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第１章 総則 

 

第１節 品名及び数量 

  地域情報センターファイアウォール更新賃貸借 一式 

 

第２節 適用範囲 

(1) 本仕様書は、地域情報センターファイアウォール更新賃貸借契約書第 1条に規定する設計

図書である。 

(2）本仕様書は、明石市総務局情報管理課（以下「発注者」という）の所管する地域情報セン

ターファイアウォール更新に係る業務（以下「本業務」という）に適用する。 

(3) 受注者は、本仕様書等に疑義を生じたとき、発注者と協議を行い、解決したうえで本業務を

実施するものとする。 

 

第３節 本業務の内容 

本業務は、明石市役所庁内におけるファイアウォール機器の更新と保守を実施するものである。

ファイアウォールの設定については、既設機器の通信内容（相手先、ポート、プロトコル等）と

する。また、ファイアウォールのログ収集を行う装置及び、停電時において安全にシャットダウ

ンができるよう無停電電源装置（UPS）を導入する。 

契約期間内における機器のソフトウェア、ファームウェアの更新作業、年数回のファイアウォ

ール設定更新作業、緊急時におけるログ解析支援、設定追加を本契約内作業として行うこと。 

 

第４節 本業務の範囲 

本業務の施工範囲は、下記のとおりとする。 

(1) 施工場所  明石市役所 明石市中崎１丁目５番１号 

本庁舎８F 地域情報センター 

(2) 施工内容 機器設定内容設計、機器更新、撤去並びに保守作業 

(3) 施工方法 本仕様書に基づくものとする。 

(4) その他  本仕様書で指定する運転指導等 

 

第５節 法令等の遵守 

受注者は、本業務を実施するにあたり、本業務の基本方針並びに下記に掲げる法律及びその

他の関係法令、条例、規則等、当市が他の企業等と締結している協定を遵守すること。 

(1) 明石市情報セキュリティ基本方針 

(2) 労働基準法 

(3) 労働者災害補償保険法 

(4) 道路法 

(5) 道路交通法 

(6) 騒音規制法 

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(8) 労働安全衛生法 

(9) 明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例及び同法関連法規 
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第６節 納入期限 

・契約締結日から令和５年(2023年)２月 15日までとする。 

  ・納入スケジュールは発注者と受注者のスケジュール調整により決定すること。 

  ・現行システムを本システムに移行する際、サービスの停止が極力短くなるよう調整すること。 

  ・納入後、令和５年(2023年)２月 28日までに完了検査を受けること。 

 

第７節 賃貸借期間 

・令和５年(2023年)３月１日から令和 10年(2028年)２月 29日（60か月）までとする。 

・賃貸期間満了後の機器については、無償譲渡とする。 

・所有権留保付売買として扱うため、賃貸料に固定資産税は含まないものとする。 

 

第８節 更新に関する工程 

受注者は、本業務を実施するにあたり、以下の工程を基本とした計画を行い、導入計画書を作

成すること。 

・ファイアウォール設定内容の確認、試験 

・新機器の設置 

・旧機器から新ネットワーク機器への切り替え 

 

第９節 施工における安全管理・災害防止策 

本業務の施工においては、建築基準法、労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところによ

るほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」に従うとともに「建築工事安全施工技

術指針」を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止

に努めること。 

 

第１０節 作業の一時中止 

受注者は発注者の仕様書内容に反して本業務を続行した場合及び発注者の担当者が施工中の

事故及び通信障害等、危険性が考えられると判断した場合には作業の一時中止を命ずることがで

きる。 

 

第１１節 材料の品質及び施工 

材料の品質及び施工手法（期間中のみの仮設物は除く）は、仮想インターネット閲覧環境、地

域情報サーバ、本庁ネットワーク通信機器設備、地域イントラネットワーク通信機器設備とあわ

せて目的の機能を発揮すること。 

また、維持管理に関する技術的支援が可能な会社製品とし、技術的支援に要する費用（調査、

検討、報告）は、受注者の負担とすること。 

 

第１２節 作業用地の確保 

発注者は、受注者が業務を行う場合は、現地作業に必要な作業室等の施設、業務執行に必要な

装置、資料等（以下、「施設等」という。）を無償で受注者に提供する。 

受注者は、施設等の使用にあたっては、発注者の施設管理基準に従って十分な注意を払い使用

しなければならない。なお、新規通信機器の設定作業、既存の撤去機器の置場（一時的に現地施
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設に仮置きすることは可）については受注者が用意すること。 

 

第１３節 提出書類 

受注者は、本業務の遂行にあたり、着手、施工、切り替え、完了の段階において以下に示す提

出書類にこの仕様書の最後にある資料１「承諾申請書」を添えて提出すること。 

(1)受注者は、契約締結後速やかに必要な書類を提出し、発注者の承諾を得た後、着手すること。

（第２章） 

なお、変更が生じた場合は、発注者に報告し速やかに変更が生じた内容について再提出を行

うこと。 

(2)受注者は、本業務の施工前に必要な書類を発注者に提出し、発注者の承認を得た後、施工す

ること。（第３章） 

(3)受注者は、本業務の切り替え前に必要な書類を発注者に提出し、発注者の承認を得た後、施

工すること。（第４章） 

(4)受注者は、本業務完了後、速やかに必要書類を発注者に提出すること。（第５章） 

(5)受注者は、提出書類の規格を下記に示すとおり発注者に提出すること。 

・本業務に関する提出書類のサイズは全て A4縦・A3(A4綴じ)を標準とする。 

・様式の指定がない場合は、施工者の様式による。 

返却（承諾行為）が必要な場合 ⇒ 3部提出（部数は協議により変更可能） 

返却（承諾行為）が不要な場合 ⇒ 2部提出（部数は協議により変更可能） 

あわせて電子データを CD-Rにて提出すること。 

 

第１４節 疑義 

受注者は、この仕様書に明記されていない場合でも、業務の実施上当然必要な事項は発注者の

担当者に従って受注者の負担により施工すること。 

なお、疑義を生じた場合は発注者と受注者とが協議するものとする。 
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第２章 本業務の提出書類に関する事項（着手） 

受注者は、本業務に関する事前準備にあたり以下の事項について発注者と協議の上、必要書類を

発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。 

 

第１節 導入計画書 

・受注者は、本業務を遂行する為、契約締結後速やかに導入計画書（導入概要、施工体制、緊

急連絡表（夜間、休日含む）、導入工程表）を発注者に提出し、承認を得た後着手すること。 

・導入工程表には、事前調査、施工、書類整理、業務完了に至るまでの期間を明確に記載する

こと。 

 

第２節 配置業務責任者の選任と配置業務責任者届の提出 

・受注者は、本業務により届け出た作業従事者の中から、本業務の着手から完了までの期間に

おいて現場管理の総括に当たる配置業務責任者を専任し、書面によりその氏名を記載した配

置業務責任者届を発注者に提出すること。 

・配置業務責任者は、この契約の履行に関し、本業務の施工において常駐し従事者を総括する

とともに、本仕様書の目的・内容等十分に理解して職務を遂行すること。 

・配置業務責任者は、委託期間中の変更を原則行わないものとする。ただし受注者のやむを得

ない事由により変更を行う場合においては、予め発注者と協議を行い、変更承諾書の受理を

もって変更できるものとする。 

 

第３節 作業従事者の選任と作業従事者名簿の提出 

・受注者は、業務の公共的使命が重大であることを念頭に置き、適正な業務の進捗を図り、十分

な数の作業従事者を配置すること。 

・受注者は、善良な作業従事者を選び秩序正しい業務をなさしめ、かつ熟練を要する作業には相

当の経験を有する者を選任すること。 

・前節の規定により配置した作業従事者は、書面によりその氏名を記載した作業従事者名簿を発

注者に提出すること。 

・発注者は、作業従事者のなかで業務の履行に著しく不適当と認められる者があるときは、受注

者に対してその理由を明示して、その変更を求めることができる。 

・受注者は、前節の規定による変更要求を受けたときは適切な処置をとり、その結果を書面によ

り発注者に報告すること。 

・受注者は、従事者を変更するときは、予め書面により発注者に通知すること。 

 

第４節 事前調査箇所一覧 

第６章第３節のとおりとする。 
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第３章 本業務の提出書類に関する事項（施工） 

受注者は、本業務の施工にあたり以下の事項について発注者と協議の上、必要書類を発注者に提

出し、発注者の承諾を得ること。 

 

第１節 施工計画書 

・受注者は、本業務を遂行する為、契約締結後速やかに施工計画書（施工概要、施工工程表）

を発注者に提出すること。 

・施工概要には、本業務の概要及び下記の書類を提出すること。 

(1) ファイアウォール設定書 

(2) 機器組み合わせ図 

(3) 機器単体図 

(4) 施工改修図 

・施工工程表には、施工準備期間、施工実施期間、事前テスト期間、切替実施期間、動作確認

期間、撤去期間を明確に記載すること。 

・施工計画書には、以下の事項に関する受注者の基本方針を明確にし、施工計画書に記載する

こと。 

(1) 品質管理に関すること。 

(2) 各調整、協議に関すること 

(3) 検査に関すること 

(4) 安全管理に関すること 

(5) 災害防止策に関すること 

(6) 作業時間に関すること 

(7) 施工中の工事写真に関すること 

(8) 廃棄物処理に関すること 
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第４章 本業務の提出書類に関する事項（切替） 

受注者は、本業務の切り替えにあたり以下の事項について発注者と協議の上、必要書類を発注者

に提出し、発注者の承諾を得ること。 

 

第１節 機器切り替え実施計画書 

  第６章第８節のとおりとする。 

 

第２節 機器等撤去計画書 

  第６章第９節のとおりとする。 
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地域情報センターファイアウォール更新賃貸借 

 

完成図書 

 

 

 

 

 

                      □／□ 

 

 

                   ○ ○ ○ ○ 

 

第５章 本業務の提出書類に関する事項（完成図書） 

受注者は、施工完了後、賃貸借開始までに完成図書を作成し、発注者に提出すること。 

 

第１節 完成図書の様式・書式 

(1) 完成図書の構成は、A-4版  折り曲げ A-4版装填目次付とする。 

(2) 1冊の幅が 10cm を限度とし、それを越える場合は適時分冊とする。 

(3) 完成図書は、正・副の 2部を発注者に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「令和○○年度」は、施工年度 

※２ 「□/□」は、本分冊の番号/完成図書全冊数 

※３ 「○○○○」は、受注者 名称 
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第２節 施工報告書 

完成図書には、施工報告書（施工概要、施工実施報告）を発注者に提出すること。 

施工概要には、本業務の概要及び下記の書類を提出すること。 

(1)  ファイアウォール設定内容 

(2)  機器組み合わせ図 

(3)  機器単体図 

(4)  施工改修図 

(5)  各機器設定シート 

(6)  完了改修図 

(7) 各検査結果報告書（社内検査・事前検査・完了検査） 

(8) 各機器取扱説明書 

 

第３節 産業廃棄物にかかる書類 

完成図書には、産業廃棄物に係る下記の書類を添えて提出すること。 

(1) 機器等撤去報告書 

(2) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

(3) 産業廃棄物処分業許可証の写し 

(4) 産業廃棄物所収集業者の登録車両一覧表 

(5) 建設廃棄物処理完了報告書 

(6) 建設廃棄物処理委託契約書の写し 

(7) 建設廃棄物処理委託契約約款の写し 

(8) 産業廃棄物管理表の写し 

(9) 処分先運搬経路図 

(10) 廃棄物運搬車両の車検証の写し 
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第６章 本業務に関する一般事項 

受注者は、本業務の施工にあたり以下の事項を遵守し、作業に従事すること。 

 

第１節 施工対象機器 

      更新対象機器は、下記のとおり。 

ファイアウォール 1 台、ファイアウォールログサーバ 1 台、無停電電源装置（UPS）1 台を更

新する。 

 

No 機器 台数 設置場所 

1 ファイアウォール 1台 本庁 8F 地域情報センター 

2 ログサーバ 1台 本庁 8F 地域情報センター 

3 無停電電源装置（UPS） 1台 本庁 8F 地域情報センター 

 

  ファイアウォール仕様 

   (1) 19インチラックに搭載でき、高さは 1U以内、100V/AC電源で稼動すること。 

(2) 1000BASE-Tを 6ポート以上搭載すること。 

(3) VLAN(PortVLAN、TagVLAN、MACVLAN)をサポートすること。 

(4) NAT（アドレス変換）/NAPT(IPマスカレード)をサポートしていること。 

(5) DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーをサポートしていること。 

(6) Syslog転送機能をサポートしていること。 

(7) L2/L3/L4フィルタリング(FW)を IPv4と IPv6でサポートしていること。 

性能は、15Gbps 以上、2,000,000同時セッション以上を実現すること。 

また、リンクアグリケーションをサポートすること。 

(8) 日本語 WEBUI での設定が可能であること。 

 

  ログサーバ仕様 

   (1) 19インチラックに搭載でき、高さは 1U以内、100V/AC電源で稼動すること。 

(2) 電源装置が冗長化されており、停電時には UPSに連動して自動シャットダウンできること。 

(3) RAID5+ホットスペア(1TB×4)もしくは RAID6により、ディスク装置が冗長化されている 

こと。 

(4) ネットワークインタフェースとしてギガビット対応ポートを 2ポート以上保有し、冗長化 

されていること。 

(5) 障害発生時には SNMPでの通知およびメールによる通知が可能であること。 

(6) ディスク装置が故障した際に、装置を停止することなく交換作業が可能であること。 

(7) ファイル保存に特化した製品(NAS)を可とする。 

 

  無停電電源装置（UPS）仕様 

   (1) 19インチラックに搭載でき、高さは 2U以内、100V/AC電源で稼動すること。 

(2) 電源容量 1500VA / 1200W 以上であること。 

(3) 電源制御用ソフトウェアと連携し、電源異常時に通常シャットダウンが行えること。 

(4) 電源制御用ソフトウェア、ケーブルも準備すること。 
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(5) 発注者が準備した電源と問題なく接続すること。 

 

以下のとおり構築作業を実施すること。 

(1) 既存 19インチラックに設置すること。設置器具を含めて納品すること。 

(2) 既存ファイアウォールを障害発生時のコールドスタンバイ機として設置すること。 

(3) 現行ファイアウォールポリシーの引継を行い、試験調整を行うこと。 

(4) 時刻同期、警報出力を行うこと。 

(5) 庁内スイッチ間とリンクアグリケーションを有効とした接続を行うこと。 

(6) 発注者と協議の上、ポリシーの棚卸を行い、ポリシーの最適化を実施すること。 

(7) アクセスログ及びイベントログ等各種ログを、ログサーバへ記録すること。 

(8) 運用操作マニュアルを作成し、運用操作教育を実施すること。 

(9) その他機能を発揮するために必要な作業を実施すること。 

 

第２節 遵守事項 

受注者は、本業務にあたり以下の事項を遵守すること。 

 

第１項 一般的事項 

・本業務の作業・調査においては、原則、通常業務時間（月曜日から金曜日の 8:55～17:40。祝

日及び 12月 29日～1月 3日を除く）（以下「業務時間」）とする。ただし、上記時間以外に作

業を実施する場合は、発注者と事前に協議を行うものとする。 

・本仕様書に規定する設備一式は、関係法令に定める規定を遵守したものであること。 

・既存施設、既存システムとの連動において支障をきたさないよう作業を行うこと。 

・本仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じた場合は,発注者と受注者が協議の上決定す

るものとし、いずれかの一方的解釈によってはならないものとする。 

・本仕様書に記載される範囲において、既存システムとの連携が必要なものについては、発注者

と受注者で十分協議すること。 

・本仕様書に記載する内容をやむを得ず変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者で十分協

議を行い、変更内容を書面にて提出すること。 

・受注者は、当日の作業箇所を事前に発注者の担当者に連絡し、作業完了時も報告すること。 

・受注者は、本業務の作業中に着手対象外のケーブル、保護管、設備等の破損及び著しい劣化

等の存在が判明した場合は、速やかに発注者の担当者に現況写真を添えて報告すること。 

 

第２項 複製の禁止 

受注者は、発注者のデータを複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行のためにやむを

得ない場合に限り、発注者の同意を得て行うことができる。この場合、使用済みのデータは、業

務完了後速やかに発注者に返却するものとする。 

 

第３項 業務の引継義務 

契約期間終了後においても、受注者は責任をもって業務の引継ぎを完全に行わなければならな

い。なお、引継ぎに要する費用は、受注者の負担とし、引継ぎの終了は発注者の了解の下に行う

こととする。 
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第３節 既存装置との接続調整と事前調査 

・庁内ネットワーク導入業者と調整し実施すること。 

・地域イントラとの接続設定及び動作確認においては導入業者と調整し実施すること。 

 

・庁内ネットワーク導入業者 

富士通 Japan 株式会社 

連絡先：078-361-2838 

 

・地域イントラ導入業者 

NTTビジネスソリューションズ株式会社 

連絡先：078-393-9325 

 

第４節 施工に係る検査の実施 

・受注者は、施工実施にあたり、社内検査の実施及び完了検査を実施するものとする。 

・社内検査においては、本業務の施工前に下記の項目を主体とした検査を実施するものとする。

なお、発注者と受注者の協議の中で、その他必要な項目がある場合には、追加し検査を行うも

のとする。 

(1) 導入機器の確認 

(2) 通信確立試験、不許可通信試験 

(3) 機器における停電、復電にかかる動作試験 

 

・完了検査の検査項目については、社内検査で行った項目の中から適宜発注者の指定する検査項

目について実施を行うものとする。なお検査実施時期においては本業務の施工完了までに、発

注者と受注者の協議の上行うものとする。 

・完了検査の検査結果については、本業務の施工完了後、受注者の提出する完成図書に完了検査

報告書を添えること。 

・各検査における検査及び調整等に係る費用については、受注者の負担で実施するものとする。 

・各検査における検査場所については、下記のとおりとする。 

(1) 社内検査は、受注者の社内にて実施するものとする。 

(2) 完了検査は、施工個所にて発注者の立会いのもと実施するものとする。 

 

第５節 安全管理 

第１項 保安設備の設置及び現場管理 

(1) 作業中の保安設備の配置等は安全施設標準図に準拠するとともに、現場環境に対応した十

分な設備等を設置すること。 

(2) 事故防止を図るため安全管理については施工計画書に明示し、受注者の責任において実施

すること。 

(3) 本業務の作業箇所における作業においては、常に整理整頓を行い、美観を損なわぬよう、

作業終了の都度周辺清掃を行い、安全管理を行うこと。 

 

第２項 作業従事者の安全管理 

(1) 受注者は、本業務について常に細心の注意をはらい、通信装置盤の周辺等、十分な事前調査
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及び対策を講じ事故の防止及び作業員の安全を図ること。 

(2) 本業務に使用する器材は常に点検・整備し、完全な状態で使用すること。 

(3) 万一事故が発生したときはすみやかに必要な措置をとり、緊急連絡体制に従い 直ちに発注

者の担当者及び関係官公署に報告すること。 

(4) 受注者は、本業務に従事者に対して、定期的に業務に関する安全教育を行い作業員の安全意

識の向上を図ること。 

(5) 受注者は、作業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく

措置を常に講じておくこと。 

 

第６節 災害防止策 

第１項 労働災害防止 

(1) 現場の作業環境は常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して調査・作業

に従事する者の安全を図ること。 

(2) 資格を必要とする機械器具、その他の設備を取扱う場合は必ず有資格者が行うこと。 

(3) 庁内及び庁外の調査・作業中は気象情報に十分注意を払い、地震等が発生した場合は、直ち

に対処できるような対策を講じておくこと。 

 

第２項 自然災害、事故防止 

(1) 受注者は、豪雨、台風、異常潮位等による自然災害或いは事故に備えて常にその体制を整備

し、動員計画及び緊急連絡体制を作成し関係者に周知徹底するとともにその内容等を導入計

画書に添付し、発注者の担当者に提出すること。 

(2) 発注者は、災害の防止その他業務の遂行上特に必要があると認められるときは、受注者に対

して臨機の処置をもとめることができる。 

 

第７節 環境負荷の低減 

(1) 受注者は、本業務の遂行にあたり、発注者の進める環境マネジメントシステムの実施、維持

に協力し、省エネ・省資源・廃棄物の減量・リサイクルの推進等により環境負荷の低減を図

ること。 

(2) 本業務で使用する車両は、NOx・PM法対策地域内に適合した車両とすること。 

 

第８節 機器切り替え作業 

 (1) 受注者は、本業務の施工完了までにネットワークの切り替えから待機及び対応に関する手

順を発注者と受注者で協議の上決定し、機器切り替え実施計画書を発注者へ提出し、承認

を得ること。 

(2) 機器切り替えによる通信障害に対応する為、配置業務責任者を含む関係する要員は切り替

えの完全移行後においても、必要に応じて待機を行うこと。 

(3) 待機方法については、発注者と受注者で協議の上行うものとし、安全性と重要性を重視し

た発注者が指定する時間内に対応可能な体制を整備すること。 

(4) 切り替えによる通信トラブルが発生した場合においては、迅速な対応を行うものとし発生

した時点で障害状況及び復旧までの予定時間を発注者に報告すること。また長期にわたる

障害も考慮し、切り戻しも視野に入れた体制で切り替えを実施すること。 

なお、通信障害の対応が完了した時には、通信障害発生報告書を作成し、発注者に提出する
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こと。 

(5) 通信障害発生報告書には、タイトル、発生日時（時系列にて）、障害状況（時系列にて）、障

害箇所、障害原因、影響範囲、対応（時系列にて）、対応における反省点、障害における改

善点等を明記し、再発防止に努めること。 

 

第９節 撤去 

第１項 対象拠点 

第６章第１節に記載の整備対象施設とする。 

 

第２項 対応時間等 

・原則、業務時間内とする。 

・切替後１週間は切り戻し可能な状態とすること。 

・令和５年(2023年)２月 28日までに撤去を完了すること。 

 

第３項 対象機器 

・更新により使用しなくなった無停電電源装置（UPS）、その他(ケーブル等) 

  

 第４項 作業内容 

・賃貸借物件導入後に発生した不用品は受注者の責任において処理すること。 

・撤去作業に係る一時仮置き、撤去機器等の運搬経路及び処分計画等においては、両者協議の上

計画を行い、本業務の切り替え前に機器等撤去計画書を提出すること。 

・本システム導入により不要となる現システム機器において、発注者が要請した機器について撤

去（産業廃棄物処理を含む）すること。なお、廃棄物を処理する場合には、受注者は、排出事

業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化

した後に適正に処理すること。また、廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マ

ニフェスト）を交付し、最終処分（再生含む）が完了したことを確認するとともに、写しを発

注者に提出すること。 

・機器の解体、搬出及び廃棄に係る全ての費用の中に、データの消去も含み、データの消去方法

は物理的に破壊、または、米国家安全保障局（NSA)推奨方式以上のセキュリティレベルでデー

タを削除すること。 

・撤去作業完了後においては、完成図書に機器等撤去報告書を添えて提出すること。 

 

第１０節 作業日報の提出 

本業務の施工作業期間においては、作業日ごとに作業完了時において作業日報を発注者に提出

すること。 

 

第１１節 引き渡し、運用技術指導等 

第１項 引渡し 

完了検査合格後、受注者は発注者に本業務の成果物の引渡しを行う。 

第２項 運用技術指導 

賃貸借契約期間内に、整備対象施設の職員に対して、機器及びシステム等の操作・管理方法に

ついて、受注者の負担によって運用技術指導を行うこと。 
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第７章 保守 

第１節 ハードウェア保守仕様 

本賃貸借契約には、設置する機器すべてについて、リース期間内（60か月）並びに構築期間

においてハードウェア保守を無償で行うこと。 

 

第１項 保守対象物品 

賃貸借するすべての機器 

 

第２項 保守の内容 

(1) 通常の機器使用状態において、ハードウェアの故障及びハードウェアに依存すると思われ

る機器の動作異常（以下「機器の異常」）が発生した場合、機器の保守を行うものとする。 

(2) 消耗品の劣化、摩耗等については、該当の部品を交換するものとする。 

(3) 機器の異常発生時は障害原因を究明し、発注者まで報告すること。 

(4) 機器の異常発生時は通常使用状態まで復旧すること。 

(5) リース機器の保守についてリース期間中は、オンサイト保守で対応することとし、業務停

止を最小限とするためセンドバック方式による保守は認めないものとする。 

(6) 部品交換等の供給が必要となった場合及び障害が発生した場合は、代替品等により業務に

支障がないようにし、速やかに必要となった部品の手配を行うこと。 

(7) 無停電電源装置（UPS）については保守期間中に 1 回以上受注者負担でバッテリー交換を

行うこと。 

 

第３項 保守の時間 

賃貸借物件にかかる障害時の保守時間帯は下記のとおりとする。 

 24 時間 365 日とする。ただし、機器類の停止を伴う作業については、原則として業務時間

外に行うものとし、その都度発注者と受注者で協議を行い、作業日時を決定するものとする。 

 

 第４項 保守の体制 

(1) ネットワーク機器に関して県内にサービス拠点を持ち、確実なアフターサービスが行えるメ

ーカーであること。 

(2) 業務に精通したカスタマエンジニア(CE)を 2人以上保有していること。 

(3) 機器の異常の連絡後 2時間以内にオンサイトにて故障初期対応を行えること。 

 

 第５項 保守費用 

保守費用には定期交換部品代並びに賃貸借契約期間中に故障等が発生した場合の費用及び作

業料等を含むものとする。 

ただし、次の事由に基づいて行う保守または交換部品代は、契約に含まれないものとする。 

(1) 発注者の故意又は重大な過失によるもの 

(2) 天災地変、その他発注者と受注者ともにいずれの責にも帰することのできない事由 

(3) 機器の追加、更新または改造 
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第２節 ソフトウェア保守仕様 

本賃貸借契約には、設置する機器に付随するすべての機器について、ソフトウェア保守を含む

ものとする。 

 

 第１項 保守対象ソフトウェア 

設置する機器に付随するソフトウェア全般。 

 

 第２項 保守の内容 

(1) ソフトウェアやファームウェアのバージョンアップ作業（発注者と受注者で協議の上必要で

あると判断したもの） 

(2) ソフトウェアの技術的なサポート 

(3) 通信許可・不許可等の機器設定作業（年数回の見直し実施に対応すること） 

(4) 障害発生時のオンサイト対応 

(5) セキュリティパッチ等の適用作業（発注者と受注者で協議の上必要であると判断したもの） 

(6) 設定内容について変更を実施した際は都度設定情報を提供すること 

(7) 上記作業によるドキュメント修正作業 

(8) セキュリティ上の緊急時においては、ファイアウォールログの解析支援を行うこと。 

(9) ソフトウェアやファームウェアのバージョンアップやセキュリティパッチ等については、都

度提示し、影響度の調査及び適用を保守の範囲で行うこと。 

 

第３項 保守の時間 

原則、業務時間内とする。ただし、サービスの停止を伴う作業については、原則として業務時

間外に行うものとし、その都度発注者と受注者で協議を行い、作業日時を決定するものとする。 

 

 第４項 保守の体制 

(1) サポート窓口は、E-mail、WEBフォーム、電話のいずれかであるものとする。 

原則として、サポート窓口に連絡してから 2時間以内に一次回答を行うものとする。 

(2) 業務に精通したシステム・エンジニア(SE)2人以上を保有していること。 

(3) 障害発生連絡後 2時間以内にオンサイトまたはリモートにて故障初期対応を行えること。 

 

 第５項 保守費用 

保守費用には、保守を行うための費用がすべて含まれるものとする。 

 

第３節 その他留意点 

(1) 受注者は、業務上やむを得なく設備の機能を停止しようとするときは、予め発注者の承認を

得なければならない。 

(2) 組み合わせ等によるネットワークの性能が低下、及び動作に不具合が生じた場合は、本シス

テムが完全に機能するよう現地調整を行うこと。 

(3) 既存システムの設定変更の必要が生じた場合は、受注者の責任により、既存システムの導入

会社と打ち合わせを行い、発注者への承諾をもって作業を実施すること。 

(4) 導入対象機器の稼動については、物品製造者の如何に関わらず受注者が責任を負うこと。 

(5) 契約開始から賃貸借終了までの期間において、導入対象機器の円滑な稼動に必要な技術支援
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依頼があった場合には、迅速に対応すること。なお、技術支援については受注者の費用負担

とする。 

(6) 本仕様に関わる全ての費用（運送費、搬入費、組立費、設置費、調整費、動作確認費、各種

設定費、データ移行費、既存機器設定変更費、ネットワーク配線工事、撤去処分費、技術支

援、マニュアル作成、完成図書作成等に要する一切の経費を含む）を賃貸料として契約する

こと。 

 

以 上 
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資料１ 

承 諾 申 請 書 
 

令和  年  月  日 

明石市総務局総務管理室 

情報管理課長 様 

 

（受注者） 

住   所 
 

 

商号又は名称 
 

 

代表者職・氏名 
 

 

 

 

工事（業務）名称 地域情報センターファイアウォール更新賃貸借 

施工場所 明石市役所 本庁舎 

提   出   書   類 

着 手 

(1) 導入計画書 

(2) 配置業務責任者届 

(3) 作業従事者名簿 

(4) 事前調査箇所一覧 

(5) 事前調査依頼文書(お知らせ) 

 

 

 

 

 

施 工 

(1) 施工計画書 

(2) 作業日程表 

(3) 事前検査結果報告書 

(4) 施工通知文書(お知らせ) 

 

 

 

 

 

切 替 

(1) 機器切り替え実施計画書 

(2) 機器切り替え通知文書(お知らせ) 

(3) 機器等撤去計画書 

 

 

 

完 了 (1) 完成図書  

工 期 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

 

上記書類を提出いたします。 


