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1 高齢者外出支援乗車事業利用管理システム機器及びソフトウェア導入の目的 

川崎市（以下「本市」という。）では、川崎市高齢者外出支援乗車事業の利用実績等を把握するため、川崎市

高齢者外出支援乗車事業利用管理システム（以下「利用管理システム」という。）の新規構築を進めている。本

調達は令和４年１０月に予定している利用管理システムの本番稼働にあたって必要となるサーバ機器及びソ

フトウェア等を６０か月間の賃貸借により調達するものである。 

 

2 高齢者外出支援乗車事業利用管理システム概要 

 高齢者外出支援乗車事業利用管理システムは基本的な処理はサーバ側で行い、クライアント側ではブラウザ

を利用する Web アプリケーション型システムを採用する。 

 サーバやネットワーク機器等のハードウェアは冗長化を行い、縮退運転が可能な構成とする。また、他業務

とのデータ連携を行うサーバや、NTP サーバ、WSUS サーバ、障害通知のためのメールサーバについては、

本市既存のインフラを利用するものとする。 

 ・システム構成図 ・・・・ 「別紙１ システム構成図」のとおり 

 ・機能概要  ・・・・ 「別紙２ 機能概要」のとおり 

 

3 全般事項 

(１) 信頼性 

ア 借入物件については、各借入物件間の整合性を保ちつつ、新品であること。 

イ 借入物件については、落札者が責任をもって調達すること。 

ウ 契約期間内での借入物件にかかわる部品等の供給が、適正になされること。 

エ 借入物件にかかわる品質管理体制を有していること。 

オ 借入物件に欠陥が発見されたときは、迅速かつ的確に対応すること。 

 

(２) 設置場所 

「別紙３ 設置台数、設置場所一覧」の通りとする。また詳細については、本市担当職員と協議の上、決

定すること。 

 

(３) 導入条件 

ア 入札にあたっては、リース期間令和４年１０月１日から令和９年９月３０日までの６０か月間とし、

保守の契約期間はリース契約締結日からリース契約満了日までとする。 

イ システムが安全かつ確実に稼働するよう定期的に保守を行うこと。なお、障害が発生した場合は現地

にて速やかに対応すること（詳細については「別紙４ 保守作業」を参照のこと。） 

ウ 機器の搬入、現地調整、設定作業、設置場所の電源工事、LAN 工事等に係る費用を含めること（詳細

については「別紙５ スケジュール及び導入作業」を参照のこと。） 

エ 賃貸借契約が終了し、当該機器を撤去する場合に要する費用は落札者の負担とすること。また、機器

を撤去する際及び故障時のハードディスク交換並びに契約終了後の機器撤去等には、落札者の責任に

おいて、専用ソフトウェアによる消去又は破砕等によりハードディスク装置内の情報が読み取れない

ようにし、文書で報告すること。 

オ リース期間に含む月額保守料については、各社の無償保証の期間を含んで、リース期間中の保守料を

６０か月で割り返した金額とする。 

カ 借入物件の全損補填が可能な破損盗難保険（動産総合保険）に加入すること。 
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キ 借入物件の搬入、据付及び撤去の際に、既存の施設、機械等の損壊が生じた場合は、落札者の責任に

おいてこれを補填すること。 

 

(４) 守秘義務 

ア 本仕様書に基づく全ての作業において、本市が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしな

いこと。また、そのために必要な処置を講ずること。 

イ 本市が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、納入期限までに返却すること。また、当

該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。 

ウ 本市が提供した情報を第三者へ開示することが必要である場合は、事前に本市担当職員との協議の上、

書面による承認を受けること。 

 

4 機器及びソフトウェア仕様前提条件及び共通要件 

(１) 機器（ハードウェア） 

ア 借入物件のサーバ機器は、各々メーカを統一し、分類ごとに形式を統一すること。 

イ 業務上のレスポンスを確保できること。 

ウ サーバ機器はイーサネットインタフェースを完全にサポートしていること。 

エ サーバ機器は TCP/IP 通信手順をサポートしていること。 

オ 「機器仕様」にグリーン購入法に関する定めのない機器についても極力、グリーン購入法に適合した

製品を導入すること。 

カ サーバ機器は、本市が指定するソフトウェアが問題なく動作を保証できる機種であること。 

キ 本仕様に含む機器は、各々の「機器仕様」に示す機器一式を接続した状態で正常に動作すること。さ

らに、そのために必要な機器が他にある場合は、本調達に含むこと。 

ク 正常動作に必要な備品（接続ケーブル）も本調達に含むこと。 

ケ 本仕様を参照し、それに準ずる構成であること。 

コ 賃貸借物品については、システム開発受託業者と十分な調整を行ったうえ、高齢者外出支援乗車事業

利用管理システムの動作を保証すること。 

サ ６０か月分のハード保守費用も本調達に含むこと。 

 

(２) ソフトウェア 

ア 特に指定のない限り、最新のバージョンのものを納入すること。 

イ 特に指定のない限り、最新のパッチ（サービスパック、セキュリティパッチ）を適用した上で、納入

すること。なお、重要なセキュリティリスクが発生した場合は、パッチ適用について本市と協議のう

え適用を判断すること。 

ウ 必要な機器で動作させて問題無いようライセンスを仕様に含むこと。 

エ 各々の機器の使用ソフトウェアを動作させるにあたって必要とするソフトウェアが他にある場合は、

それも仕様に含み、動作を保証すること。 

オ インストール用の媒体（CD-ROM 等）を１セット以上提供すること。 

カ 導入するソフトウェアは原則として全て日本語版とする。 

キ ６０か月分のソフトウェア保守費用も本調達に含めること。詳細については、「別紙６ 機器数量及

び製品ごとの数量」及び「別紙７ 機器仕様及びソフトウェア仕様」のとおり。 
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別紙１ 

システム構成図 

 

1 システム全体構成 

高齢者外出支援乗車事業利用管理システムのシステム全体構成を以下に示す。赤線枠が調達範囲となる。 

 

サーバ機器等は川崎市サーバ室に設置する。 
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2 ネットワーク構成 

高齢者外出支援乗車事業利用管理システムのネットワーク構成を以下に示す。赤点線枠が調達範囲となる。 

 

サーバ室に設置する機器は基本的に冗長構成（コールドスタンバイ）とし、端末やプリンタは単一構成とす

る。なお、川崎市サーバ室のネットワークは本市が用意する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

別紙２ 

機能概要 

 

1 機能概要 

項番 サーバ/機器名 区分 機能概要 

1 中継サーバ 物理 ・Microsoft® Windows Server 2019 で稼働するサーバ。 

・中継サーバの機能を提供する現用系サーバ。 

・WebAP/DB/AD サーバとして機能する。 

2 検証サーバ 物理 ・Microsoft® Windows Server 2019 で稼働するサーバ。 

・中継サーバの機能を提供する検証用サーバ。 

・WebAP/DB/AD サーバとして機能する。 

・運用監視機能を動作させるサーバ。 

・中継サーバの予備機としても兼用する。 

3 ファイアウォール 物理 ・不正な通信を遮断するファイアウォールとして機能する。 

4 サーバ用スイッチ 物理 ・各サーバのネットワーク接続性を維持する。 

5 サーバ用外付 HDD 物理 ・各サーバのバックアップデータ保管用外部媒体。 

6 その他部材 物理 ・その他ラック搭載に必要な物品やケーブル等の部材。 
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別紙３ 

設置台数、設置場所一覧 

 

1 設置台数一覧 

項番 サーバ/機器名 川崎市サーバ室 健康福祉局高齢者

在宅サービス課 

各販売窓口 

 

1 中継サーバ 1 台   

2 検証サーバ 1 台   

3 ファイアウォール 2 台   

4 サーバ用スイッチ 2 台   

5 サーバ用外付 HDD 2 台   

6 その他部材 1 式   

 

 

2 設置場所一覧 

項番 所属 郵便番号 住所 

1 川崎市サーバ室 210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地  
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別紙４ 

保守作業 

 

1 サポート体制 

(1)  

(2) 障害連絡等を受けた後、各受託業者と連携をとり、障害切り分けを行うことで効率的な保守を行うこと。 

(3) サポート体制については下図を参考にすること。 

 

2 Q/A 対応 

調達した機器に関して発生した本市からの質問事項に対しては、遅滞なく回答すること。 

 

3 障害対応 

機器に障害が発生した場合は、本市及びシステム開発委託業者と積極的に連携し、業務に支障が無いように

遅滞なく復旧作業を行い、復旧内容について本市の書面による承認を受けること。 

(1) 速やかに保守作業が行える体制を整え、必要に応じて、迅速な保守作業（オンサイトサポート）を実施す

ること。 

(2) 障害対応においてハードディスク装置の交換を行う場合は、記憶装置内のデータを読み取られないように

すること。本市又はシステム開発受託業者等が障害原因の切り分けを行う際に必要な情報を提供し、必要

に応じて障害原因の調査を行うこと。障害対応を行った場合は、原因及び対処内容について作業報告書等

を本市に提出すること。 

 

4 保守対応時間 

機器及びソフトウェアの保守対応時間については下記のとおりとする。 

・サーバ、ネットワーク機器 ： 8:00～19:00（原則として休日開庁日を含む市役所開庁日（※）） 

・ソフトウェア  ： 8:30～17:30（原則として土曜日を除く平日） 

また、本市と協議のうえ、日程を定め年１回以上の定期的な保守点検を行うこと。 

（※）月曜日～金曜日、ただし祝休日及び１２月２９日から１月３日を除く 
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5 その他 

(1) 作業に際して本市の施設へ出入りする場合は、本市担当者へ事前に連絡し、承認を得ること。 

(2) 本市又は他の業者と協議を行った場合は、その内容を記録した書面を速やかに本市に提出すること。なお、

書面は A４判・日本語表記とし、Microsoft® Word による電子データを添付すること。 

(3) 借入物件の契約終了に際しては、落札業者の責任及び費用負担により、導入機器に記録された全てのデー

タ消去及び機器の撤去作業を行い文書で報告すること。 
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別紙５ 

スケジュール及び導入作業 

 

1 作業に関する基本的事項 

(１) 借入物件については、本市の指示に従い、ハードウェアの組み立てや設定、OS の導入を行い、納入期限

までに指定された場所に設置すること。 

(２) 機器の導入に際しては、既存システムの動作に影響を与えないこと。 

(３) 導入作業においては、システム構築業者との協力が必要な作業が発生するので、相互に協調して作業の便

宜と進捗を図ること。 

(４) 作業に際して本市の施設へ出入りする場合は、本市担当者へ事前に連絡し、承認を得ること。 

(５) 本市または他の業者と協議を行った場合は、その内容を記録した書面を速やかに本市に提出すること。な

お、書面は A4 判・日本語表記とし、Microsoft® Word 若しくは Microsoft® Excel による電子データを添

付すること。 

 

2 導入スケジュール 

令和４年 3 月中旬までに引渡が行えるよう、詳細スケジュールを作成し提示すること。実施にあたっては、本

市と協議し決定した導入スケジュールを遵守すること。 

 

3 落札業者の導入作業 

(１) 次のアからウの機器設置関連作業を提出すること。また、それらにかかる費用等については、本調達に含

むこと。 

ア 全ての機器に関して、導入手順書、搬入・設置・設定に係る日程及び作業方法に係る書面の作成を行

い、落札後速やかに提出し、本市の了解を得ること。また、借入物件が必要とする発熱量、消費電力、

設置スペースなどの設置諸元についても速やかに明示すること。 

イ 導入スケジュールに基づき機器の搬入・据付・設定及び接続作業を実施すること。 

ウ 作業進行状況のチェック等の管理・監督業務を実施すること。 

 

(２) サーバ機器の構築及び設置については、以下のとおり実施すること。 

ア 開発期間に関しては令和 4 年３月中旬からを想定しているため、サーバ機器に関しては令和４年３月

中旬までに川崎市サーバ室に搬入及び設置すること。上記に係る運送費、設置作業費用も本調達に含

めること。詳細は本市、システム構築業者と協議を行った上、決定すること。 

令和3年

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

公示

入札

事前協議

システム本番稼働

事前協議

機器搬入

疑義・不具合対応

調達機器保守作業

設計

構築

テスト

システム構築業者

令和4年

川崎市

落札業者

▼

▼

★

▼

▼

▼
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イ 本市より作業に関する方針についての説明を受け、これに基づき機器設置後 1 週間以内に OS の導入

を行い、システム構築業者に提供すること。 

ウ 川崎市サーバ室へ設置する機器は、原則として本市が提示するラックに全て搭載すること。詳細につ

いては本市と協議を行った上、決定すること。 

エ ハードウェアの組み立てや設定、OS の導入等作業にあたってはシステム構築業者にパラメータ等確

認した上で実施すること。システム構築業者にて各種設定及び動作確認を行った際に疑義が生じた場

合は、解決に向けて積極的に調査等、協力すること。 

オ 本市担当職員の指示に従うとともに、進捗状況、作業内容及び結果を報告すること。 

また、システム関係者（システム運用・保守受託業者、ネットワーク運用支援委託業者）と連携・協

力を図りつつ作業を進めること。 

カ 搬入、撤去、据付及び工事作業による諸設備の破損等については、落札業者の負担と責任において修

復等を行うこと。 

キ 本調達における全ての機器を接続し、動作させるために必要な LAN 工事を行うこと。また、その際

に必要となるネットワークケーブル等の配線材を提供すること。 

ク 事故が発生した場合は、速やかに本市に連絡を行い、指示を受けること。 

ケ 機器梱包用に使用したダンボール等、不要なゴミは全て持ち帰ること。 

コ 搬入・搬出に際し、養生の必要がある場合、落札業者によって行うこと。 

 

(３) マニュアルは、機器の納入時に併せて納品すること。 

(４) 機器接続にあたり、本市及び構築業者の指定する設定を行うこと。なお、設定後は動作確認、接続作業等

のテストを行い、本市及び構築業者の実施する稼働テスト、移動リハーサル等のテストにも立ち会うこと。 

(５) 導入作業にあたっては、現在稼働している本市のシステムに影響を与えることのないように行うこと。 

(６) 本契約に関する機器の設定情報について書面にて提出すること。また、落札者においても当該情報を保持

し、保守業務時の参考とすること。 
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別紙６ 

機器数量及び製品ごとの数量 

 

設置する機器の数量及び製品ごとに必要な数量は下表のとおりとする。 

設置機器ごとのハードウェア構成及びソフトウェア構成は「別紙７ 機器仕様及びソフトウェア仕様」のとおりと

する。 

 

1 設置機器及び必要数量 

(1) ハードウェア 

項番 機器名 台数 

1 中継サーバ 1 台 

2 検証サーバ 1 台 

3 ファイアウォール 2 台 

4 サーバ用スイッチ 2 台 

5 サーバ用外付 HDD 2 台 

6 その他部材 1 式 

 

(2) ソフトウェア 

ソフトウェアの導入については、以下を考慮し導入すること。 

 

市指定製品 

川崎市にて広く利用している製品であり、指定の製品を納入のこと。なお、「Symantec Endpoint Protection 

V14.0」については、本市が保有する製品及びライセンスを使用して、導入作業及び動作検証を行うこと。 

※Microsoft®製品については「Government Open License」で手配し、必要なメディアを用意すること。 

 

同等可製品 

同等品を導入すること。同等品とする場合、ハードウェアの動作実績または動作保証がされていることを

事前にカタログなどを提出し、同等品であることを証明すること。 

※受託業者の提供するハードウェアの構成により数量が変動するソフトウェア製品（CPU ライセンス等）

については、正常稼働に必要なソフトウェアの数量を提供し、保証すること。 

  



13 

 

 

ウ 中継サーバ 

項番 機器名 数量 市指定 

製品 

同等可 

製品 

1 Windows Server 2019 Standard(16 コア) 1  ○ 

2 Windows Server 2019 Device CAL（50 デバイス CAL） 1  ○ 

3 WebSAM BOM 1  ○ 

4 WebSAM AlertManager 1  ○ 

5 ESMPRO/ServerAgent（HW 標準添付） 1  ○ 

6 Symantec Endpoint Protection V14.0 1 ○  

 

エ 検証サーバ 

項番 機器名 数量 市指定 

製品 

同等可 

製品 

1 Windows Server 2019 Standard(16 コア) 1  ○ 

２ WebSAM BOM 1  ○ 

3 WebSAM AlertManager 1  ○ 

4 ESMPRO/Manager（HW 標準添付） 1  ○ 

5 ESMPRO/ServerAgent（HW 標準添付） 1  ○ 

6 Symantec Endpoint Protection V14.0 1 ○  

 

（ア）管理運営上、「1 設置機器及び必要数量」に記載した機器ごとに同一の機種を導入すること。 

（イ）ハードウェアは、新品かつ最新のものを納入すること。また、仕様に示していない機能が付随するもので

あっても、仕様を満たし、かつ効果的に安価な機械があれば、より安価な機械を納入すること。 

（ウ）使用するソフトウェアは、仕様に同一名称で記載されているものは同一の製品を導入すること。 

（エ）使用するソフトウェアがライセンス契約をすることができるときは、原本を１本にして、できるだけライ

センス契約を利用すること。また、上記の数量を超えて調達したほうが安価な場合は、上記必要数量にか

かわらず、より安価な構成を納入すること。 

（オ）機器を動作させるにあたって必要となるソフトウェアが指定したもの以外にもある場合は、本調達に含

み、動作を保証すること。 
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別紙７ 

機器仕様及びソフトウェア仕様 

 

導入する製品は以下の仕様に準じて選択すること。 

 

1 中継サーバ（ラックマウント型） 

(1) 機器仕様 

項目 仕様 

台数 ・サーバ基本装置 1 台 

筐体 ・19 インチラックに搭載可能で占有スペースが 2U 以内であること。 

CPU ・CPU ソケットが 2 個あること。 

・Xeon Silver 4214U（2.40GHz/12Core）相当以上を 1 個搭載すること。 

メモリ ・32GB 以上を実装すること。 

・最大 16 枚搭載可能なこと。 

ハードディスク ・960GB 以上の SATA SSD を 2 台搭載すること。 

・最大 8 台搭載可能なこと。 

・ホットプラグに対応すること。 

・RAID1 で構成すること（ハードウェア RAID） 

光学ドライブ ・DVD-ROM ドライブを搭載すること。 

ネットワーク IF ・1000Base-T の LAN ポートを 4 ポート以上搭載すること。 

リモート制御 ・BMC（Baseboard Management Controller）等により制御が可能なこと。 

ファン ・ファンが冗長化されていること。 

電源 ・電源が冗長化されていること。 

・AC100V/200V 対応とし、800W の電源を搭載すること。 

その他 ・ラック搭載に必要な物品が含まれていること。 

・OS インストール時に必要なドライバがメディアで提供されていること。 

・下記使用ソフトウェアに対応していること。 

 

(2) 使用ソフトウェア 

機能 製品名 

基本 OS Windows Server 2019 Standard(16 コア) 

Windows CAL Windows Server 2019 Device CAL（50 デバイス CAL） 

Web サーバ Apache 2.4（OSS） 

AP サーバ Tomcat 10.0（OSS） 

DB サーバ PostgreSQL 13.4（OSS） 

運用監視 WebSAM BOM、WebSAM AlertManager 

ESMPRO/ServerAgent（HW 標準添付） 

バックアップ Windows Server Backup（OS 標準） 

ウィルス対策 Symantec Endpoint Protection V14.0（本市提供） 

外字管理ソフト UNIJEF 対応ソフトウェア（システム構築業者で調達） 
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2 検証サーバ（ラックマウント型） 

(1) 機器仕様 

項目 仕様 

台数 ・サーバ基本装置 1 台 

筐体 ・19 インチラックに搭載可能で占有スペースが 2U 以内であること。 

CPU ・CPU ソケットが 2 個あること。 

・Xeon Silver 4214U（2.40GHz/12Core）相当以上を 1 個搭載すること。 

メモリ ・32GB 以上を実装すること。 

・最大 16 枚搭載可能なこと。 

ハードディスク ・960GB 以上の SATA SSD を 2 台搭載すること。 

・最大 8 台搭載可能なこと。 

・ホットプラグに対応すること。 

・RAID1 で構成すること（ハードウェア RAID） 

光学ドライブ ・DVD-ROM ドライブを搭載すること。 

ネットワーク IF ・1000Base-T の LAN ポートを 4 ポート以上搭載すること。 

リモート制御 ・BMC（Baseboard Management Controller）等により制御が可能なこと。 

ファン ・ファンが冗長化されていること。 

電源 ・電源が冗長化されていること。 

・AC100V/200V 対応とし、800W の電源を搭載すること。 

その他 ・ラック搭載に必要な物品が含まれていること。 

・OS インストール時に必要なドライバがメディアで提供されていること。 

・下記使用ソフトウェアに対応していること。 

 

(2) 使用ソフトウェア 

機能 製品名 

基本 OS Windows Server 2019 Standard(16 コア) 

Windows CAL ※中継サーバの CAL にてアクセス 

Web サーバ Apache 2.4（OSS） 

AP サーバ Tomcat 10.0（OSS） 

DB サーバ PostgreSQL 13.4（OSS） 

運用監視 WebSAM BOM、WebSAM AlertManager 

ESMPRO/Manager（HW 標準添付） 

ESMPRO/ServerAgent（HW 標準添付） 

バックアップ Windows Server Backup（OS 標準） 

ウィルス対策 Symantec Endpoint Protection V14.0（本市提供） 

外字管理ソフト UNIJEF 対応ソフトウェア（システム構築業者で調達） 
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3 ファイアウォール 

(1) 機器仕様 

項目 仕様 

台数 基本装置 2 台 

筐体 2 台で 1U に収まること（ラックマウントキットを含めること） 

構成 2 台で冗長構成が組めること 

インターフェース 10/100/1000BASE-T × 5 (WAN/DMZ/LAN/HA)、 

管理コンソール 

インターフェース仕様 オートネゴシエーション、速度固定、全二重/半二重固定、Auto 

MDI/MDI-X、フロー制御（全二重/半二重）  

パフォーマンス IPS スループット 1Gbps 

NGFW スループット(※1) 800Mbps 

脅威保護スループット(※2) 600Mbps 

ファイアウォール同時セッション(TCP) 700,000 、 

ファイアウォール新規セッション/秒 35,000、 

ファイアウォールポリシー 5,000 

その他 ラックマウントキットを含めること 

電源 100V 

※1 NGFW：ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御が有効な状態 

※2 脅威保護：ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、マルウェア対策が有効な状態 

 

4 サーバ用スイッチ 

(1) 機器仕様 

項目 仕様 

台数 基本装置 2 台 

筐体 2 台で 1U かつ奥行半分以内に収まること（棚板置き） 

※サーバ用外付け HDD とあわせて 1U に収める 

インターフェース 10/100/1000BASE-T × 8 

インターフェース仕様 オートネゴシエーション、速度固定、全二重/半二重固定、Auto 

MDI/MDI-X、フロー制御（全二重/半二重）  

パフォーマンス スイッチング能力 11.9 Mpps、 

スイッチング容量 16Gbps、 

MAC アドレス数 8,000、 

VLAN 数 64 

機能 スパニングツリー（IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s） 

VLAN（IEEE802.1Q、ポートベース、ダイナミック） 

リンクアグリゲーション（LACP) 

入口および出口トラフィックのポートミラーリング 

SNMP v1,v2c,v3 

電源 100V 
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5 サーバ用外付 HDD 

(1) 機器仕様 

項目 仕様 

台数 基本装置 2 台 

筐体 2 台で 1U かつ奥行半分以内に収まること（棚板置き） 

※サーバ用スイッチとあわせて 1U に収める 

ハードディスク SATA SSD 2TB 2.5 インチ 

インターフェース USB3.0 

セキュリティ 暗号化に対応していること 

セキュリティワイヤーに対応していること 

電源 USB バスパワー対応/AC100V 

その他 Windows Server 2019 に対応していること 

 

６  その他部材 

(１) 部材仕様 

項目 仕様 

サーバラック用棚板 1U 以内（サーバ用スイッチやサーバ用外付 HDD を設置） 

設置済みラック（19R-274A2、19R-274B2、19R-174A1）対応 

耐震ベルト 上記固定用 

機器固定用ネジ、ナット類 ケージナット、ネジなど 

LAN ケーブル、タグ CAT5e 以上 

電源タップ 3P/6 個口 

セキュリティワイヤー 外付 HDD 用 

  

KVM 用ケーブル 設置済み KVM スイッチ（PG-SB206）対応（D-Sub/USB） 

※詳細な仕様、個数に関しては別途本市、システム構築業者と協議の上決定すること。 

※上記以外の部材に関しても必要に応じて、本調達に含むこと。 
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別紙８ 

落札者が提出しなければならないドキュメント類 

 

以下のドキュメントを作成し、令和４年４月３０日までに提出すること。 

 

(1) 機器仕様書（機器寸法、消費電力、発熱量等）及びカタログ類 

 

(2) 設計書類 

・サーバ機器デザインシート 

・サーバ構成図 

・ネットワーク機器デザインシート 

・ラック搭載図 

 

(3) 基本動作確認報告書 

 

(4) 保守連絡先 

 

その他、本市担当職員と協議の上必要な資料を適宜提出すること。 

 

 


