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明石市文書管理・電子決裁システムの導入検討に係る情報提供依頼書（ＲＦＩ） 

１ 目的 

  現在、本市では、紙媒体を中心に公文書の管理や決裁・供覧を行っています。しかし、紙媒体

の公文書の管理は、毎年度蓄積される文書の保存スペース確保、保存文書に係る引継作業や廃棄

作業に要する労力及び文書検索に要する時間など、様々な課題があります。 

  そこで、文書の収受、起案、決裁、供覧、保管、廃棄、検索等、文書管理の電子化を進めるこ

とにより業務の効率化、適正化を図るため、文書管理・電子決裁システム（以下「本システム」

という。）を導入することを検討しています。 

  本情報提供依頼（以下「本 RFI」という。）は、システム構築に係る費用、構築スケジュール、

システム構成及び機能要件の把握を目的として実施するものです。 

２ 基本的な考え方 

 (１) 基本的なシステム方式 

   ① 本システムは、オープン系システムとして構築を行うことを基本とします。 

   ② 本システムを構成するシステム・機能は、パッケージソフトウェアを中心として活用し

構築を行うものとします。 

 (２) ネットワーク環境 

    ネットワーク環境は、既存の庁内 LAN（LGWAN 接続系）を利用することとし、庁内 LAN に

接続した既存端末（Windows10、Windows11）を利用します。 

 (３) サーバ環境 

    サーバ環境については、現時点において未定です。情報提供いただいた内容をもとに検討

を行います。 

 (４) 調達範囲 

    本システムの調達は、開発（設計・構築・本番移行を含む）及び本番稼働後の保守（2029

年３月末までを予定）までを実施範囲とします。 

 (５) 調達・構築スケジュール（予定） 

    本システムの調達・構築スケジュールを以下に示します。 

実施内容 実施期間 

情報提供（RFI） 2022年６月～７月 

提案依頼（RFP）および契約 2022年 12月～2023年２月 

設計・開発・構築・テスト 2023年３月～2024年１月 

本番稼働 2024年２月～ 

（６）システムの規模 

① 本システムに登録する簿冊数、文書数については、中核市かつ人口 30 万人の規模から

算出 

   ② 既存端末（LGWAN 接続系端末）：3,000台／3,000ユーザ 
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３ 情報提供依頼の実施要領 

  本書及び添付資料を確認していただき、指定の回答様式に従って提出をお願いします。 

 (１) スケジュール 

実施内容 期限 

公示 ６月 ６日(月) 

質問書提出期限 ６月 20日(月) 午後５時 

質問回答 ６月 27日(月) 

RFI提出期限 ７月 12日(火) 午後５時 

    ※提出いただいた情報提供の内容を確認するため、必要に応じてヒアリングを行うことが

あります。 

 (２) 提出書類 

    本書及び添付資料を確認の上、本 RFIに基づき情報提供いただくシステムについて、下表

に掲載した資料を提出してください。提出を依頼する資料以外に必要と考えられる資料があ

れば、積極的に情報を提供してください。各様式は本市より提供しますので、そのままの形

式で提出してください。 

   ①提出書類一覧 

書類 

番号 
提出書類 様式 提出の要否 

01 表紙・提出書類一覧 様式１ 必須 

02 本市向けソリューション概要 任意 必須 

03 機能実現性に関する情報提供（機能要件一覧） 様式２ 必須 

04 非機能要件実現性に関する情報提供（非機能要件一覧） 様式３ 必須 

05 概算費用見積の前提事項 任意 必須 

06 概算費用見積 様式４ 必須 

07 構築スケジュールに関する情報提供 任意 必須 

08 システム構成に関する情報提供 任意 必須 

09 必要リソースに関する情報提供 様式５ 任意 

10 確認事項一覧 様式６ 必須 

11 他自治体における導入実績 様式７ 必須 

12 その他意見や提案事項 任意 任意 

13 添付資料 任意 任意 

14 貴社情報 任意 任意 

   ② 作成要領 

   ・書類番号 01 表紙・提出書類一覧 

      表紙として、提出書類一覧を記載した様式１を提出してください。 

   ・書類番号 02 本市向けソリューション概要 

      貴社ソリューション内容の概要について、任意様式にて作成してください。（「機能一

覧」及び「帳票一覧」を含む。） 

      また、情報提供いただく資料のページ左上に「書類番号 02」を表記してください。 
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   ・書類番号 03 機能実現性に関する情報提供（機能要件一覧） 

      本市で予め具備することが想定される機能要件をリストアップしています。 

      様式２「機能要件一覧」各機能の「実現可否」について、以下の実現性を記載して提

出してください。 

       (ｱ) ◎：ソリューション（パッケージ）の標準機能で実現 

       (ｲ) ■：代替案にて実現 

       (ｳ) △：ソリューション（パッケージ）へのカスタマイズ開発で実現 

       (ｴ) ×：ソリューション（パッケージ）では実現不可 

      実現性の他に記載すべき事項がある場合は、「回答の詳細内容」に記載してください。

「実現可否」について(ｳ)と回答した機能については、可能であれば「カスタマイズ概

算費用」に概算費用額を記載してください。 

   ・書類番号 04 非機能要件実現性に関する情報提供（非機能要件一覧） 

      本市で予め具備することが想定される非機能要件をリストアップしています。 

      様式３「非機能要件一覧」各機能の「実現可否」について、以下の実現性を記載して

提出してください。 

       (ｱ) ◎：実現可 

       (ｲ) ■：代替案にて実現 

       (ｳ) ×：実現不可 

      実現性の他に記載すべき事項がある場合は、「回答の詳細内容」に記載してください。 

   ・書類番号 05 概算費用見積の前提事項 

      概算費用算出にあたり、制約や前提としたい事項があれば、任意様式にて作成してく

ださい。 

      なお、概算費用の算出において、「法制度改正等対応」および「利用期間中における

OSバージョンアップ等環境変更対応」は概算費用に含めることを求めますが、その他追

加が発生することが想定される費用項目があればここで示してください。 

      また、情報提供いただく資料にはページ左上に「書類番号 05」を表記してください。 

   ・書類番号 06 概算費用見積 

      以下の要領にて様式４「概算費用見積」を作成してください。また、ハードウェア、

OS、ソフトウェア、ライセンスについて、数量と単価のわかる明細書を別添してくださ

い。ただし、クラウド型サービス利用料、仮想化基盤利用料等の項目に含まれている場

合については、数量を記載してください。 

      (ｱ) 概算費用については、以下の費用を含むものとします。 

        ・当該システムの構築、保守運用における役務（設計、開発、本番移行など） 

        ・当該システムにおいて必要となるハードウェア機器費用 

        ・当該システムで必要となるソフトウェア物品やライセンス費用（端末側で必要

なソフトウェア、別途必要な機器費を含む。） 

        ・当該システムで本番稼働以降に必要となる各種使用料やシステム保守費用等ラ

ンニング費用 

        ・法制度改正対応および利用期間中の OSバージョンアップ等環境変更対応費用 

        ・データセンター間等、運用において必要な回線費用 

        ・契約満了時のデータ移出費用 
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      (ｲ) サーバ環境については、現時点では未定ですが、以下の環境を想定しています。

そのため、貴社ソリューションが対応できるすべての環境について情報提供し 

てください。 

        ・オンプレミス型（本庁舎設置） 

        ・クラウド型（LGWAN ASP型） 

        ・本市が提供する仮想化基盤（IaaS基盤） 

         ※仮想化基盤（IaaS基盤）における責任分界点 

 

      (ｳ) オンプレミス型（本庁舎設置）及びクラウド型（LGWAN ASP 型）の場合は、運用

期間中におけるストレージの追加に係る費用についても記載してください。 

   ・書類番号 07 構築スケジュールに関する情報提供 

      Ｐ．１－２－(５) 調達・構築スケジュールに関し、開始／終了時期、構築期間に関する

妥当性（その期間で開発が行えるか）について、任意様式にて作成してください。 

      なお、情報提供いただく資料のページ左上に「書類番号 07」を表記してください。 

   ・書類番号 08 システム構成に関する情報提供 

      貴社ソリューションが稼働するためのシステム構成について、任意様式にて作成して

ください。 

      なお、前提となるサイジング情報について、Ｐ．１－２－(６) システムの規模を前提

に算出をお願いします。 

      また、情報提供いただく資料のページ左上に「書類番号 08」を表記してください。 

   ・書類番号 09 必要リソースに関する情報提供 

      貴社ソリューションがクラウド型（LGWAN ASP型）又は市が提供する仮想化基盤（IaaS

基盤）で稼働できる場合、その稼働するプラットフォームで必要となるサーバリソース

について、様式５「必要リソースに関する情報提供」を作成してください。 

      また、Oracle 等のライセンスにおいて、プラットフォームに制約が生じる場合には、

その内容と対応案を記載してください。 

      なお、前提となるサイジング情報について、Ｐ．１－２－(６) システムの規模を前提

に算出してください。 

   ・書類番号 10 確認事項一覧 

      貴社ソリューションに関し、本市から確認させていただきたい事項に対する回答につ

いて、様式６「確認事項一覧」を作成してください。 
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   ・書類番号 11 他自治体における導入実績 

      貴社ソリューションについて、他自治体に関する導入実績を様式７「他自治体におけ

る導入実績」を作成してください。 

   ・書類番号 12 その他意見や提案事項 

      本システムに関連し、貴社の意見や提案事項があれば任意の様式にて作成してくださ

い。 

      なお、情報提供いただく資料のページ左上に「書類番号 12」を表記してください。 

   ・書類番号 13 添付資料 

情報提供に関して貴社より添付する資料があれば、任意の様式にて提出してください。 

      なお、情報提供いただく添付資料のページ左上に「書類番号 13」を表記してくださ

い。 

   ・書類番号 14 貴社資料 

      貴社の情報について、任意の様式にて提出してください。 

      なお、提供いただく貴社資料のページ左上に「書類番号 14」を表記してください。 

   ③ 提出期限 

     2022年７月 12 日（火）午後５時 

   ④ 提出方法 

     提出書類一式を保存した CD もしくは DVD を２枚用意し、持参又は郵送にて提出してく

ださい。 

     提出前に必ず下記問い合わせ先に連絡してください。 

   ⑤ 問い合わせ先及び提出先 

     明石市総務局総務管理室総務課 

     ＜住所＞  〒673-8686 兵庫県明石市中崎１丁目５番１号 明石市役所 本庁舎４階 

     ＜電話＞  078-918-5005（直通） 

     ＜E-Mail＞ soumuka@city.akashi.lg.jp 

     ＜担当＞  小畑・江本 

 

(３) 質問の受付及び回答 

    情報提供依頼書に係る質問に関しては、様式８「質問書」により、上記問い合わせ先に電

子メールにて提出して下さい。また、電子メールを送付する際は、件名：「明石市文書管理・

電子決裁システムの導入検討にかかる情報提供依頼書（質問）」として送付してください。 

    原則として、質問者にのみ電子メールにて回答します。 

    質問書は 2022年６月 20日（月）午後５時までに送付してください。 

 

 ４ 注意事項 

   ① 提供している資料については、本情報提供以外では使用しないでください。 

   ② 本資料による情報提供に際して発生する費用は、貴社の負担となります。 
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   ③ 本情報提供依頼は、システムに関する価格等各種情報を得ることを目的としており、契

約の意図や意味を持ちません。 

   ④ ご提供いただいた情報については、当組織内でコピー・配布をさせていただきます。 

   ⑤ ご提出いただいた情報・資料については、返却はいたしません。 

   ⑥ ご提供いただいた情報に関して、後日問い合わせを行う場合があります。 

   ⑦ ご提供いただいた情報に関して、調達仕様書作成の参考にさせていただく場合があり、

それ以外の目的において使用することはありません。 

   ⑧ こちらから指定した様式がある場合、回答の電子データは集計の都合上その形式のまま

提出してください。また様式が任意の場合でも、Officeや PDFなど一般的に参照可能な

形式で提出してください。 

   ⑨ 本書に示すシステムに関する情報は現時点の想定であり、今後変更となる場合がありま

す。 


