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1.概要 

1.1.業務名 

藤沢市立看護専門学校学籍管理システム調達 

1.2.調達目的 

藤沢市立看護専門学校では、学生の学籍管理業務については独自開発したシステムで運用して

いる。このシステムは２００４年（平成１６年度）に開発した Excel のマクロファイルによるも

のであるが、カリキュラム改正等に伴う編集作業に難航しており、また処理機能に不足が見られ

るため、新システムの導入とともに業務の見直し及び運用・保守の効率化を目指すものである。 

厚生労働省による、看護基礎教育におけるカリキュラム改正等においても柔軟な対応ができる

パッケージシステムを導入するものとする。 

1.3.システム形態 

 システム形態については、以下ア、イのいずれも可とする。 

ア クラウド型システム 

 通信ネットワークを通じて本仕様書に定めるクラウドシステムサービスを本市に提供する。 

イ オンプレミス型システム 

 藤沢市立看護専門学校にサーバを設置し、庁内ネットワーク（配線したネットワーク）に接続

する。 

1.4.履行場所 

藤沢市藤沢２－６－２ 藤沢市立看護専門学校（教員室） 

1.5.賃貸借契約期間 

２０２３年（令和５年）３月１日から２０２８年（令和１０年）２月２９日まで 

※クラウド型システムの場合は、システム賃貸借にサービス提供を含む。 

1.6 クラウド型システムの調達範囲 

1.6.1 機器等 

    (1)学籍管理システムに関わるソフトウェア  一式 

(2)顔認証セキュリティソフトウェア     ３ライセンス 

(3)再セットアップソフトウェア       ３ライセンス 

(4)クライアント端末            ３台 

(5)カラーレーザプリンタ          １台 

1.6.2 作業等 

(1) 学籍管理システムの構築（システム稼働環境、運用保守環境、利用環境の構築）および庁

内ネットワークとの接続作業 

(2)クライアント端末のセットアップ 

(3)学籍管理システム設計、構築、移行、プロジェクト管理 

(4)学籍管理システムに必要なネットワーク機器およびネットワークの構築作業 

(5)研修 

(6)調達したハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの運用・保守 

1.7 オンプレミス型システムの調達範囲 

1.7.1 機器等 

    (1)学籍管理システムに関わるソフトウェア  一式 
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(2)顔認証セキュリティソフトウェア     ３ライセンス 

(3)再セットアップソフトウェア       ３ライセンス 

(4)サーバ                 一式 

(5)クライアント端末            ３台 

(6)カラーレーザプリンタ          １台 

1.7.2 作業等 

(1)上記サーバ、及びクライアント端末のセットアップ 

(2)学籍管理システム設計、構築、移行、プロジェクト管理 

(3)学籍管理システムに必要なネットワーク機器およびネットワークの構築作業 

(4)研修 

(5)調達したハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの運用・保守 

1.8.用語の定義 

本調達における用語は以下の通り。 

No. 用語 定義 

1 利用者 学籍管理システムを利用する、教務課職員 

2 ユーザ管理者 学籍管理システムのユーザ登録・削除をする管理者 

3 システム管理者 
学籍管理システムのソフトウェア及びデータベースに

対する操作権限を持った管理者 

4 受注者 本賃貸借を請け負った事業者 
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2.1.システム化対象業務の概要 

システム化する業務・事業の概要は以下の通り。 

No. 業務名 主な業務内容 

1 学籍管理 在籍者、卒業者、講師、カリキュラム等の管理 

2 証明書発行業務 成績証明書、卒業証明書等の発行業務 

2.2.機能要件 

学籍管理システムは、別紙４「機能要件一覧表」の機能から構成される。 

原則としてパッケージの標準機能により実現すること。 

2.3.帳票要件 

学籍管理システムでは、別紙５「帳票要件一覧表」の帳票が出力できること。 

2.4.データ要件 

学籍管理システムでは、別紙６「データ要件一覧表」の項目が管理できること。 

  

3.システム稼働環境 

3.1.1.クラウド型システム全体構成 

システムの全体構成は、次のとおり。 
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3.1.2.機器全体構成 

学籍管理システムの機器構成及び設置場所は以下のとおり。 

No. 区分 数量 設置場所 

1 クライアント端末 ３台 

藤沢市立看護専門学校教員室内 
2 カラーレーザプリンタ １台 

3 
機器接続に必要なネット

ワーク機器 

一式 

3.2.ハードウェア要件 

別紙３「パソコン機器等仕様書」の能力を満たすか、同等以上の能力を有するものとする。 

3.2.1.基本要件 

(1) 提案システムを安定かつ安全、円滑に運用でき、受注者の責任において品質管理・保守ので

きる機器を提案すること。 

(2) 選定したハードウェアが運用開始後 5 年間は販売元のサポートが継続されること。 

(3) ハードウェアのスペックは、システム機能要件を満たすものを提案すること。 

(4) 必要端末数分のライセンスを調達すること。 
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3.3.1.オンプレミス型システム全体構成 

システムの全体構成は、以下の図のとおり。 

 

 

3.3.2.機器全体構成 

学籍管理システムの機器構成及び設置場所は以下のとおり。 

No. 区分 数量 設置場所 

1 サーバ 一式 

藤沢市立看護専門学校教員室内 

2 クライアント端末 ３台 

3 カラーレーザプリンタ １台 

4 
機器接続に必要なネット

ワーク機器 

一式 

3.4.ハードウェア要件 

別紙３「パソコン機器等仕様書」の能力を満たすか、同等以上の能力を有するものとする。 

3.4.1.基本要件 

(1) 提案システムを安定かつ安全、円滑に運用でき、受注者の責任において品質管理・保守ので

きる機器を提案すること。 

(2) 選定したハードウェアが運用開始後 5 年間は販売元のサポートが継続されること。 

(3) ハードウェアのスペックはシステム機能要件を満たすものを提案すること。 

(4) サーバラックは市側が用意する。サイズはＷ700mm×Ｄ600mm×Ｈ700mm、重量 33kg、前扉及

び背部側部に鍵を装備したものを予定している。 

3.5.ソフトウェア要件 

3.5.1.基本要件 

(1) 他の看護専門学校での導入実績及び稼働実績があること。 

(2) 選定したシステムは、使用開始後５年間は販売元のサポートが継続されること。 

(3) クラウド型の場合、サービスが ISMAP に登録されていること。 

3.5.2.パッケージ要件 

(1) 他の市町村で導入実績のあるパッケージソフトを活用すること。 

(2) 一般の OA ソフトと汎用性の高いデータ形式で入出力する機能を有し、受注者にとって理解

しやすい操作体系、画面構成、かつ十分な処理速度が実現できること。 
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(3) 機能の追加・変更がパラメータの設定でできる等、カスタマイズを必要最小限に抑える設計

となっていること。 

(4) 機能の追加等があった場合、可能な限りパッケージのバージョンアップで対応すること。 

3.5.3.OS要件 

OS のサポート期間が終了する場合は、後継 OS へのアップグレードを受注者の責任において

実施すること。 

3.5.4.資産管理ソフトウェア要件 

(1)クラウド型の場合 

 クライアント端末には資産管理ソフト「SKYSEA」を導入すること。 

 (2)オンプレミス型の場合 

クライアント端末には資産管理ソフト「４th Eye」を導入すること。 

3.5.ネットワーク要件 

(1) クラウド型の場合 

システム、クライアント、プリンタを接続するためのネットワークを敷設すること。 

配線するネットワークは庁内ネットワークのため、ネットワーク管理者である情報システム課

と調整すること。 

なお、クライアント、プリンタは同一室内に設置し、電源は市側で用意する。 

(2) オンプレミス型の場合 

サーバ、システム、クライアント、プリンタを接続するためのネットワークを敷設すること。 

なお、サーバ、クライアント、プリンタは同一室内に設置し、電源は市側で用意する。 

 

4.システム機能要件 

4.1.規模・性能要件 

4.1.1.利用者数 

学籍管理システムの利用者は以下のとおり。 

No. 区分 人数 同時利用者数 

1 利用者 １５名 ３名 

2 ユーザ管理者 ２名 １名 

3 システム管理者 １名 １名 

4.1.2.業務量 

学籍管理システムの対象となる業務の業務量は以下の通り。 

No. 区分 数量 

1 ピーク時１日利用件数 １５０件 

2 年間証明書発行件数 ２００枚 

4.1.3.データ量 

学籍管理システムで管理するデータのデータ量は以下の通り。 

No. データ名 主要項目 件数 

1 在校生学籍データ 学生基本情報、成績、習得単位等   １５０名分 

2 卒業生学籍データ 学生基本情報、成績、習得単位等  ２、５００名分 
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4.1.4.性能要件 

学籍管理システムで以下の性能の確保を目標とすること。 

No. 項目 内容 要件 

1 応答時間 
画面に情報を入力して、結果が

返ってくるまでの時間 
３秒以内 

4.2.クラウド型情報セキュリティ要件 

学籍管理システムについて「藤沢市情報セキュリティポリシー」を確実に遵守すること。  

4.2.1.利用者認証 

(1) ID・パスワード・顔認証により利用者認証を行うこと。 

(2) 利用者が自分でパスワードを変更できること。 

(3) 初期パスワードは初回ログオン時に必ず変更させる機能を有すること。  

(4) パスワードに文字数・有効期限・文字種等の制限をかける（例：パスワードは必ず英数混

在 8 桁以上とする）機能を有すること。 

4.2.2.権限設定 

利用者の所属や職位に応じ、権限を設定すること。 

4.2.3.ログの取得 

個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、利用者及び管理者のアクセスログ・操作ログを取

得し、1 年以上保存できること。また、情報漏えい等有事の際に、確実な操作履歴の追跡や原

因究明が可能なこと。 

4.3.信頼性要件 

(1) サービス稼働時間は２４時間３６５日とし、サービス稼働率は９９.５％ を目標とするこ

と。 

(2) 障害発生時は速やかに回復し、データの復旧ができること。 

(3) システム上のデータを定期的にバックアップ装置へ保存できること。またバックアップに

ついては、契約期間である 5 年間を想定した装置及び媒体を用意すること。 

(4) サーバのハードディスクについては、冗長化により障害発生時にも復旧可能な構成とする

こと。 

(5) 改ざんや盗み見、不正アクセスの防止、暗号化などの対策を講じて、個人情報の漏洩や流

出に関する対策が講じられていること。 

4.4.拡張性要件 

機器への負荷が分散できるよう、あらかじめ機器の増強や構成の拡張が容易にできること。 

4.5.システム中立性要件 

(1) 学籍管理システムにおいては、標準的な技術・データフォーマットを用いること。 

(2) ハードウェアはメーカーを特定せず調達・運用が可能なこと。 

4.6.データセンター要件 

データセンターはバックアップ体制も含めて日本国内にあり、地震及び浸水等の自然災害並び

にシステム障害及びセキュリティ攻撃等に対してシステム運用が継続できるよう、十分な対策

が施されていること。また、日本データセンター協会制定のデータセンターファシリティスタン

ダード（JDCCFS）において規定されている「基準項目」及び「推奨項目」において、「ティア

３」以上 に適合していること。 
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4.7.通信環境要件 

クライアントとデータセンターの接続は LGWAN 回線で接続とすること。 

 

5.1.オンプレミス型情報セキュリティ要件 

学籍管理システムについて「藤沢市情報セキュリティポリシー」を確実に遵守すること。  

5.1.1.利用者認証 

(1) ID・パスワード・顔認証により利用者認証を行うこと 

(2) 利用者が自分でパスワードを変更できること。 

(3) 初期パスワードは初回ログオン時に必ず変更させる機能を有すること。  

(4) パスワードに文字数・有効期限・文字種等の制限をかける（例：パスワードは必ず英数混

在 8 桁以上とする）機能を有すること。 

5.1.2.権限設定 

利用者の所属や職位に応じ、権限を設定すること。 

5.1.3.ログの取得 

個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、利用者及び管理者のアクセスログ・操作ログを取

得し、1 年以上保存できること。また、情報漏えい等有事の際に、確実な操作履歴の追跡や原

因究明が可能なこと。 

5.2.信頼性要件 

(1) サービス稼働時間は２４時間３６５日とし、サービス稼働率は９９.５％ を目標とするこ

と。 

(2) 障害発生時は速やかに回復し、データの復旧ができること。 

(3) バックアップについては、運用開始後 5 年間を想定した装置及び媒体を用意すること。 

(4) 停電時において安全にシャットダウンできる無停電電源装置を備えること。 

5.3.拡張性要件 

機器への負荷が分散できるよう、あらかじめ機器の増強や構成の拡張が容易にできること。 

5.4.システム中立性要件 

(1) 学籍管理システムにおいては、標準的な技術・データフォーマットを用いること。 

(2) ハードウェアはメーカーを特定せず調達・運用が可能なこと。 

5.5.事業継続性要件 

震災時にサーバ等が破壊されないよう、サーバには耐震措置を行うこと。 

 

6.構築・導入 

6.1.プロジェクト管理 

6.1.1 基本方針 

各種プロジェクト管理手法に基づき、管理体系に準拠したプロジェクト管理を実施すること。 

(1) 統括者の配置 

構築・導入業務の統括者を配置し、全体の管理を行なうこと。 

(2) プロジェクト実施計画書 

プロジェクト開始前に、体制、スケジュール、進捗管理方法、コミュニケーション方法、

セキュリティ管理方法、品質管理方法、課題管理方法等を記したプロジェクト実施計画書
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を作成し、市の承認を得ること。 

(3) 進捗管理 

ガントチャート等による進捗状況管理を行なうこと。 

(4) リスク管理 

想定されるリスクについて分析し、影響が大きいものは緊急時対応計画（コンティンジェ

ンシープラン）を作成してリスク対応を検討すること。 

(5) セキュリティ管理 

藤沢市情報セキュリティポリシーの内容を理解した上で業務運用を行うこと。 

(6) 課題管理 

課題管理表を作成し、一元管理すること。 

(7) 構成・変更管理 

各種ドキュメントの変更、追加、削除等については、ドキュメント管理ツール等を用いて

履歴を記録し、版管理を行うこと。 

 

6.2.設計業務 

6.2.1.共通要件 

ハードウェア構成・ソフトウェア構成・ネットワーク構成や、システムの機能、データ項目、

セキュリティ対策、各種パラメータの設定内容等を記載した設計書を作成し、市の承認を得るこ

と。カスタマイズを行った場合は、カスタマイズの内容を記した設計書を作成し、市の承認を得

ること。 

6.3.構築業務 

6.3.1.開発及びカスタマイズ 

設計書に基づき、帳票等の追加変更、システムの機能追加、データ項目追加、パラメータの設

定変更等を行うこと。 

6.3.2.テスト実施 

(1) テスト実施前にテスト内容、実施時期、実施方法、合格基準等を記したテスト計画書を作

成し、市の承認を得ること。 

(2) テスト環境及びテストデータの準備は市と協議すること。 

(3) テスト結果はテスト結果報告書にまとめ、市の承認を得ること。 

6.3.3.システム環境構築 

(1) 学籍管理システムの導入作業、端末環境の設定等、業務で使用できる環境の整備作業全般

を行うこと。 

(2) パッケージ、ソフトウェア及び開発するソフトウェアの導入作業（インストール、設定作

業、チューニング等）を行うこと。 

(3) 市の端末にソフトウェアのインストールや設定等が必要となる場合、市と協議の上、最も

効率的な方法により、必要な端末に当該作業を実施すること。 

6.4.移行業務 

6.4.1.移行計画書作成 

移行スケジュール、移行に必要なデータ、移行判定基準等を記載した移行計画書を作成し、市

の承認を得ること。 
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6.4.2.移行対象データ 

 現行システムからの移行対象データは、下表に示す内容とし、詳細は市より示す。 

No. データ名 主要項目 件数 期間 データ形式 

1 学籍管理データ 学生基本情報、習得単位等 １５０件   １年間 Excel 

6.4.3.移行作業 

市は移行に必要なデータを「5.4.2.移行対象データ」に示すフォーマットで受注者に提供する。

受注者は、受け取ったデータを学籍管理システムで動作するように変換を行い、データをチェッ

クするとともに、学籍管理システムにセットアップし、動作の確認を行うこと。セットアップの

作業は、システム稼働までの間に、検証用と本番用の２回以上、必要な回数実施すること。 

6.4.4.移行判定 

受注者は移行結果について移行報告書を作成し、市の承認を得ること。市は移行報告書に基づ

き、移行判定を行う。 

6.4.5.切り替え 

移行判定で移行の承認が得られた場合、受注者は現行システムから学籍管理システムへ切り替

えを行うこと。 

 

７.マニュアル作成・研修 

マニュアルはシステム管理者向け操作マニュアル、ユーザ管理者向け操作マニュアル、利用者

向け操作マニュアルを作成すること。研修は管理者向け研修、利用者向け研修を実施すること。 

7.1.操作マニュアルの作成 

システム管理者向け操作マニュアル、ユーザ管理者向け操作マニュアル、利用者向け操作マニ

ュアルを作成すること。なお、システム管理者向け操作マニュアルは運用・保守マニュアルと同

一でも可とする。 

7.2.操作マニュアルのメンテナンス 

情報システムのバージョンアップ、改修、設定変更等により操作内容が変更になった場合は、

必要に応じて上記「7.1.操作マニュアルの作成」で作成した操作マニュアルを改定すること。 

7.3.管理者向け研修 

管理者向け研修はユーザ管理者に対して導入後、毎年最低１回実施すること。 

7.4.利用者向け研修 

利用者向け研修は藤沢市立看護専門学校での集合研修を導入当初最低１回実施すること。 

7.5.その他 

市において研修に必要な場所の確保を行う。その他必要な機材、資料については受注者にて準

備するものとし、その際に想定される経費についても見積費用に含めること。 

 

８.運用・保守 

8.1.基本方針 

(1) 統括者の配置 

運用・保守業務の統括者を配置し、全体の管理を行なうこと。 

(2) 体制の確立 

監視、インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理、構成管理、保守及び定期
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報告を行なう体系化された体制を確立すること。 

(3) 連絡体制の明確化 

連絡体制を明確化し、市の担当職員等からの連絡を円滑かつ迅速に行なえる仕組みとする

こと。 

(4) 職員の負担軽減及びコスト削減への配慮 

市の担当職員の負担軽減及びコスト削減に配慮すること。 

(5) 運用・保守マニュアルの整備 

実施手順及びルールを標準化し、運用・保守マニュアルとして整備すること。 

(6) ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの不具合への対応 

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの不具合は、受注者の責任において対応する

こと。 

(7) 情報セキュリティポリシーの遵守 

藤沢市情報セキュリティポリシーの内容を理解した上で、業務運用を行うこと。 

(8) 課題管理表の作成 

課題管理表を作成し、一元管理すること。 

8.2.運用・保守の業務内容 

契約から５年間、システムのソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク機器の運用・保守

及び各種セキュリティパッチの迅速な適用を行うこと。 

また、平日の午前９時から午後５時（正午から午後１時を除く）の間、機器等の保守サポー

ト、問い合わせ対応を行うこと。 

8.2.1.運用統括業務 

(1) 運用・保守計画策定 

運用・保守の内容・体制・受付時間等を記載した運用・保守計画を作成し、市の承認を得

ること。 

(2) 変更・リリース管理 

各種変更への対応、リリース実施の計画立案及び情報管理を行なうこと。 

(3) 構成管理 

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークにおける構成情報の管理、設計書、運用・保

守マニュアルの最新化を行なうこと。 

(4) 運用・保守業務標準化 

運用・保守実施手順及びルールの標準化、運用・保守マニュアルの整備を行なうこと。 

(5) 運用・保守サービス時間 

ＳＥサポート対応時間を含み、平日の午前９時から午後５時（平日の正午から午後１時、 

土日祝日、１２月２９日から１月３日を除く）までとすること。 

8.2.2.ヘルプデスク 

(1) 問合せ受付・対応 

利用者からの QA 対応について、ヘルプデスクを設置すること。 

(2) 対応時間 

平日の午前９時から午後５時（平日の正午から午後１時、土日祝日、１２月２９日から１

月３日を除く） とすること。 
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8.2.3.障害解析・対応 

(1) 障害解析 

障害の一次解析（問題切り分け）、二次解析（原因究明）を行なうこと。 

(2) 障害対応 

障害や不具合対応は、必要に応じて訪問対応を行なうこと。なお、機器の交換やシステム

の再インストール等、障害や不具合の対応に時間を要する場合は、障害等の状況により夜

間または土日の対応をすること。システムの稼動に影響の無い場合はこの限りではない。 

(3) 進捗報告 

障害復旧等に対する進捗状況を随時報告すること。また、作業後は障害発生原因分析から

対応結果、再発防止策までを障害対応報告書として書面で報告すること。 

(4)  設定情報管理 

作業等によりシステムに変更が生じた場合は、変更した設定情報を適切に管理すること。 

8.2.4.運用オペレーション 

(1) バックアップ 

バックアップ計画を策定し、市へ情報提供すること。なお、バックアップについては年２

回（前期終了時、後期終了時）行い、２世代前までのデータを保存する。 

8.2.5.システム保守 

(1) パッケージ保守 

パッケージにおいて障害が発生した場合には、修正プログラムの配付やバージョンアップ

等で対応すること。 

(2) 定期点検 

年に１回以上、学籍管理システムのハードウェア・ソフトウェア・ネットワークに対し定

期点検を行い、定期点検報告書を作成して点検結果を市に報告すること。 

保守の対象となる機器等は以下のとおり。 

No. 区分 数量 

1 サーバ 一式 

2 クライアント端末 ３台 

3 カラーレーザプリンタ １台 

4 機器接続に必要なネットワーク機器 一式 

     ※クラウド型システムの場合は 1 のサーバは除く。 

 

9作業体制 

9.1.体制 

構築作業実施体制図、運用・保守体制図を提示し、市の承認を得ること。また、本業務を統 

括し、市との窓口となる責任者を設置すること。なお責任者は、構築・導入業務の統括者、ある

いは運用・保守業務の統括者と同一でも良い。 

9.1.1.平常時連絡体制 

 市の通常業務時間内における連絡体制を整備すること。 

9.1.2.緊急時連絡体制 

 市の通常業務時間外において、市が緊急に責任者等と連絡調整を必要とする場合、受注者は
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市と責任者等との間で速やかに連絡を取れる体制を整備すること。  

9.1.3.担当者 

業務の実施体制には、必要に応じて類似のシステムの設計、構築・導入、運用・保守の経験者

を含むこと。 

9.2.会議体 

9.2.1.構築進捗報告会 

構築からシステム切り替えが終了するまで、プロジェクトの進捗について会議を実施して報告

すること。会議実施５営業日以内に議事の要旨を記した議事録を提出すること。 

会議名 構築進捗報告会 

頻度 月一回 

参加者 構築・導入業務の統括者及び利用者代表 

報告内容 プロジェクト進捗状況、課題発生状況、各種依頼事項 

 

10.成果品と納入方法 

10.1.成果品 

以下を成果品とする。なお、納品ドキュメントの内容は「10.3.納品ドキュメント」に定める。 

(1) 構築した情報システム一式 

(2) 構築した情報システムに伴い必要となったデータ一式 

(3) 納品ドキュメント類一式 

10.2.納品ドキュメントの形式 

Ａ４版で印刷製本したもの２部及び Microsoft Office Wordまたは Excel形式による電子ファ

イル一式を用意すること。 

10.3.納品ドキュメント 

納品ドキュメントは以下のとおり。 

No. カテゴリ 納品ドキュメント 
納期(詳細は市と協議の上 

定めること) 

1 

プロジェクト管理 

プロジェクト実施計画書 契約締結後 2週間以内 

2 
ガントチャート(進捗状況管理

表) 

随時、及び構築進捗報告会

実施時 

3 緊急時対応計画 随時 

4 課題管理表 
随時、及び構築進捗報告会

実施時 

5 
(構築)作業体制 

構築作業実施体制図 契約締結後 2週間以内 

6 構築進捗報告会議事録 会議開催後 5営業日以内 

7 

設計業務 

設計書 

構築作業実施、及び改定後

速やかに提出 

 

8 

構成図（ハードウェア、ソフ

トウェア、ネットワーク）(上

記設計書に含んでも良い。) 

9 パラメータ設定表（ハードウェ
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ア、ソフトウェア、ネットワー

ク）(上記設計書に含んでも良

い。) 

10 
構築業務 

テスト計画書 テスト実施前 

11 テスト結果報告書 テスト実施後速やかに提出 

12 
移行業務 

移行計画書 移行実施前 

13 移行報告書 移行実施後速やかに提出 

14 

マニュアル作成・

研修 

システム管理者向け操作マニ

ュアル(運用・保守マニュアル

と同一でも良い） 

学籍管理システムへの切り

替え前 

15 
ユーザ管理者向け操作マニュ

アル 

学籍管理システムへの切り

替え前 

16 利用者向け操作マニュアル 
学籍管理システムへの切り

替え前 

17 利用者向け研修資料 研修実施後速やかに提出 

18 

運用・保守 

運用・保守計画(体制図含む) 運用・保守開始前 

19 

運用・保守マニュアル(システ

ム管理者向け操作マニュアル

と同一でも良い) 

運用・保守開始前及び改定

後速やかに提出 

20 課題管理表 
随時、及び運用・保守報告

会実施時 

21 障害対応報告書 障害対応終了後速やかに 

22 定期点検報告書 定期点検終了後速やかに 

23 
データ消去・機器

撤去・廃材処理 
データ消去報告書 

構築終了時、運用・保守終

了時等、必要に応じ随時提

出 

24 

機器撤去・廃材処

理 

 

産業廃棄物管理票（マニフェ

スト） 

構築終了時、運用・保守終

了時等、必要に応じ随時提

出 

25 
次々期システムへ

のデータ移行 

移行データ（テスト用、本番

用）及びデータ定義表 

次々期システムへのデータ

移行前 

10.4.検収 

成果品について、市が検査を行う。検査を行った結果、不備があった場合には、受注者は市の

指示に従い適正な処理を施し、再度検査を受けること。 

10.5.納入場所 

市が別途指定する場所とする。 

 

11.スケジュール 

本調達のスケジュールは、「藤沢市立看護専門学校学籍管理システム調達公募型プロポーザル

実施要領」に記載の通り。 
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12.その他 

12.1.管理、調整、作業依頼 

(1) 進捗管理を行うために、事前に市にシステム開発スケジュールを提出し、それに沿った打

合せ、導入作業を行うこと。 

(2) すべての作業工程にわたり、学籍管理システムが稼動する上で必要な調整を担当職員と行

なうこと。 

(3) 市からの問い合わせに対し、迅速且つ適切な回答を行うこと。 

(4) 別紙２「データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書」に準ずること。 

12.2.作業場所 

(1) 設計・構築等の作業は、事前に担当職員と協議を行い、許可を受けた場所でのみ実施する

こと。なお、作業場所は原則、受注者の責任と負担において用意すること。また、必要に

応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとすること。 

(2) 市の施設内で作業を行なう場合で、特に特定の会議室等を利用する場合は、１ヶ月前には

担当職員と協議を行うこと。 

(3) 市の施設内で作業する場合は、原則、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとし、

必ず所属、氏名等が記載された名札を着用すること。 

12.3.次々期システムへのデータ移行 

受注者は、次々期システムへの移行に必要なすべてのデータを汎用的なファイルフォーマッ

トで 2回（テスト用、本番用）以上提供するための参考見積を提出すること。 

12.4 環境保全 

受注者は、藤沢市地球温暖化対策実行計画の趣旨を理解し、第５章の各取組項目を 

実施するよう努めること。 

12.5 その他 

この仕様書に記載のない事項については、別途協議の上、取り決めるものとする。 

 

以 上 

 

 


