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1. 事業概要

(1) 件名

川越市統合型校務支援システム導入事業

(2) 目的

今回整備する統合型校務支援システムは、文部科学省より通知された「教育の情

報化ビジョン」（平成 23 年）や「教育の情報化加速化プラン」（平成 28 年）におい

て、その必要性が論じられており、児童生徒情報管理、出席管理、成績管理、保健

管理等の機能を持つものである。教職員の多忙化の解消、安全な児童生徒の個人情

報の管理・共有・活用のためには、更なる情報共有の迅速化・的確化を図るととも

に、児童生徒の学籍管理や成績管理等の校務情報の一元的な管理・運用による効率

化を進めることが必要である。

本事業では、統合型校務支援システム並びにシステムを稼働する上でのインフラ

を整備することで、校務業務の効率化を実現し、教職員が生徒に向き合う時間を増

やし、教育的効果を向上させることを目的とする。

2. 履行場所

(1) 小学校 32 校

川越市立川越第一小学校、川越市立川越小学校、川越市立中央小学校

川越市立仙波小学校、川越市立武蔵野小学校、川越市立新宿小学校

川越市立大塚小学校、川越市立泉小学校、川越市立月越小学校

川越市立今成小学校、川越市立芳野小学校、川越市立古谷小学校

川越市立南古谷小学校、川越市立牛子小学校、川越市立高階小学校

川越市立高階南小学校、川越市立高階北小学校、川越市立高階西小学校

川越市立寺尾小学校、川越市立福原小学校、川越市立大東東小学校

川越市立大東西小学校、川越市立霞ケ関小学校、川越市立霞ケ関北小学校

川越市立霞ケ関南小学校、川越市立霞ケ関東小学校、川越市立霞ケ関西小学校

川越市立川越西小学校、川越市立名細小学校、川越市立上戸小学校

川越市立広谷小学校、川越市立山田小学校

(2) 中学校 22 校

川越市立川越第一中学校、川越市立初雁中学校、川越市立富士見中学校
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川越市立野田中学校、川越市立城南中学校、川越市立芳野中学校

川越市立東中学校、川越市立南古谷中学校、川越市立高階中学校

川越市立高階西中学校、川越市立寺尾中学校、川越市立砂中学校

川越市立福原中学校、川越市立大東中学校、川越市立大東西中学校

川越市立霞ケ関中学校、川越市立霞ケ関東中学校、川越市立霞ケ関西中学校

川越市立川越西中学校、川越市立名細中学校、川越市立鯨井中学校

川越市立山田中学校

(3) 特別支援学校 1校

川越市立特別支援学校

(4) 川越市教育委員会 4拠点

学校管理課／教育指導課

教育センター

教育センター分室リベーラ

あけぼの・ひかり児童園旧園舎（教育委員会施設）

3. 履行期間

(1) システムの構築業務

2020 年 1 月 31 日までとする。

(2) システム利用期間

2020 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日とする。

（ただし、2020 年 2 月 1 日からの 2 カ月間は、2020 年 4 月本稼働のための準備期間と

する。（児童・生徒・職員情報の整理、学級編制、研修会等））

4. 調達内容

統合型校務支援システムの導入、センター型基盤システムの構築等を通じて、教職員の

働き方改革を実現することで、本市の教育的効果の向上を目指すことが主たる内容となる。

高いセキュリティと高い可用性を実現しながらも、利便性が現在よりも低下しないものを求め

る。
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(1) 統合型校務支援システム

n パッケージ要件

① 提案する統合型校務支援システムの実績として、同一の自治体において小学校と

中学校両方でセンター型システム方式での導入実績があること。実績は、2019年4

月までの実績を含む（ただし、学校CMS(Content Management System)及びグルー

プウェア単体の導入実績は除く）。

② 提案する製品は全国的に導入実績がある製品であり、かつ都道府県の推奨システ

ムとなっている、或いは政令指定都市・中核市への導入実績がある製品であるこ

と。

③ 提案する製品は、５年以上の稼働実績を持ち、学校の校務（出席簿、通知表、指

導要録は必須）の情報化を実現し、現在も継続して利用されている製品であること

(一部モデル校での運用や、一部機能のみでの運用は、稼働実績として認めな

い)。

④ 一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）の準拠登録製品一覧に掲載さ

れている製品であること。また、APPLIC-0002-2016（学習情報・保健情報いずれに

も）においてオレンジマークを取得している製品であること。

⑤ 定期的にバージョンアップ（機能改訂若しくは拡張）を図るシステムであること。

n 基本要件

① 現在、各学校で使用している名簿や成績表などを活かし、教員の負担を軽減する

ために、Excel（Microsoft Office ソフトウェアをいう）で作成された名簿データや成

績データなどを活用できる仕組みを持つこと。

② システムにかかわるすべての情報（児童生徒情報、成績情報、教職員情報など）の

運用管理において、効率的に行えるよう工夫されたシステム構成であること。

③ 最大 9 年間の情報を管理できること。

④ 専用ネットワーク内に設置したセンターサーバー型で動作するWeb型システムであ

ること。また、クライアント端末へ新たなソフトウェアをインストールすることなく利用で

きること。（外字ソフトを除く）

⑤ バックアップ処理

障害時から速やかに復旧できるよう、各種データのバックアップを行うこと。

データ喪失のないよう、厳重なバックアップ体制をとること。２世代以上の

バックアップデータを日次で確保できる仕組みを設けること。
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⑥ バージョンアップ

使用期間内に法令、条例等の改正、国又は都の制度の改正があったときは、

無償のバージョンアップを行うこと。また、使用期間内にシステムの不具合

が生じた場合は無償で修理すること。さらに、使用期間内においても機能の

改良に努めるとともに、機能の改良が実施されたときは、バージョンアップ

プログラムを積極的に提供すること。

n 機能要件

本件に関する提案対象業務は、以下の通りとする。

○ 学籍管理

○ 出欠管理

○ 成績管理

○ 保健管理

○ 日程管理

※各機能の詳細については、別表の機能要件表を確認すること。

※市立特別支援学校については、学籍管理、出欠管理、日程管理のみの利用と

する。

n 帳票等

① 利用機能に係る帳票については、県・市統一・各学校の所定様式にあわせた加工

や修正が伴うことに留意し、その対応については提案書の中で提示すること。

② 本市の求める帳票は下表の通りとし、カスタマイズして提供すること。なお、各帳票

の納品時期については、別途協議すること。

③ 業務を行う上で、下表に掲げるもの以外の帳票が必要となった場合には、システム

標準搭載の帳票を利用できること。また、標準搭載にない 20 帳票の追加帳票作成

を想定した費用を見積もること。60 ヵ月の利用期間内で新規に発生した要件がある

場合に本枠を利用する。

④ システム標準搭載の帳票一覧を別途提出すること。

⑤ すべての帳票において、契約後速やかに受注者にて作成スケジュールの提示を

行うこと。その際、教育委員会、学校、受注者それぞれの対応事項を明確に示し、

学校並びに教育委員会の帳票レイアウト作成および設定等に対する負担が少な

い方法で行うこと。
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n 学齢簿システムから出力されたデータ（以下「学齢簿データ」という）の統合

型校務支援システムへの取込について

① 統合型校務支援システムでは、学齢簿データを受け取り、小中学校等が管理

すべき新入学及び学齢簿を統合型校務支援システムに取り込むこととする。

詳細についてはシステム設計時に調整とする。

② 学齢簿データの種類については以下のとおりとする。詳細については、受注

者と協議して定める。

・児童生徒就学通知簿データ

・児童生徒学齢簿データ

・児童生徒学齢簿データ連携に必要なマスタデータ

なお、学齢簿データのファイル形式等の詳細については、受注者と協議して

定める。

③ 学齢簿データの取り込みの時期については以下のとおりとする。

【当初データ（当初移行時）】

・出力タイミング：システム稼働前の当初（1回のみ）

・抽出条件 ：出力基準日時点で小学１年生から中学３年生を対象とす

帳票名 数

通知表（小学校） 3種（低中高学年で 1種類ずつ）

通知表（中学校） 1種

指導要録（小学校） 3種（様式 1、様式 2、抄本）

指導要録（中学校） 3種（様式 1、様式 2、抄本）

特支用指導要録（小学校） 1種（様式 3）

特支用指導要録（中学校） 1種（様式 3）

調査書（公立） 1式（個票、一覧表）

卒業生台帳 1種

学校日誌 1種（共通）

健康診断票 2種（一般、歯・口腔）

受診勧告書 8種

(視力・眼科・歯科・耳鼻咽喉科・聴力・内科・尿・心電図)

出席簿 1種（共通）
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る全件。

【年次データ】

・出力タイミング：随時

・抽出条件 ：小学校及び中学校の新入生データ

④ 学齢簿データの児童生徒名等については、市役所で管理されている外字も含

まれる。児童生徒名等については、Windowsに標準インストールされている

フォント及び統合型校務支援システムで提供される外字にて表示可能となる

文字コードに変換することとする。

なお、変換を必要とされる文字コードについては、類似の文字または外字を

統合型校務支援システムに取り込む際に自動的で行うこととする。

この変換に必要な処理は、この統合型校務支援システムの機能の範囲とする。

n 外字運用

① 本市で必要な外字の表示、利用ができること。

② 外字の対応範囲は、市内の小中学校、特別支援学校に所属する児童生徒、教

職員の氏名及び学籍等に利用される住所に必要な文字とする。

③ 運用時に不足する外字が新たに発生した場合は、追加費用なく、外字を作成

することとする。

④ 追加された外字は、Windows端末に自動で取り込む仕組みも提供するなど、

本市にとって最適なものを提案すること。

(2) 統合型校務支援システム用ネットワーク

n センターサーバー要件

① セキュリティ面や業務継続性の観点から、統合型校務支援システムの運用方

式は、安全面・費用面・継続性に配慮し、以下のいずれかの方法でセンター

集約化すること。

(ア) 本庁舎のサーバ室設置方式

l 受注者は、本市が用意する仮想化技術を利用したサーバ基盤環境に、

提案する統合型校務支援システムをインストールし、システムが正

常かつ円滑に運用できる状態に設定等を行うこと。

l 統合型校務支援システムを構築する仮想化基盤のリソースは、提出

されたサーバ機器一覧表を基に算出する。ただし、本市の要求する
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仕様に対して過剰なリソースを要求していると本市が判断した場合

は、リソースの調整を行う場合がある。

l 本市は、仮想化基盤上に仮想サーバの作成（CPU、メモリ、ディス

ク、ネットワークリソースの割当）までを行う。受託者は、それ以

降のサーバ構築作業（OS、ウィルス対策ソフト、その他必要なツー

ル等のエージェントの調達からインストール、設定等を含む）を実

施すること。

※仮想サーバで作業する際のユーザー情報等は、本市が指定する

l 本市が用意する仮想化技術を利用したサーバ基盤環境を利用する場

合、受注者によるリモート保守は一切認めないものとする。受注者

は、リモート保守ができないことを考慮した上で、本市にとって最

適な運用・保守体制を提案すること。

l 本市が保有する仮想化基盤の環境は、別紙「仮想基盤の稼働環境等

VMware 利用機能」に示す。システムの稼働に、別紙に記載ない機能ま

たはライセンスが必要な場合には、受注者が本件において調達するもの

として設計すること。また、仮想化基盤の設定に関しては、本市の作業と

するが、受注者は必要となる設定情報を本市に示すほか、機能を正常動

作させるための正常動作させるための技術的な助言を的な助言を本市

に対し行うものとする。

l 仮想基盤上に構築できないシステムにおいては、システムの稼働に必要

なハードウェア及びソフトを本件で調達すること。

(イ) サービス利用方式（クラウド型）

l 受注者が提供するサービスにて統合型校務支援システムを利用でき

る環境を構築すること。

l 受注者が提供するサービス拠点と本市（本庁舎サーバ室）を接続す

る回線については、ＩＰ－ＶＰＮとし、受注者が用意する。受託者

は、統合型校務支援システムを問題なく利用するにあたり必要な回

線速度（スペック）を提案すること。

l 通信回線の契約が必要な場合には、サービス提供者が回線事業者と直

接契約し、費用を支払うものとする。これに係る費用は本件業務の保守に

含めるものとする。
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l 本庁舎サーバ室にて設定作業が必要な場合は、作業に必要な情報を本

市に提供すること。

n ＳＬＡ

ＳＬＡについては、システム利用開始時に、双方の合意のもと文書として取り

交わすこと。なお、次に示す要件は必ず満たすこと。

各項目で掲げるサービスレベルを達成できない場合には、達成に向けた改善策

を検討・ 提案し、本市の了解を得た上で、実施すること。なお、改善策の実施等

に必要な費用は受注者が負担すること。

また、システムを導入する全学校が円滑にシステムを利用できるよう、定期的

にサーバのスペックの見直しを行い、改善等が必要な場合は、受注者の負担にお

いて実施すること。

n 校内ネットワーク

① センターサーバー設置箇所と各学校との接続は、既存の回線を利用すること。

② 統合型校務支援システムの利用及び繁忙期等を考慮し、既存回線の増強が見

サービスレベル項目 内容 サービスレベル

可用性

稼働時間 サービス提供時間（計画停止時間を除く。） ２４時間３６５日

計画停止時間
定期点検、修正モジュール適用等で計画的に

システムを停止する時間
月１０時間以内

稼働率
（年間総稼働時間-計画停止時間-計画外停

止時間）÷（年間総稼働時間－計画停止時間）

年間稼働率

９９.５％以上

障害報告時間
ハードウェア又はソフトウェアの障害検知

から本市へ報告するまでの時間
２時間以内

障害復旧
ハードウェア又はソフトウェアの障害検知

から復旧までの平均時間
８時間以内

信頼性 バックアップ バックアップの回数 １日１回以上

性能
オンライン

応答時間

データセンター内の平均応答時間

※１学級（４０名）の成績（国語５観点）

の一覧表示する時間

平常時３秒以内

繁忙時５秒以内
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込まれる場合は、別途記載すること。

※なお、その際の回線は本市が調達するため、本調達の範囲外とする。

n クライアント要件

① 統合型校務支援システムにアクセスする端末については、既存の校務用端末

を使用すること。

② システムを使用するクライアント端末に必要な設定作業も本件調達に含むも

のとする。

③ 許可されたクライアントのみが、統合型校務支援システムのサーバへアクセ

ス可能とすること。

④ 統合型校務支援システムにおけるデータの保存、管理については、原則とし

て、サーバ上で行うこととし、クライアント側にはデータを保持しないよう

にすること。

5. プロジェクト管理

以下のことに留意し、履行期間内にプロジェクトを遂行すること。

① 本市と受注者双方の認識の違いが生じることを防ぐとともに、双方でリスクを共有

し、双方が納得したうえで本件業務を実施すること。

② 受注者は、導入作業の実施にあたり、本市と受注者双方の人的リソースと会議体、

それらの役割と双方の分担を明確化すること。

③ 会議体の運営は受注者が主体となって行い、記録管理も受注者が行うこと。

④ 受注者は、導入作業において、必要に応じて本市担当者との打合せやレビューを

実施すること。

⑤ 課題・進捗管理は受託者が行うこととし、作業の遅延発生を防止すること。

⑥ 作業の遅延が発生した場合、原因と対策（案）を説明し、本市の承認を得たうえで、

対策を実施してリカバリを図ること。

⑦ 毎月の報告業務として、月例報告書の作成・提出を行うこと。

⑧ 統合型校務支援システム導入による効果を検証するための方策を提案、実施する

こと。なお、アンケート等により検証する場合にあっては、内容について教育委員会

の承諾を事前に得るとともに、アンケート実施後の検証・集計方法についても教育

委員会の指示を得ること。
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6. 利用者研修

円滑なシステムの導入・活用の促進のため、教職員に対して有効な研修を提案すること。

① 機能を網羅したガイドブック等を提供すること。

② 各機能の運用にあたっては、対象教員、学校などを適切にグループ分けし、操作

方法の習得を目的とした研修を実施すること。

※グループ分けや回数については、5 年間のスケジュール案として提案書の中で

提示すること（一例を下表に示す）。

③ 操作研修の実施にあたっては、児童生徒が下校した後の時間に実施するなど、通

常業務への影響を極力回避すること。

④ 集合研修については、川越市立教育センターコンピューター室（PC４０台設置）に

て実施を想定するものとする。

研修 参考回数 時間※

巡回研修

導入研修会

（導入年度）
各学校 1回 90 分

通知表研修会

（導入年度）
各学校 1回 90 分

集合研修

導入ガイダンス

1回

管理職や担当者に向けた導入概要、ス

ケジュール説明

90 分

通知表ガイダンス
1回

通知表作成方針、スケジュール説明
90 分

指導要録研修会

1回

管理者（教務主任・情報担当など）、

に向けた研修

90 分

調査書研修会

1回

中学校管理者（教務主任・情報担当な

ど）、に向けた研修

90 分

年度移行研修会 2回/1 年目、2 年目 90 分

保健研修会 １回 養護教諭に向けた研修 90 分

新任者・異動者研修会

（2年目以降）

新任者、市外からの異動者

1回/年
90 分
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7. 運用／保守要件

(1) 保守作業と修理

① 本システムが常に完全な機能の提供を維持できるように、導入するシステム

等に関するハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク機器等について、

受注者は障害時等の切り分けの他、障害保守復旧作業を速やかに行うこと。

② 必要に応じて、予防保守を行うこと。

③ 契約期間中は、導入するシステム等に関するハードウェア、ソフトウェア、

ネットワーク機器等の修理を行い、これら全てを保守の範囲に含めること。

(2) ヘルプデスク

① 統合型校務支援システムの操作について、学校及び教育委員会からの問合せ

受付を行うヘルプデスクを設置すること。

② 統合型校務支援システムの専門ヘルプデスク窓口を設置し、システムを熟知

している人員を常時配置して対応すること。

③ 電話での基本対応時間は、最低限として、平日 9時～17 時の時間帯を担保す

ること。なお、繁忙期（川越市立小・中学校終業式及び修了式前３週間の期

間）は平日 9時～19 時の対応とすること。

(3) 不具合・故障受付

① 本システムやハードウェアに障害や故障が発生した場合、一元的に受付ける

窓口を設置し、最低限として利用ユーザーからの電話による申告を平日 9時

～17 時まで受付可能とすること。なお、繁忙期（川越市立小・中学校終業式

及び修了式前 3週間の期間）は平日 9時～19 時の対応とすること。

※業務への影響等をふまえて、障害対応作業等を含め誠実かつ柔軟に対応し、

時間外については、24 時間 365 日メール／FAX での受付が可能なこと。

※ヘルプデスク、不具合・故障受付相談窓口は一本化することが望ましいが、

一本化できない場合は、各々連絡を受けたときに責任を持って相互に連絡を

取り合うこと等の対応策を、提案書内に記載すること。
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(4) システムのアカウント認証

① システムのアカウント認証については、本市が保有する認証システム

（Active Directory 等）との連携を図るものとする。

8.作業実施に関する注意事項

本庁舎のサーバー室設置方式の場合、以下の注意事項を遵守すること。

(1) 必要なセキュリティの管理体制（ISMS に準じた体制）を整え、情報セキュリティ対策状況を

管理するセキュリティ責任者を定めるとともに、本市情報セキュリティポリシーを遵守すること。

(2) 業務従事者は、「業務従事者名簿」により届け出た者のみとすること。

ただし、緊急を要する場合で本市の承認を得た場合は、この限りでない。なお、業務従事者

名簿に登載されていない者を従事させる必要が生じた場合には、その理由を明記し、変更

後の業務従事者名簿を速やかに本市に提出すること。

(3) 作業場所は、本市が指定した場所とし、業務従事者及び作業に立ち会う営業職の者は、

ネームプレートを着用すること。

(4) 庁舎内作業場所に端末機、外部記憶装置等の機器を持ち込む場合には、作業利用機器

一覧で事前に本市に届け出て、検収印を受けること。なお、庁舎内作業場所における作業

で必要とする電気、紙等の消耗品については、本市の負担とする。

(5) 本件に係る作業（システムの構築、テスト並びに本格稼働後の保守等）は、原則として通常

開庁時間に行うこと。ただし、やむを得ない事情により閉庁時間帯に作業が及ぶことが想定

される場合等には、事前に本市に申し出て承認を得ること。

9.機密情報の取扱いに関する事項

(1) 仕様書に記載の事項、本件調達の履行に関し知り得た事項は、本市の機密情報として取

扱うものとし、本件調達の期間中、期間終了後を問わず第三者に漏らしてはならない。

(2) 本件調達の業務従事者等に前項規定を順守させるため、秘密保持契約を締結するなど必

要な措置を講じること。

(3) 本市は、秘密情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で落札者の実施する業務

の作業場所に、落札者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができるもの

とする。また、本市が秘密情報の管理状況について報告を求めたときは、すみやかに必要事

項を報告すること。
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10.事故時の対応に関する事項

(1) 本件の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰

責の如何に係らず、直ちにその旨を本市に報告し、速やかに応急措置を加えた後に、遅滞

なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を提出すること。

(2) 本市が保有する情報の不正使用、漏洩、滅失、毀損その他の事故が発生した場合には、

直ちに本市に報告するとともに、必要な対策について協議すること。この場合において、本

市は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができるものとする。

(3) 本市が保有する情報の不正使用等による事故が落札者の責に帰すべき事由により発生し、

本市又は第三者に損害を生じさせた場合には、本市又は当該第三者に対し損害賠償の責

任を負うこと。

11.物件に係る税等の取扱いに関する事項

本件は、地方自治法第２３４条の３に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契

約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、

当該契約は解除することができる。」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。ま

た、賃貸料に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税

率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先

して適用される。」旨を記載する。

12.合意管轄に関する事項

本件及び本件に基づく個別契約に関し、直接または間接的に裁判上の紛争が生じた場合

には、本市所在地を管轄する地方裁判所を以って第一審の専属的合意管轄裁判所とするこ

と。

13.信義則に関する事項

落札者としての決定後において、本件の内容に関して疑義が生じた場合又は本書に定めの

ない事項に関しては、信義誠実の原則に従い、本市と対等な立場で協議し、対応を決定するこ

と。


