
情報システムに関する情報提供依頼書 

 

2021年 6月 18日 

奈良県三宅町 

総務課 情報システム担当 

 

1.はじめに 

三宅町では 2022年度の情報システム導入の検討をしています。 

システムの方向性としては、初期コスト、ランニングコストの削減、安定性の向上、業務

効率の向上、サービスの向上を目指しています。それらを実現するためのシステムを各シ

ステムのライフサイクルにあわせて更改、導入していきます。 

このたびは、前記目的を効率的に達成するために方策、コスト等について広く情報や提案

をお願いいたします。 

 

2.対象システム 

下記のうちいずれか、あるいは複数のシステムについて自由に提案してください。 

no 項目 内容 

1.  グループウエア 現状 LGWAN系でメールサーバーと Desknet's NEOを運用してい

る。稼働から 5年目となりリプレイスが必要である。 

全体の構成としては今後はβモデルを採用していきたい。 

このまま LGWANにグループウエアを設けるか、セキュリティク

ラウドの更改にあわせてインターネット系に設けるか含めて

検討している。 

現在は LGWAN 内にデータがあるためカレンダー等情報の一部

を Webで公開すること、あるいはインターネット上の情報と連

携することが困難となっている。また現行 Desknet's NEOには

APIがなくデータ連携が困難となっている。 

現在の機器構成(参考) 

 Desknet's NEOサーバー 

 メールサーバー(LGWAN) 

2.  セキュリティクラウ

ド関係 

稼働から 6年目となるオンプレ機器のリプレイスをする。奈良

系 SCリプレイスに伴い SC仕様に適合するようにするる 

 FW、L3SW、L2SW(PoE) 

 無線 AP(8カ所) 

 ADサーバー 

 ファイルサーバー 

 メールサーバー(インターネット) 

 Webメール 

 ウイルス対策(F-secure)管理サーバー 



no 項目 内容 

 資産管理(Skysea)管理サーバー 

※F-secure のライセンスは保有しているので購入不要、その

他のライセンスは購入必要 

3.  CDN(content 

delivery network) 

セキュリティクラウドで要求されている CDNを設ける。現在の

Webサーバーは AWSに設置している。 

4.  EDR セキュリティクラウドで要求されている EDRを設ける。 

 連携可能な EPP製品 

 SOC運用の内容 

5.  ゼロトラストセキュ

リティ 

境界防御に限界があることから、次期ネットワーク構成として

ゼロトラストセキュリティ実装に関する提案 

6.  行政手続きのオンラ

イン化(1) 

行政手続きの電子申請サービスを推進したい。 

ぴったりサービス等を運用するにあたり、役場側、住民側両方

への導入支援の提案 

 ぴったりサービス活用のための支援の提案 

 利用者の利便性向上に資する付随するシステム等の提案 

例 ぴったりサービス設定、導入の支援 

  住民手続きの支援 

  申請データ受信サービス 

7.  行政手続きのオンラ

イン化(2) 

自治体が保有するデータを住民サービスに活用する具体的な

提案、あるいは、行政手続きの窓口、あるいはバックオフィス

における行政の効率向上に資する仕組み等の提案 

例 申請不要、申請時の記載の削減 

  制度対象者へのプッシュ通知 

  申請者属性に応じた申請の最適化 

  バックオフィスの業務委託 

8.  行政手続きのオンラ

イン化(3) 

Gov-Cloudと電子申請のデータ連携の方法、あるいは、電子申

請データと個人情報セグメントとの連携方法 

9.  行政手続きのオンラ

イン化(4) 

電子決済サービスとの連携 

 電子申請サービスを推進するための手数料等納入の一般

的な方法あるいはシステムの提案 

10.  自治体 DX推進計画 自治体 DX 推進計画(令和 2 年 12 月 25 日総務省自治行政局)を

実行する上で、自治体が実施すべき事項等提案いただけること

全般 

11.  通信インフラ 地域 BWA活用 

 自治体専用閉域ネットワークとして利用し行政手続き等

へ活用する提案 

 IoTへ活用する提案 

 監視カメラ等への応用(電源独立型監視カメラ等) 



no 項目 内容 

12.  勤怠管理 現在は紙に出退勤時刻を刻印する方式である。また残業、休暇

等も用紙により管理している。そのため毎月の勤務時間の集計

や金額の計算に多大な手間を要している。 

 出退勤記録 

 残業等の申請フロー 

 残業時間等の自動計算 

 給与システム(Lapis)へのデータ連携 

13.  文書管理 現在の文書管理システム(File Life Station2)のサーバーが耐

用年数を迎える。システムの変更を含めて検討したい。 

 データ移行は必須ではない 

 ワークフロー機能 

 文書収受、起案(押印廃止、電子申請を前提としたい) 

 文書バージョン管理 

14.  ペーパーレス テレワークを推進するためにはペーパーレスであることが前

提となる。また印刷にかかる費用の削減もしたい。現在は受信

したメールを印刷して回付する習慣がある。 

 ワークフロー 

 情報共有 

15.  電子調達 調達に関する次の手続きの電子化の提案(一部でも可) 

 入札参加者登録 

 入札資格審査 

 口座・委任 

 調達情報 

 入札執行、結果確認 

 契約 

16.  防災行政無線 一斉送信機能を利用するための防災行政無線制御卓、あるいは

同等の機能を有する装置のリプレイスの提案 

 クライアント PC で操作可能であれば、制御卓は必須では

ない 

 音声による標準接続 

 インターフェイス整合 

17.  インターネット側フ

ァイル送受信 

PPAP（パスワード付き ZIPファイル送信）に代わるファイル転

送、セキュアでロバストなファイル交換システム。 

 

  



 

3.提案システムの条件 

三宅町の規模に適合する提案をお願いします。オンプレ、クラウド等は不問とします。 

 

4.スケジュール 

(1) 2021年 6月 18日 情報提供依頼 

(2) 2021年 7月 5日 質問の提出期限 

(3) 2021年 7月 12日頃 質問回答 

(4) 2021年 7月 21日 資料の提出期限 

(5) 2021年 7月 28日～ システム説明、デモ等を依頼する場合は別途連絡します。 

 

5.資料等の提出 

(1)提出いただく資料の様式は定めません。 

(2)担当者の連絡先を記載ください。 

(3)初期期費用および運用開始から 5年間に要する費用、および明細を提示ください。 

(4)費用の算出のためのライセンス種別、数量等、端末台数、利用人数が必要な場合は下記

を参考にしてください。算出に用いたパラメータは提出資料中に記載ください。 

 ノート PC台数 利用者 

インターネット系 160台 160 人 

LGWAN系 Sbc 同時利用 30台分 

160台(ノート PCは削減する方向 

160 人 

個人情報系 40台 40 人 

(5)費用の算出のための現地調査を要する場合は下記提出先に連絡ください。 

(6)導入に 6ヶ月以上の期間を要する場合は着手から導入に至る概略スケジュールを記載く

ださい。 

(7)電子ファイルをメール、あるいは CD-ROM 等で提出ください。用紙の場合は提出先まで

持参、郵送ください。1 通のメールの添付ファイルは 4MB 程度までとしてください。デ

ータ形式は pdf,xlsx,docx,pptx 等を想定していますがそれ以外の場合はご相談くださ

い。 

 

6.質問について 

質問の提出期限までに電子メールにて提出先に送信ください。様式自由とします。質問者

にメールにて回答します。なお、現行システムの詳細等、質問内容によっては回答できな

い場合があります。 

 

 

  



 

7.提出先、問い合わせ先 

〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689番地 

総務課 情報システム担当 三浦、奥田 

電話:0745-44-2001 

e-mail:sys3@town.miyake.lg.jp 

 

8.留意事項 

(1)RFI は費用及び仕様の検討を行うにあたっての基礎資料を整備するために資料の提供を

依頼するものです。今後の事業の実施は保証しません。 

(2)提供いただいた情報、あるいは今回提供いただかなかった情報により事業者が今後の将

来の調達や契約に関して影響を受けることはありません。 

(3)どのような提案であっても、それをもって将来の調達を約束するものではありません。 

(4)情報提供に要する費用は各情報提供者の負担とします。 

(5)御提供いただいた資料は返却しません。 

(6)御提供いただいた資料の著作権は それぞれの情報提供者に帰属しますが、この RFI の

目的を達成するため、外部有識者等に意見を求める場合や当組織内で複製及び配布をさ

せていただくことがあります。なお、情報提供者に断りなく他団体等へ配布することは

ありません。 

(7)提供いただいた情報に対して、後日追加の資料提供を依頼する場合があります。 

(8)検討内容や検討結果は公表しません。また個別のお問い合わせにも回答いたしません。 

 

 


