
 

 

 

 

芦屋市内部情報系システム構築業務 

に係る情報提供依頼書（RFI） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月１８日 

芦屋市企画部情報政策課 
 

 

 

 



1 

 

１ 情報提供依頼の目的 

芦屋市（以下、本市）では、現行の内部情報系システム（職員認証基盤・グループウェ

ア・文書管理・財務会計・行政経営・庶務管理・人事給与）について再構築の検討を行っ

ています。 

今回の情報提供依頼は、事務効率の向上等のため、事業者の皆様より広く情報提供をお

願いするものです。 

 

２ 前提条件 

(1) 内部情報系システムの導入方針 

本市 LGWAN 系ネットワーク（以下「LGWAN 系」）に統合型のシステムを導入し、

インターネット系ネットワーク（以下「インターネット系」）にはメーラー及びそれに

付随するメールサーバ等を導入することを前提とします。ただし、同一事業者による提

供ができない場合又は統合型の内部情報システムとして製品を有していない場合につ

いては、提案可能なパッケージによる提案をすることができるものとします。この場合

は、下記「３(6) 内部情報系システムに係るデータ連携」に記載しているシステム連

携が可能な仕組みを提供していただくことを前提とします。 

(2) 内部情報系システムの導入形態 

現在本市では、オンプレミス型のシステムを利用しており、次期システムについても

基本的には同様の形態での利用を考えています。ただし、価格に優位性がある場合は、

クラウド等を活用した形態に移行することを排除していません。 

(3) 外部からのメールの処理について 

インターネット系で受信したメールについては、インターネット系のメーラーで閲

覧及びダウンロードができることに加え、本市導入済みの Smooth File ネットワーク分

離モデルを用いて、メールの件名、本文、無害化した添付ファイルを LGWAN 系のメ

ーラーで閲覧及びダウンロードできるものとします。 

(4) データの引継ぎ 

現行システムから次期システムへのデータ引継ぎにあたり、以下のフォーマットで

現行システム内のデータを提供させていただきます。 

システム名 業務名 フォーマット 

SP 統合基盤 統合基盤 CSV 形式（※） 

GPRIME 文書管理 文書管理 CSV 形式又は総務省中間

標準レイアウト（XML 形

式）又はその両方 

GPRIME 財務会計 

（オプションのみ利用） 

行政評価、資産管理、公有

財産、実施計画、物品管理 

CSV 形式 

財務 WIN-R 財務会計 CSV 形式 
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COUS 人事給与 

COUS 庶務管理 

人事給与・庶務 CSV 形式 

CESS グループウェア グループウェア CSV 形式 

※ CSV 形式は現行ベンダー指定フォーマットとなります。 

(5) 記載事項の前提条件 

本件に基づく記載事項については、現時点における案であり、今後の検討において、

別途決定します。また、後述の仕様が実現できない場合は、適宜、その旨記載していた

だくものとし、本仕様を実現できないことを理由に本 RFI への参加を阻むものではあ

りません。 

 

３ 内部情報系システムの概要 

(1) 現行システムの現状及び課題 

現行システムは導入ベンダーを統一しているため、全システムにおいてシングルサ

インオンを実現しており、次期システムにおいても必須であると考えています。また、

職員認証基盤から様々なシステムに合わせた形で所属情報及び職員情報をエクスポー

トすることで、内部情報系システムに限らないシングルサインオンを実現できており、

これも次期システムで維持したいポイントとなります。しかし、現行システムには次に

掲げる課題が存在します。これらを解決して業務効率化を推し進めるため、「ゼロベー

ス」で様々なご提案を検討したいと考えています。 

ア LGWAN 系にあるグループウェアのメーラーで、インターネット系のメールを閲

覧する際は、本文しか転送されず、添付ファイルが除去されるため、インターネット

系（本市では仮想デスクトップで運用しています。）を開く必要があります。また、

このことにより、インターネット系のメールの添付ファイルをインターネット系の

フォルダにダウンロードしたまま削除しないという状況が散見されます。（本市では

データは原則 LGWAN 系に保存することとしており、インターネット系のフォルダ

に長期保存しないこととしています。）これらの煩わしさ及びセキュリティ上の問題

点について、次期システムの導入を契機として対処したいと考えています。 

イ 一般的なグループウェアが持つ下記機能が現行のグループウェアには存在しない

ため、これらの機能を含むグループウェアを導入したいと考えています。 

(ｱ) チャット（LGWAN 系で職員同士が利用するもの。） 

(ｲ) Q & A システム（庁内問い合わせ削減のため、あらかじめ Q & A を登録してお

き、問い合わせ前にそれらを参照するもの。簡単なデータベースで可。） 

(ｳ) ワークフロー（文書管理システムを使うまでもない簡易な課内決裁を紙の申請書

に代わって電子上で完結するもの。） 

ウ 現行の財務会計システムのサポートが終了するため、これを機により使いやすい

システムを選定したいと考えています。 
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エ 庶務管理から各自で印刷できる源泉徴収票が法定の様式ではないため、これを法

定の様式で印刷できるようにし、発行の手間を削減したいと考えています。 

(2) 現行ベンダー（括弧内は製品名） 

ア 職員認証基盤 NEC ネクサソリューションズ（SP 共通基盤、GPRIME 共通基盤） 

イ グループウェア NEC ネクサソリューションズ（CESS グループウェア） 

ウ 文書管理 NEC ネクサソリューションズ（GPRIME 文書管理） 

エ 行政経営 NEC ネクサソリューションズ（GPRIME 財務会計） 

オ 財務会計 NEC ネクサソリューションズ（財務 WIN-R） 

カ 庶務管理 NEC ネクサソリューションズ（COUS 庶務管理） 

キ 人事給与 NEC ネクサソリューションズ（COUS 人事給与） 

(3) 対象範囲 

項番 項目名 
既存 

新規 
機能 

1 職員認証基盤 既存 ポータル、職員情報管理（所属・役職・権限）、

認証管理（シングルサインオン、ポータル連

携）、人事異動ツール（統合データベース）、

内部情報系システム間データ連携 

2 グループウェア 既存 メール（メール・ローカルメール・共有メー

ル）、掲示板、回覧板、スケジュール（全体・

個人・3 役）、施設予約、アドレス帳、電子

会議室、ネットフォルダ、人員構成図、ネッ

トワーク強靭化（メール無害化・情報連携） 

新規 チャット、Q & A システム、ワークフロー 

3 文書管理 既存 収受・起案・供覧・施行、保存管理（簿冊管

理・移管・保存箱管理・貸出・廃棄）、電子

決裁（回議・承認（公印承認含む）・決裁）、

通知管理、文書検索 

4 財務会計 既存 予算管理（編成・分析・管理）、執行管理（歳

入・歳出・出納）、決算管理（決算統計）、資

金管理、起債管理、電子決裁・審査、汎用デ

ータ抽出 

5 行政経営 既存 実施事業管理、行政評価、財政推計（シミュ

レーション）、物品・備品管理、公有財産管

理、固定資産管理、公会計連携 

6 庶務管理 既存 勤務管理、届出申請、明細照会、出退勤、出

張旅費、電子決裁、駅すぱーと連携 



4 

 

7 人事給与 既存 人事給与、福利厚生、臨時嘱託、健康管理、

会計年度任用職員制度 

※ 各システムの機能については、現行システムを元に記載しているものであり、各

機能がどのシステムに含まれるかについては問いません。 

 (4) 内部情報系システムの利用者数 

ア 対象職員数 

約 1,000 人 

イ 端末台数 

約 1,100 台 

(5) 内部情報系システムの運用条件 

ア メモリ 16 GB 

イ CPU Core i5（第 11 世代、第 8 世代） 

ウ OS Microsoft Windows 10（令和 7 年度、Windows 11 で運用予定） 

エ Office Microsoft Office 2016、2019、LTSC 2021 又は Microsoft 365 

(6) 内部情報系システムに係るデータ連携 

項番 連携元 連携先 連携情報 備考 

1 人事給与 グループウェア 所属情報 

職員情報 

役職情報 

 

2 職員認証基盤 文書管理 所属情報 

職員情報 

役職情報 

 

3 職員認証基盤 財務会計 所属情報 

職員情報 

 

4 職員認証基盤 行政経営 所属情報 

職員情報 

 

5 人事給与 庶務管理 所属情報 

職員情報 

役職情報 

 

6 人事給与 職員認証基盤 

 

所属情報 

職員情報 

役職情報 

 

7 人事給与 財務会計 給与支払情報  

8 グループウェア 文書管理 メール情報 メールを文書として

収受する際に利用 
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9 財務会計 文書管理 伝票情報 財務会計について

の起案 

10 財務会計 行政経営(物品) 物品購入情報 物品購入 

11 財務会計 行政経営 

(事務事業評価・

実施計画） 

予算・決算 

情報 

行政評価 

 

(7) 内部情報システムに係るデータの外部連携 

項番 連携元 連携先 連携情報 備考 

1 職員認証基盤 Smooth Fileネット

ワーク分離モデル 

所属情報 

職員情報 

 

2 職員認証基盤 PPP V5（公会計） 所属情報 

職員情報 

 

3 グループウェア

（I 系） 

グループウェア（L

系） 

インターネッ

トメール 

メール無害化・

情報連携 

4 財務会計・行政経

営 

PPP V5（公会計） 仕訳情報 

資産情報 

 

5 PPP V5（公会計） 財務会計・行政経

営 

仕訳情報 

資産情報 

 

 

４ 内部情報系システムに係る特記事項 

別紙「仕様充足可否一覧」をご覧いただき、それぞれの項目を満たせるか否かについて、

〇（標準対応）、△（カスタマイズ対応）、×（対応不可）で回答してください。また、△

の場合カスタマイズ費用の概算を回答してください。 

なお、これらの仕様については、現行システムでも満たしていないものが多く、すべて

を満たすシステムが存在するとは考えていません。あくまでも仕様書作成の一資料とし

ての位置づけであり、これを満たしていないからといって本情報提供依頼へのご参加が

できないというものではないことにご留意ください。 

 

５ 情報提供依頼内容 

以下の事項に関する情報を、以上の内容を踏まえた上でご提供ください。なお、上記

の内容は現行システムの仕様を元にしたものであり、貴社のシステムにおいて異なる視

点のソリューションがあり、それが本市の業務効率化に寄与するのであれば、本仕様書

の内容に必要以上に縛られる必要はありません。 

また、他社システムとの差別化が図られている点又は特筆すべき点がある場合は、そ
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の旨を示してください。 

(1) 提案パッケージの説明 

提案するパッケージ製品の製品名、バージョン、開発事業者名、機能概要、特長、

特性、ライセンス、動作環境等に関する情報をご提供ください。各システム間におけ

るデータの連携についてもご説明ください。また、行政経営（実施計画・事務事業評

価）の機能が単体システムであるのか、別システムの一部機能として構成されている

のかについてもご回答ください。 

(2) システムの機器構成 

提案するシステムを構成する機器について、選定基準、特徴、性能、機能関連図等

に関する情報をご提供ください。ただし、本市で所有している仮想化基盤にサーバを

搭載することは可能なため、仮想化基盤でサーバを利用する構成とする場合には、必

要なCPUコア数、メモリ、ストレージの想定情報をご提供ください。 

なお、「クラウド型システム」による提案の場合は、システム機器が設置されてい

る、データセンターの仕様や接続回線等についても、情報をご提供ください。 

(3) ソフトウェア構成 

提案するシステム（サーバ等）を構成するソフトウェア（基本ＯＳ、ミドルウェ

ア、ブラウザ、セキュリティソフト、プラグイン等）について、特徴、性能、機能関

連図等に関する情報をご提供ください。なお、システムを利用するために、クライア

ントに導入が必要なソフトウェアがある場合は、これもソフトウェア構成に含めてく

ださい。 

(4) データ移行 

現在稼働中の導入対象システムに登録されているデータの移行を安全・確実に実施

するための手順、手法、支援ツール、移行期間、留意すべき事項等に関する情報をご

提供ください。なお、データの移行とは、旧システムのデータを新システム内で閲覧

できることを指すものとし、どのデータに対してどのような形式のデータを提供すれ

ばデータ移行が可能であるかの情報もあわせてご提供ください。 

また、現行システムからデータ移行するための費用についても提示してください。

（移行データの点検及び職員の依頼に基づく修正等の費用を含む。） 

(5) 運用サポート 

ユーザからの問合せや不具合等が発生した場合のサポート体制、ヘルプデスク設置

場所（常駐、事業者内、専任、兼任、対応要員数等）、ＦＡＱ等のナレッジ管理手

法、ユーザ管理・更新等の支援、パッチ処理支援の手法、外部拠点からのリモート保

守実施の有無や当該保守環境のセキュリティ対策に関する情報をご提供ください。 

(6) 構築スケジュール 

契約からシステム稼働、機器リプレイスまでのスケジュールに関する情報をご提供

ください。 
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(7) 導入実績 

提案するシステムについて、本年度を含めて過去５年度以内に、同規模以上（人口

１０万人以上）の自治体への導入実績に関する情報をご提供ください。なお、提案す

るシステムが複数ベンダーに渡る場合は、システムごとの導入実績をご提供くださ

い。 

(8) 導入及び運用・維持・保守費 

提案するシステムの導入と本稼働月から６０か月のシステム利用及び運用・維持・

保守業務に係る経費に関する情報を任意様式にてご提供ください。なお、本依頼書の

仕様に合わせるためにカスタマイズが必要な場合は、そのカスタマイズの内容及び費

用の情報についてもご提供ください。 

また、貴社の提案するシステムが採用された場合、次期データ移行にかかる参考金

額（貴社システムから他業者システムへデータ移行時の場合）を提示してください。 

(9) デモンストレーションの実施について 

本情報提供依頼に関する、デモンストレーションの実施可否について、ご回答くだ

さい。 

※ WEB 会議システム等を利用したオンラインによる実施でも構いません。 

 

６ 提出資料 

(1) 【様式１号】情報提供承諾書 １部 

(2) 【様式２号】情報提供書提出届 １部 

(3) 【様式３号】仕様充足可否一覧 

(3) 情報提供書（任意様式） １部 

(4) 見積書（任意様式） １部 

 

７ 提出方法 

電子メールでご提出ください。 

ただし、受信できる容量が１０MBまでとなりますので、容量が大きい場合は、CD-

ROM又はDVD-ROM等の媒体の郵送や、大容量ファイル転送システム等での送付でも

構いません。 

 

８ 提出資料締切 

(1) 情報提供承諾書（様式１号） 

令和４年１２月１日（木）１７時まで 

(2) 情報提供書提出届（様式２号）、仕様充足可否一覧（様式３号）、情報提供書、見積

書 

令和４年１２月２３日（金）１７時まで 



8 

 

 

９ 質疑 

(1) 質問受付期間 

令和４年１２月１日（木）１７時まで 

(2) 質問方法 

質疑書（様式第４号）を電子メールにて送付してください。 

※ １つのシステムにつき１枚の質疑書をご記入ください。 

(3) 回答方法 

令和４年１２月８日（木）までに、質疑及びその回答を、情報提供承諾書の提出が

あった者すべてに電子メールにて通知します。ただし、質疑の内容によって、本情報

提供依頼に係る調達に公平性を保てない場合には回答しないことがあります。また、

回答が遅れる場合にはその旨を連絡します。 

 

１０ 調達全体の想定スケジュール 

(1) 財務会計システム 

公募・プロポーザル開催・業者決定：令和５年７月～９月 

業者契約・開発着手：令和５年１０月 

予算編成機能：令和６年１０月利用開始 

その他機能：令和７年４月利用開始 

(2) 行政経営システム 

公募・プロポーザル開催・業者決定：令和５年７月～９月 

業者契約・開発着手：令和５年１０月 

実施計画及び事務事業評価機能：令和６年１２月利用開始 

その他機能：令和７年４月利用開始 

(3) その他のシステム 

公募・プロポーザル開催・業者決定：令和５年７月～９月 

業者契約・開発着手：令和５年１０月 

運用開始：令和７年４月利用開始 

 

１１ 留意事項 

(1) 提供を受けた資料の内容について、後日、本市から照会又は追加の資料提供を依頼す

る場合があります。 

(2) 本市における検討内容や検討結果は公表せず、個別の問い合わせにもお答えできませ

ん。 

(3) 本情報提供の実施に要する費用は、貴社にてご負担くださいますようお願い致します。 

(4) 本依頼は、本市が今後、調達を予定しているシステムの準備段階として情報収集を目
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的に行うものであり、本市が調達を約束すること、情報提供者に特別の地位・優位性を

約束するものではありません。 

(5) ご提供いただいた資料については、当該目的のために本市組織内で利用させていただ

きますが、貴社に断り無く組織外への提供はいたしません。特にコピー・配布等を制限

している資料については、その旨を明記してください。 

 

１２ 連絡先 

担当所属：芦屋市企画部情報政策課 

担当者：井出 

所在地：兵庫県芦屋市精道町７番６号 

電話：0797-38-2021（直通） 

メールアドレス：joho@city.ashiya.lg.jp 


