追加 原課
5 システム改修③データベースにおけるデータ項目の追加 原課

6
システム改修④情報連携に伴う業務プログラムの改修（中間サーバへの情報提供
データの抽出、情報照会内容の表示等） 等

原課 共通基盤システムの中間サーバーコネクタとの連携

7 システム改修⑤宛名番号と個人番号（＋４情報）登録機能の追加 原課 住登外システムを利用しない場合は、必要。
8 中間サーバコネクタ構築に関する費用 情報政策室
9 中間サーバコネクタに接続する仕組み構築に関する費用 原課

10 庁内連携の改修（業務システム部分） 原課
情報提供NWSを経由する他機関との情報連携にあわせて、庁内連
携を見直す場合

11 団体内連携テスト（業務システム部分） 原課
国のスケジュールでは28年1月～とされている。（本市に閉じたテス
ト）

12 総合運用テスト（業務システム部分） 原課
国のスケジュールでは28年7月～とされている。（他機関とのテスト）
※詳細は「テスト全体方針書」に記載。

13 中間サーバ接続端末の導入 情報政策室
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