
１ 本業務に対する姿勢 30 20

1-1-1-A
業務履行におけ
る姿勢

業務の理解度
本調達範囲を十分に理解していることが示されている。 必須 10

1-1-1-B
背景と目的を踏まえ、基本的要件を十分に理解し、的確な提案方
針が示されている。

必須 10

1-1-1-C
市の業務内容を理解しており、具体的な業務内容に即した提案が
示されている。

必須 10

1-1-2
提案に対する責任感 本業務に対して、抜け漏れの無い具体

的な提案がなされているかどうか
提案が明確かつ具体的であることが示されている（「別途」が多
かったり、曖昧な表現があるかどうか）

加点 10

1-1-3-A

類似業務実績 本市と同等規模以上の教育委員会にお
いて、本業務又はそれに類する契約の
実績を有しているかどうか

過去５年間の他都市等における同等環境の構築及び運用実績が具
体的に複数件示されている。

加点 5

1-1-3-B

本市と同等規模以上の教育委員会にお
いて、本業務又はそれに類する契約の
実績を有しているかどうか

過去の実績を踏まえた設計・構築・運用・保守上のリスク・留意
点等が具体的に示され対応策が提案に組み込まれている。

加点 5

２ 環境に関する事項 10 40

2-1-1-A
IDC要件 IDC設備 IDC環境の提案（設備環境・セキュリティ対策・認証資格）が示さ

れており、その内容が妥当である。
必須 10

2-1-1-B 本市が支援する、北九州e-PORTが提案されている 加点 20

2-1-1-C
北九州市内のシステム事業者が、DC内での構築、運用を行うこと
が考慮されたロケーションである。

加点 20

３ 各種提供機能に関する事項 410 320

3-1-1 全体要件 全体構成 提案全体構成が示されているかどうか 具体的な全体の構成図が示されている。 必須 10

3-2-1-A
インターネット
接続機能要件

インターネット回線接続
サービス

適切な可用性や性能が提案されている
かどうか

障害対応や負荷分散のため複数のプロバイダに接続され、冗長化
構成となっている。

必須 5

3-2-1-B
安定的にインターネットに接続できる回線及び機器を提供し、構
築期間から契約終了までの通信費を含む提案なっていること。

必須 5

3-2-1-C
回線切り替え作業に伴い現行環境が変更なる場合、作業費等の見
積もりを行い本経費も本契約に含むこと。

必須 5

3-2-1-D 速度不足時の対応方針が示されている。 加点 5

3-2-2-A
ファイアウォールサービ
ス

規定に基づき、不正アクセスから内部ネットワークを守る提案と
なっていること。

必須 5

3-2-2-B
本市の運用に応じた根拠あるサイジング及び台数の決定がなされ
ている。

必須 5

3-2-2-C
アプリケーションをポート番号に関わらず識別し可視化できる機
能が示されている。

加点 5

3-2-3-A
不正侵入監視（IDS）
サービス

不正アクセスの検知、トラフィックの確認・監視をすること。不
正アクセス検出時、迅速な対応をとる提案となっていること。

必須 5

3-2-3-B
本市の運用に応じた根拠あるサイジング及び台数の決定がなされ
ている。

必須 5

3-2-3-C
シグネチャ更新の運用やタイミング指針（例：メーカー発表後１
日以内等）について示されており、妥当である。

加点 5

3-2-4-A
DNSサービス DNSサーバは内部向けと外部向けを構築・運用することが示されて

いる
必須 5

3-2-4-B
現在利用中の本市教育委員会用ドメインを継続して利用できるこ
とが示されている

必須 5

3-2-4-C
本市の運用に応じた根拠あるDNS クエリ処理能力を有しているこ
とが示されている。 

加点 5

3-2-5-A
PROXYサービス 安全にインターネットに接続するためのセキュリティを確保した

PROXYサーバを構築・運用する提案となっていること。
必須 5

3-2-5-B
本市の運用に応じた根拠あるサイジング及び台数の決定がされて
いること。

必須 5

必須/
加点

配点

構築規模や業務内容にふさわしい性
能、機能性、運用性、そして昨今の攻
撃傾向を踏まえたセキュリティ性が提
案されているかどうか

構築規模や業務内容にふさわしい性
能、機能性、運用性、そして昨今の攻
撃傾向を踏まえたセキュリティ性が提
案されているかどうか

構築規模や業務内容にふさわしい性
能、機能性が提案されているかどうか

構築規模や業務内容にふさわしい機能
性、運用性、そして昨今の攻撃傾向を
踏まえたセキュリティ性が提案されて
いるかどうか

適切なIDCが提案されており、北九州
の発展への考慮、地域事業者への配慮
があるか

価格点

配点

北九州市教育委員会次期システム基盤構築および運用保守業務　提案内容評価項目

必須/
加点

大分類 中分類

本業務を遂行する上での、構築業務お
よび運用管理業務に係る基本的な方針
が示されているかどうか

提案評価

項番

評価項目

提案に対する確認概要 提案内容に対するチェック項目

●「必須/加点」項目について

・「必須」項目について

仕様書に記載された要件です。必ず提案書に記載してください。

記載内容に応じて、配点内で評価得点をつけます。

・「加点」項目について

仕様書に記載はないが満たすことが好ましい要件です。必ずしも記載する必要はありません。

記載内容に応じて、配点内で評価得点を加点します。

●価格点の考え方

予定価格を越えた提案は失格とします。

最も安価な提案を２００点（満点）とします。

その他の提案は、予定価格を０点として傾斜配点します。

予定価格

最低入札価格

0 100 200
点数

提
案

価
格
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3-2-5-C
ログ分析を行うためアクセス情報（アクセス日時、接続元IP、レ
スポンスコードなど）の記録が可能な旨が示されている。

加点 5

3-2-6-A

フィルタリングサービス 指定されたポリシーに基づき、有害ページをフィルタリング・接
続制限を行い、掲示板等に送信する内容を制限するPOSTフィルタ
リング機能を利用可能な提案となっていること。

必須 5

3-2-6-B
本市の運用に応じた根拠あるサイジング及び台数の決定がなされ
ている。

必須 5

3-2-6-C
ホワイト運用を考慮した提案となっていること。
(例:ホワイト運用が業務に影響なく利用できる仕組みを標準搭載
していること)

加点 5

3-2-6-D
悪意のあるＷｅｂサイトへのアクセスを検知及び遮断でき、不正
な通信発生時は管理者へメール通知可能な仕組みが示されてい
る。

加点 5

3-2-7
ロードバランスサービス 構築規模や業務内容にふさわしい冗長

性が提案されているかどうか
インターネット回線についてロードバランシングすることが示さ
れていること

必須 5

3-2-8-A
ホームページ公開サービ
ス

接続対象校等のホームページを公開する機能を提供し、FTPによる
ｺﾝﾃﾝﾂ登録を可能とすることが示されている

必須 5

3-2-8-B
学校ホームページ用の領域合計としてディスク領域を1TB以上、図
書館ホームページ用としてディスク領域を1㎇以上を確保し、契約
中の拡張に対して対応可能な体制をとなっていること。

必須 5

3-2-8-C
WEBサーバへの攻撃･脆弱性等の監視が可能な仕組みが示されてお
り、妥当である。

加点 5

3-2-8-D
ログ分析を行うためアクセス情報（アクセス日時、接続元IP、レ
スポンスコードなど）の記録が可能な旨が示されている。

加点 5

3-2-9-A
学校メールサービス
（SPAM対策サービス
付）

メールサーバをファイアウォールの内部に設置していること。 必須 5

3-2-9-B
不正中継やなりすましメールに対する防止策が示されており、妥
当である。

加点 5

3-2-10-A
外字フォントファイル配
信サポート

その他要件に対する方法が具体的に記
載されているかどうか

仕様書に示す外字用フォントファイルの配信方法が具体的に示さ
れており、妥当である。

必須 10

3-3-1-A

バックアップ管
理要件

バックアップ バックアップ／リカバリの具体的な方法・確保可能な整合性
（例：ファイルシステムレベル、アプリレベル）・対象・取得世
代数・リカバリ単位が示されており、妥当である。

必須 5

3-3-1-B RTOの目安が記載されている。 加点 5

3-3-2
災害対策 災害対策についての取り組みが提案さ

れているかどうか

大規模災害時や本システムに甚大な被害が生じた場合、本システ
ムが、１ヶ月以内に再開できる仕組みが示されており、妥当であ
る。

加点 5

3-4-1-A

端末管理要件 端末管理 ファイル無害化の提案について、選定
基準・ユーザ利用イメージについて具
体的に示されているかどうか

本契約において導入する汎用端末に対し、端末管理機能の提供が
明記され、市場実績が考慮されたしソフトウェアの導入が提案さ
れている。

必須 10

3-4-1-B

指定したクライアントコンピューターおよび検索グループ等に対
して、複数の任意のプログラムを配布し、自動的にプログラムの
実行および解除を行う機能を有することが示されている ソフト
ウェアの配布日時と対象端末を設定し、配布したソフトウェアの
配布状況および実行状況を確認することができること

必須 10

3-4-1-C

ログデータについて、PCに対して行われた操作、ログオン・ログ
オフの日時、実行されたソフトウェアについての起動時刻・操作
時間、ファイル操作、共有フォルダへのアクセス・ファイル操
作、Webへのアクセス・書き込み・アップロード、クリップボード
（テキスト・画像）、USBメモリなどの記憶媒体を利用した内容、
記憶媒体のシリアル情報、接続した通信デバイス、および外部と
の通信状況等、収集する機能が充実していること

加点 5

3-4-1-D
セキュリティ対策機能（例：Windows10更新機能、USBデバイス管
理機能、USBチェック機能など）を有すること

加点 5

3-4-1-E
セキュリティ対策機能としてウイルス対策ソフト、EDR等ソフト
ウェアと連動する機能を有すること

加点 5

3-4-1-F
リモート接続機能を有すること、リモート支援機能が充実してい
ること（例：利用者に操作画面を隠しながら操作可能、リモート
中の通信量自動コントロールなど）

加点 5

3-5-1

ウイルス・セ
キュリティ対策
要件

アンチウイルスソフト
ウェア

アンチウイルスソフトウェアについ
て、適切な製品や定義ファイルの配布
方法が示されているかどうか

物理端末に対して、既存契約のアンチウイルスソフトを用いて、
本仕様書で示すネットワークトラフィックを軽減する方法以外に
も、独自の追加手法も示されている。

加点 5

3-5-2

OSや各種ソフトウェア
への対応

OSや各種ソフトウェアに関するアップ
デート手法について具体的に示されて
いるかどうか

生徒用Giga端末及び汎用端末以外の物理端末（校務系、校務外部
系、事務系）のOSや各種ソフトウェアの修正プログラム、セキュ
リティプログラムの更新や、バージョンアップの提供について、
データセンターから実施可能な仕組みが具体的に示されており、
妥当である。

必須 5

3-5-3-A
無害化 ソフトウェアの選定理由が示めされており、フリーソフトではな

い製品が提案されている。
必須 10

3-5-3-B 一定時間経過したデータは自動削除を設定できること 必須 5

3-5-3-C
ファイルの受け渡しの際に、管理者による承認機能を有するUI を
提供すること

必須 5

3-5-3-D
無害化のファイル形式は、Microsoft Office ファイル、PDF、画
像等、汎用的なファイルの無害化が可能であること

必須 5

3-5-3-E
ファイルの再構成と再利用について、無害化後のファイルは再構
成し、同 じファイル形式でファイルを開くことができ編集も可能
であること

必須 5

3-5-3-F
無害化可能な対象が充実していること（例：マクロ、スクリプ
ト、エクスプロイドコード、ファイル埋め込み画像、オブジェク
トなど）

加点 5

3-5-3-G
無害化機能について、ファイルが多重圧縮状態、パスワード付き
のファイルも無害化可能であること、

加点 5

3-5-3-H

ファイルを無害化できなかった場合、ユーザーがこれを認識でき
る方法が用意されていること（例：無害化処理できかなった理由
を示す PDF に置き換わる、エラー画面が表示される等）

必須 5

3-5-3-I

ユーザー連携機能が充実していること（例：LDAP、Active
Directory との直接連携、・CSV 形式ファイルによる一括投入機
能など）

加点 5

3-6-1-A
通信回線要件 外部接続 北九州市ミドルセキュア（事務系ネットワーク）との接続が明確

で実現性がある。かつ、費用が含まれている。
必須 5

3-6-1-B 将来的にSINET接続することが考慮されている。 必須 5

3-6-1-C SINETデータセンタとの接続回線費用が含まれている。 加点 5

3-6-2-A

拠点接続 各学校との接続回線構成図（回線種別・各種セグメント・既存
ネットワークとの接続部など）が示されており、その内容が妥当
である。

必須 10

バックアップについて、その実施方法
や復旧方法等について具体的に提案さ
れているかどうか

外部との接続が明確で、実現性がある
か。
費用内、費用外が明示されているか。

現在の接続から変更がない、あるいは
本市の費用を低減する提案がされてい
る。

構築規模や業務内容にふさわしい機能
性、運用性、そして昨今の攻撃傾向を
踏まえたセキュリティ性が提案されて
いるかどうか

構築規模や業務内容にふさわしい機能
性、運用性、可用性が提案されている
かどうか

構築規模や業務内容にふさわしい機能
性、運用性、可用性、そして昨今の攻
撃傾向を踏まえたセキュリティ性に適
切なものが提案されているかどうか
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3-6-2-B
現行から変更がない、あるいは本市の費用を低減する提案がされ
ており、実現性のある内容である。

必須 10

3-6-2-C
拠点からの校務仮想系端末利用は閉域網を使用し、遅延の少ない
安定した通信設計となっている。

加点 10

3-7-1-A

機器管理、監視
要件

ネットワーク（通信回
線）監視サービス

データセンターサーバ群から各種ネットワーク機器までの監視を
実施し、障害発生に迅速に対応すること。併せて、ネットワーク
の異常、サーバ機器の異常、サーバの負荷状態等を監視し、安定
したネットワーク運用に努めていることが示されている。

必須 5

3-7-1-B
本市の規模や業務内容にふさわしい適切な具体的な監視内容や障
害時の運用フローを提案し、本市との役割分担を明確化してい
る。

必須 5

3-7-2-A
校内情報機器保守サポー
トサービス

ヘルプデスク受付後、拠点内のネットワーク障害が疑われる場合
は2時間以内に現地対応を開始することが示されている

必須 5

3-7-2-B 保守範囲が具体的に示されており、本市の要求を理解している。 必須 5

3-7-2-C
障害内容によっては他の業者と連携して回復に努めるなど、障害
対応の中心となって学校ネットワーク全体の正常運用を図ろうと
する責任感、誠実さがある。

加点 5

3-7-3-A

業務システム監視 各業務システムにおいて、サービスの監視とログを出力、確認可
能な仕組みを構築すること。サービス、ログデータ異常時には
メール等アラート検知を可能とすることが示されている

必須 5

3-7-3-B
各業務システムログにおいて、適切な保存期間(最低1年以上)が提
示されており、ログをバックアップする仕組みが提示されている
こと

加点 5

3-7-3-C 各業務システムに連携可能な監視システムが提案されていること 加点 5

3-7-4-A

自動ログ収集サービス 指定されたサーバやネットワーク機器、端末（校務系端末への
ユーザ認証ログ）のログを
収集し、必要に応じて各接続拠点のアクセスログ解析結果を報告
する提案がされていること

加点 5

3-7-4-B
収集したログについて一定期間蓄積する機能を有し、その保持期
間の根拠が示されており、妥当である。

加点 5

3-8-1

アクセスコント
ロールサービス
要件

センター内アクセスコン
トロールサービス 設計方針、変更等への対応が示されている。 必須 5

3-8-2
各校アクセスコントロー
ルサービス

設計方針、変更等への対応が示されている。
各拠点の他事業者との連携を図ることが明記されている。

必須 5

3-8-3
センター内ネットワーク
機器保守サービス 適切な機器の管理と保守を行うことが明記されている。 必須 5

3-9-1-A

内部向け情報発
信及び業務シス
テム向けホス
ティングサービ
ス

ホスティング環境

高い信頼性・安定性・市場実績が考慮されたハードウェア（サー
バ・ストレージ・それら接続スイッチ）の選定理由が示めされて
おり、妥当である。

必須 5

3-9-1-B
内部向け情報発信機能の稼働に必要な機器を提供、円滑に利用で
きる設定が可能な提案内容になっている。

必須 5

3-9-1-C
Linux系OSが要求されている場合は、契約期間中において適切な
サポート支援が得られる体制となっていること。

必須 5

3-9-1-D
各ホスティングサーバーをセキュリティ、運用面から仮想化する
提案がなされていること

加点 5

3-9-1-E
校納金会計システムに必要なハードウェア（サーバ・ストレー
ジ・それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいた
サーバやストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-F
学校給食申請システムに必要なハードウェア（サーバ・ストレー
ジ・それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいた
サーバやストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-G
校務支援システムに必要なハードウェア（サーバ・ストレージ・
それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいたサーバ
やストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-H
図書館情報システムに必要なハードウェア（サーバ・ストレー
ジ・それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいた
サーバやストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-I
教職員人事給与システムに必要なハードウェア（サーバ・スト
レージ・それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づい
たサーバやストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-J
服務管理システムに必要なハードウェア（サーバ・ストレージ・
それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいたサーバ
やストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-1-K
報酬等支払いシステムに必要なハードウェア（サーバ・ストレー
ジ・それら接続スイッチ）を選定し、本市提示資料に基づいた
サーバやストレージのサイジングがなされている。

必須 5

3-9-2-A
汎用OSを有しないハイパーバイザー（モノリシック型ハイパーバ
イザー）が選定され、高いセキュリティ性や安定性が示されてい
る。

加点 5

3-9-2-B
仕様書で示すシステムを仮想化した際、それぞれのシステムが安
定的に稼働できるように配慮された仕組みや設計が示されてい
る。

加点 5

3-9-3-A
共有ファイルサーバ データ領域の可用性を実現する手法・レベルが示されており、妥

当である。
必須 5

3-9-3-B
ショートカット作成方法等の利用手順書を納品することが示され
ていること

必須 5

3-9-3-C
本市の運用に応じた根拠ある構成の決定およびサイジングがなさ
れている。

加点 10

3-10-1-A

校務系ネット
ワークへのセ
キュアアクセス
機能

利便性

汎用端末からの利用イメージが明記されている。その手順が簡単
である。

必須 5

3-10-1-B
教員が物理端末を２台持ちしなければならない物理端末による分
離対策ではなく、論理分離による提案が実施されている。

必須 5

3-10-1-C
校務系端末環境が、教職員の操作が慣れているWindowsクライア
ントOSで提案されている。

必須 5

3-10-1-D
Windows 10/11上での想定アプリケーションが問題なく動作する
ための性能を持っている(OS:90秒、Office:60秒程度)。

必須 10

3-10-1-E
学校ネットワークの回線の消費帯域量を抑える仕組みが提案がさ
れている（例：通信の最適化機能を有する等）。

加点 5

3-10-1-F
本市の業務内容を考慮し、サイジング指針が明確に表記されてい
る。

必須 5

3-10-1-G
利用可能なアプリケーションの制限が少ない、もしくは利用不可
なアプリケーションについて本業務に影響がない仕組みが提案さ
れている。

必須 10

共有ファイルサーバに対する可用性・
性能が具体的に記載されていうるかど
うか
本市の規模や業務内容にふさわしい可
用性・性能が提案されているかどうか

利用する教職員が簡単に操作でき、操
作自体の制限も少なく、安定的に利用
可能な環境かどうか

ハードウェアの選定基準・サイジング
根拠について具体的に記載されていう
るかどうか

ソフトウェアの選定基準について具体
的に記載されていうるかどうか

校内の障害対応の理解、迅速性、正確
性、責任感があるかどうか。
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3-10-1-H
校務仮想系端末からの印刷は、校務系に接続されたネットワーク
プリンタのみになっている。

必須 10

3-10-1-I
印刷時における機能制限や操作の手間が少ない仕組みが提案され
ている

加点 10

3-10-1-J
職員が利用する校務仮想系端末が安定的に性能を発揮できるよう
に配慮された仕組みや設計が示されている。

加点 10

3-10-1-K
他の契約者との性能競合が生じない仕組みとなっていること。も
しくは性能競合に関する対策が取られており、その内容が妥当で
あること。

必須 10

3-10-1-L

校務仮想系端末環境のイメージ更新処理は、利用中の教職員への
影響を加味した仕組みが提案されており、有効である（例：利用
中職員の環境が突然更新処理されない、未使用の端末環境から更
新処理が実施される等）。

加点 10

3-10-1-M
テレワーク環境から安全に、簡単に接続可能な仕組みが追加提案
されている。

加点 5

3-10-1-N
多要素認証環境を実現するにあたり、既存の機器や物品を優先し
て利用し、専用デバイス等の追加を必要としない仕組みが提案さ
れている。

必須 10

3-10-2-A
運用性 教育系端末環境と校務系端末環境を論理的又は物理的に分離する

提案となっていること。
必須 5

3-10-2-B
校務仮想系端末環境上でのMS-Office利用について提供元へのラ
イセンス許諾およびサポート状況の確認が行われており、利用に
あたり必要なライセンス情報が明確化されている。

必須 5

3-10-2-C
校務仮想系端末環境のイメージ更新（OSやアプリの更新、バッチ
適用）の方法が示されており、その手法は操作ミスを防ぐ簡易性
やバージョン管理に優れている。

加点 10

3-10-2-D
汎用系端末のOSバージョンへの依存性が少ない仕組みが提案がさ
れている。

加点 10

3-10-2-E

最新のセキュリティ脅威への対応が常に実装されるサービスであ
ること。なお、サービスアップデートにおいてはユーザへの影響
が少なく、またバージョンアップなどは業務に支障無く実施でき
ること。

加点 10

3-10-2-F
本番稼働後も、校務系端末の利用環境安定化に向け手厚い支援内
容や体制が示されており、優れている。

加点 10

3-10-2-G
障害発生時、業務影響を最小限化し、早期解決を目指すため、配
慮された体制や仕組みが示されている。

加点 10

3-10-2-H
初期導入時から6,000同時接続可能な校務系端末環境が準備可能な
（スモールスタートではない）提案がされている。

加点 10

3-10-3-A
セキュリティ性 クリップボードの制御（方向やデータ種別等）やUSBリダイレクト

可否の制御が柔軟に実施可能な仕組みが提案がされている。
加点 10

3-10-3-B

校務系端末環境、および付随する管理系機能含めてインターネッ
トへの通信性が無く、閉域性が確保されている。
もしくはインターネットへの通信は限られており、その通信に対
するセキュリティ対策が具体的に示されており、有効と判断でき
る。

加点 15

3-10-3-C
校務系端末環境のセキュリティに対する、内部対策が提案されて
いる。

加点 10

3-10-4-A
安心感 構築規模や業務内容を考慮し、業界標準的な機能が選定されてい

る。
必須 5

3-10-4-B
フリーソフトウェアやオープンソースの技術を活用した仕組みが
使われておらず、継続的な安定した運用が実現可能である。

必須 5

3-10-4-C

サービスの安定利用
■クラウドサービス利用前提の提案の場合
本市環境に不都合となる、サービス料金や仕様要件、サポート等
に関するサービス規約の内容変更が発生した場合の対応方針が示
されており、妥当である。
■オンプレミスもしくは端末内仮想化による分離の場合
安心して継続利用可能な、優良企業によって開発された製品で提
案されている。

必須 5

3-10-4-D

クラウドサービスのサイジング不良時の対応
■クラウドサービス利用前提の提案の場合
校務系端末環境の従量課金のサイジング内容に抜け漏れなく、妥
当である（イメージ更新時必要なリソース消費分も適切に加味さ
れている等）。もしくは想定サイジング以上のリソース消費の場
合においても、追加費用なく利用できる対策が具体的に示されて
おり、妥当である。
■オンプレミスもしくは端末内仮想化による分離の場合
無条件に減点無し

必須 5

3-10-4-E

クラウドサービスのネットワーク課金対応
■クラウドサービス利用前提の提案の場合
クラウドサービスへのネットワーク通信量が従量課金の仕組みの
場合、印刷処理等に伴うトラフィック増加により、想定するネッ
トワーク通信量を超過した場合においても、追加費用なく利用で
きる対策が具体的に提案されており、妥当である。
■オンプレミスもしくは端末内仮想化による分離の場合
無条件に減点無し

必須 5

3-10-4-F

クラウドサービスのデータ保存場所
■クラウドサービス利用前提の提案の場合
校務系端末環境に関する一切のデータ（メタデータ等のサービス
情報含む）が国外に配置されない。
■オンプレミスもしくは端末内仮想化による分離の場合
無条件に減点無し

必須 5

3-10-5-A
拡張性 運用中のアプリの使用負荷やOSのバージョンアップ状況に応じ

て、校務仮想系端末環境のスペックが変更できる。
加点 10

3-10-5-B
6000同時接続以上の規模が必要になった場合、柔軟に拡張が可能
なこと（追加費用は考慮外とする）。

加点 10

４ 導入に関する事項 80 70

4-1-1-A
全体 仕様書に示すプロジェクト管理方法以外にも、過去の実績を踏ま

えた独自の追加手法も示されている。
加点 10

4-1-1-B
本作業に係る、本市および既存業者（既存DCや各学校側学校ネッ
トワーク事業者等）との役割分担が示されており、妥当である。

必須 10

4-1-2-A
導入体制 導入作業において、有益な保有資格、実務経験、提案製品に対す

る導入実績などを有する構成員にて体制が組まれている。
必須 5

4-1-2-B
本作業の確実な履行のために、メーカー等による事業者側の補
助・支援体制についても、示されており妥当である。

加点 10

導入体制が明確で、適切な人材、充実
な体制がしかれているかどうか

機微情報を扱う校務仮想系端末環境に
対するサイバー攻撃のアクセスリスク
を軽減でき、安全に実装できる仕組み
かどうか

十分な利用実績を有しているか、予測
不可な追加費用等発生しないか。デー
タ主権は確保できているか。

運用中のリソース変更や環境規模拡張
について柔軟性があるかどうか

プロジェクト管理 設計・構築品質を最適化するための方
法・対策について提案されているかど
うか

今回実装する大規模環境に耐えうる運
用性や柔軟性が確保できているかどう
か、運用負荷軽減の対策が考慮されて
いるかどうか
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4-1-3-A
スケジュール 本作業に係る主要なタスクを理解したスケジュールが設定されて

おり、計画の実現性/妥当性が盛り込まれている
必須 10

4-1-3-B
各学校への校務仮想系端末環境の展開計画（設定変更作業等含
む）が具体的に示されており、妥当である。

必須 10

4-1-3-C
新たな校務系端末環境に対する職員による試験期間が十分に確保
されている。

加点 10

4-2-1-A

業務内容 設計・構築 実行スケジュールを遅延させないための、具体的な工夫が示され
ており、その内容が優れている（例：設計の手戻りが無いように
するための対策があるなど、遅延を未然に防止する施策が具体的
に示されている）。

必須 10

4-2-1-B
想定される既存環境への影響を示し、かつ対応策が具体的に示さ
れている。

加点 10

4-2-2-A
データ移行 既存システムからのデータ移行範囲が明記されており、各業務シ

ステムのデータ移行を除き、原則全てデータ移行範囲となってい
る。

必須 5

4-2-2-B
データを変換、移行した場合の移行後データの確認およびデータ
の信頼性確保の方法が示されている。

必須 5

4-2-2-C
データ移行後の検証において不備が発生した場合の修正対応が明
記されている。

必須 5

4-2-2-D
本契約で構築したインフラ環境を次期インフラ環境へ情報資産を
移行する際、本契約で提供したサービスについて、1ヶ月を限度に
継続提供可能な体制が示されている。

必須 5

4-2-2-E
移行中の業務システムに対する影響、停止時間、 切り戻し方法が
示されており、許容範囲である

加点 10

4-2-2-F
想定されるリスクを抽出し、かつリスクに対する対策を具体的に
示しているか。

加点 10

4-2-3-A
システム移行 移行作業の最適な方法、スケジュール、役割分担、完了時の検証

方法等を記した「システム移行計画書」作成が明記されている。
必須 10

4-2-3-B
移行スケジュールの作成について、各システム担当と調整の上、
管理、報告する体制が示されている。

必須 5

4-2-4
テスト 導入製品の稼働確認のための試験計画

ついて示されているかどうか
仕様書に沿った具体的なテスト内容を提示することが示されてい
る

加点 10

５ 運用・保守に関する事項 170 130

5-1-1-A
運用体制 運用体制 運用作業において、有益な保有資格、実務経験、提案製品に対す

る運用実績などを有する構成員にて体制が組まれている。
必須 10

5-1-1-B
安定的な運用継続のために、メーカー等による事業者側の補助・
支援体制についても、示されており妥当である。

加点 10

5-2-1-A
学校ヘルプデス
ク要件

障害対応窓口
ハードウェア、ソフトウェア、通信回線(発注者が別途契約する通
信回線部分を含む)、校内LAN配線、プロバイダ障害等を含む障害
を対象範囲にしている。

必須 5

5-2-1-B
年末年始（12月28日から1月3日まで）を除く平日午前8時30分か
ら午後5時15分で受付、回答を行い、障害対応に関しては、原則と
して24時間365日対応可能になっている。

必須 5

5-2-1-C

次の対応が可能な体制および要員配置になっていること。
・30分以内で障害原因の一次切り分けを行う。
・ハードウェアやネットワークに関する障害発生時に2時間以内で
の対応着手。
・原則として障害発生から3時間以内の復旧。
・部品調達の都合上、3時間以内に復旧できない場合は、発注者と
協議した上で、代替機を設置する等、十分な対応措置をとる。

必須 5

5-2-2-A 技術相談窓口 受付時間は障害対応窓口の内容に準じている。 必須 5

5-2-2-B

ハードウェア（プリンタ、スキャナ）、ソフトウェア（OS、ワー
プロソフト、表計算ソフト、ブラウザ、提案によっては仮想デス
クトップ）を対象範囲として、操作方法等の相談、質問を一括で
受付および回答を行う内容になっている。

必須 5

5-2-3-A
障害原因の現地調査・対
応

障害原因が明らかでない場合や校内情報機器の障害が考えられる
場合必要に応じて、要員を現地に派遣し、障害を解明することが
可能な体制及び要員配置になっている。

必須 5

5-2-3-B

対応方法が次の内容に準じている。
・要員の派遣は、各施設担当者（教頭など）と事前に日時を調
整、訪問時は名札を着用、ヘルプデスクからの派遣である旨を伝
え、教職員の立会いのもとで調査を実施する。

必須 5

5-2-3-C

対応方法が次の内容に準じている。
・必要に応じて、設定変更を行うなどの対応を行うとともに、障
害原因について、各施設担当者に説明を行う。校内情報機器の更
新などが必要な場合は、代替機の提供を行うとともに、適切な助
言を行う。

必須 5

5-2-3-D
北九州市内の拠点からデータセンターまたは市内全ての学校への
移動時間が1時間以内である。 加点 20

5-2-4 データ復元サービス

各拠点ファイルサーバの保守業務とし
て復サービスを提供することが明記さ
れているかどうか

各拠点に設置しているファイルサーバについて、各拠点からの依
頼があった場合に、保守業務としてバックアップより復元サービ
スを提供する方法が明記されている。

必須 5

5-2-5-A 各保守業者との連携
既存の導入コンピュータ、各校のネットワーク体系などについて
の状況を把握し、各種問合せに対応できるような体制になってい
る。

必須 5

5-2-5-B

既存導入の学校コンピュータ等に関する質問（ハードウェア（プ
リンタ、スキャナ）、ソフトウェア（OS、ワープロソフト、表計
算ソフト、ブラウザ）の操作方法等以外の質問（教育用端末のソ
フトウェア等）、既存導入のコンピュータ等に関する障害につい
て連絡があった場合、関係事業者への代行コールを行うととも
に、回答までの進捗管理を行うための仕組みが明記されている。

必須 5

5-2-5-C

関係事業者へ各校からの連絡内容を伝達したうえで対応を指示し
各学校へ必要な報告、回答、現場対応を実施させ、進捗・処理状
況をデータセンター文書で逐次報告させる仕組みが計画されてい
る。

必須 5

5-2-5-D
報告内容のうち、重大な障害については、必要に応じて北九州市
に通報する場合の体制が明記されている。 必須 5

障害について、一括受付及び回答がで
きる窓口について明記されているかど
うか

障害以外の技術的な問い合わせについ
て、一括受付及び回答ができる窓口に
ついて明記されているかどうか

運用体制が明確で、適切な人材、充実
な体制がしかれているかどうか

スケジュールについて具体的に示され
ており、スケジュールを遅延させない
ための効率的な業務の進め方が提示さ
れているかどうか

設計・構築時のリスクに対する対策が
練られているかどうか

既存業務システムへの影響を最小限化
可能なデータ移行を具体的に示すとと
もに、円滑な業務の実施方法について
提案されているかどうか

既存業務システムへの影響を最小限化
可能なシステム移行を具体的に示すと
ともに、円滑な業務の実施方法につい
て提案されているかどうか

必要に応じて、要員を現地に派遣し、
障害を解明する体制及び要員配置に
なっているかどうか、対応方法が明確
になっているかどうか

各学校に別途導入されている学校コン
ピュータ、本契約によりホスティング
提供を受ける各業務システム等の保守
業者と連携し、ユーザーからの問合せ
や障害に対応可能な体制、仕組みに
なっているかどうか
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5-2-5-E
必要に応じて教育委員会が開催する運用・保守についての打合せ
に、技術担当者を出席することができる体制になっている。 必須 5

5-2-6-A
セキュリティポリシー改
定支援

セキュリティポリシー改定支援を行う旨が明確化されているか。 必須 10

5-2-6-B
セキュリティポリシー改定支援に有資格者が参画するなど、手厚
い体制を準備しているか。

加点 20

5-3-1-A

報告要件 ヘルプデスク処理報告書 毎月、月締めで、ヘルプデスクで受けた質問、障害の連絡につい
て、内容をまとめ、経過や対応結果と併せて報告するスケジュー
ルが明記されている。

必須 5

5-3-1-B
ヘルプデスクで受けた内容を解析し、障害の傾向や対策の提案を
行なう手法が明記されている。 加点 10

5-3-2-A 障害対応報告書

ネットワークにおける重大な障害があった場合、その原因と対応
の経緯と結果を付しての報告および障害回復に時間を要する（2日
以上）場合は、随時、中間報告の実施が計画されている。 必須 5

5-3-2-B
重大の障害に対し、抜本的対策が必要である場合、対策案を含め
た、今後の対応計画についての報告実施が計画されている。 必須 5

5-3-3-A 整備状況の報告
学校ネットワーク全般の各種設定について、状況をまとめ、報告
する手法が明確になっている。 必須 5

5-3-3-B
北九州市の要請に応じて、整備状況の資料を作成し、提出する体
制が明確になっている。 必須 5

5-4-1-A 監視要件 機器監視管理業務
ネットワークトラフィックの稼働監視手法が明確かつ異常発生時
の通知が可能になっている。 必須 5

5-4-1-B
サーバーの死活監視、サーバーの常駐プロセスの死活監視の仕組
みがあり、異常発生時の通知が可能になっている。 加点 20

5-4-1-C
セキュリティ監視の仕組みがあり、サーバへの不正侵入に対する
検知、阻止ができる仕組みの導入が計画されている。 必須 5

5-4-1-D

ユーザ管理など重要なデータへのアクセスおよび学外からのリ
モートアクセスについては、アクセスした利用者、アクセス先の
情報、時間、端末、件数等を特定できる履歴（アクセスログ）を
蓄積し、その解析をシステム管理者が随時にかつ容易に行える仕
組みがある。

必須 5

5-4-1-E
資産管理システムと連動して、ネットワーク接続端末の適正管理
が実施できるよう考慮されている。 必須 5

5-4-1-F

外部からの通信をモニタリングする仕組みを整備し、通信記録を
ログとして保存し、アクセス状況を解析が可能な仕組みになって
いる。

必須 5

5-5-1-A 保守体制要件 保守体制
保守作業において、有益な保有資格、実務経験、提案製品に対す
る運用実績などを有する構成員にて体制が組まれている。

必須 5

5-5-1-B
障害時の早期解決のために、メーカー等による事業者側の補助・
支援体制についても、示されており妥当である。

加点 20

5-5-1-C
業務時間内における障害発生時の体制、連絡手段およびフローに
ついて示されている。 必須 5

5-5-1-D
業務時間外の対応について示されている。

加点 20

5-5-1-E
市と受託者の役割分担が示めされ、市の役割が妥当である。（市
の役割が多すぎないかどうか。） 必須 5

5-5-1-F
北九州市内保守拠点が盛り込まれている。

加点 10

5-5-1-G
各種ソフトウェアのバージョンアップやパッチ適用の対応につい
て示され、妥当である。 必須 5

5-5-1-H
ハードウェア保守については定額保守(オンサイト)で計画されて
いる。 必須 5

5-5-1-I
本ネットワーク構成に熟達した技術者を、北九州市内の拠点に常
駐させ、障害の早期復旧に備える計画が示されている。

必須 5

６ その他 0 120

6-1-1-A
追加提案 拡張要件 仮想化の対象を拡張し、校務外部系端末についても仮想化の対象

としている。
加点 20

6-1-1-B
仮想化の対象を拡張し、事務系他端末についても仮想化の対象と
している。

加点 20

6-1-1-C
物理端末のセキュリティ向上に向けた
検討がなされているか 物理端末に対して、EDRの実装が示されている。 加点 20

6-1-1-D

ID管理の工数削減に向けた検討がなさ
れているか

人事異動や年度処理を考慮した、運用対応やID管理ソフトウェア
等の導入に関する有益な提案が記載されており、有効と判断でき
る。

加点 20

6-1-1-E
利用規模等増減に対する柔軟な対応 各機能の利用規模等増減への対応について、有益な提案が具体的

に記載されており、有効と判断できる。
加点 20

6-1-2
その他 その他、本業務に対する有益な追加提

案が実施されているかどうか
その他、本業務に対する有益な追加提案が示されており、その内
容が有益である。

加点 20

７ 審査員評価 100 0

7-A
提案内容は、仕様書に示した目的や背景を十分理解した内容と
なっているか。

必須 20

7-B 提案内容は、独自性があって期待できる内容か。 必須 20

7-C 業務遂行の計画性と根拠は、妥当で信用できる内容か。 必須 20

7-D プロジェクトマネージャー候補者の実績は十分か。 必須 20

7-E 人員体制は妥当か。 必須 20

物理端末削減に向けた検討がなされて
いるか

保守運業務を実施する体制・拠点・連
絡手段・月次報告内容について示され
ているかどうか

設定変更などの情報集約が可能な仕組
みを持ち、北九州市の要請に応じた資
料提出可能な体制になっているかどう
か

システム稼動状況の監視が可能な仕組
みについて提案されているかどうか

セキュリティポリシー改定支援をどの
ように行うか

月次報告のスケジュールおよび障害分
析手法が明確になっているかどうか

障害発生時の報告が適切に実施できる
体制になっているかどうか

6 / 6 ページ


