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１． 調達する物品名及び構成内容 

 

「介護保険サービス事業者管理台帳システム」及び「指定障害福祉サービス事業者等

管理台帳システム（障害者・障害児）」に係るサーバー機器 一式 

 

２． 調達概要 

 

(1) 背景と目的 

平成２８年度に予定される「介護保険サービス事業者管理台帳システム」と「指定

障害福祉サービス事業者等管理台帳システム（障害者・障害児）」の稼動するサーバ

ー機器（施設運営指導課導入・設置、障がい者保健福祉課と共用利用）の更新に伴い、

北海道（以降「本庁」と言う）では、稼働中の上記システムのアプリケーションプロ

グラム（以降「本システム」と言う）を稼動させるために必要となる新サーバー機器

の調達を行う。 

 

(2) システム概要図 

本システム全体の概要図を以下に示す。 

 

 

 

庁内ＬＡＮ 

本庁 振興局・保健所 

（40ヶ所） 

利用端末 

利用端末 

 

AP/DBｻｰﾊﾞ 

 

 

・介護保険サービス事業者管理台帳システム 

・指定障害福祉サービス事業者等管理台帳システム（障害者） 

・指定障害福祉サービス事業者等管理台帳システム（障害児） 
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３． 調達業務内容 

 

(1) 本調達の適用範囲 

本調達では、下記を適用範囲とする。 

 

ア. ハードウェア・ソフトウェア（以降「調達製品」と言う）の調達 

受注者は、後述「４．調達製品要件」の要件を満たす調達製品の構成及び調達

を行うこと。 

イ. 調達製品の搬入、設置等作業 

受注者は、本庁保健福祉部福祉局施設運営指導課内に、調達製品の搬入、設置、

及び接続等を行うこと。当該作業に必要となる諸経費を含むものとする。 

ただし、LAN工事、電源工事及びその接続等確認については含まない。 

 

４． 調達製品要件 

 

(1) システム構成条件 

調達製品の選定に当たっては、以下の条件を満たすよう留意すること。 

・ 調達時点において製品化されており、複数のバージョンやモデルが存在する場

合は原則として調達時点において最新版のものを調達すること。 

・ 業界標準に準拠し、調達時点で想定される将来的な拡張性や信頼性、安全性を

考慮した製品であること。 

 

(2) 調達製品一覧 

調達製品の一覧を以下に示す。 

・ AP/DB サーバ及びソフトウェア 

・ その他機器 

以上の各製品について、以下に示す要件を満たすこと。 
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(3) AP/DBサーバ及びソフトウェアの要件（1式） 

ア. CPU 性能要件 

 Xeon プロセッサー E5-2407（2.20GHz/4コア/10MB）×1以上であること

（最大で２台まで増設可能なこと）。 

ただし業務アプリケーションの動作を保証できることを条件とする。 

イ. 主記憶容量要件 

 メインメモリは内蔵で Unbuffered DIMM 8.0GB 以上であることとし、最

大 48GB までの増設が可能であること。 

ウ. 内蔵ハードディスク要件 

 磁気ディスク装置は、3.5インチ SAS型（15krpm）で、RAID5ディスクア

レイ機能を有しており、使用可能容量 600GB 以上とすること。(300GB×3

本以上とし、RAID コントローラは SAS2.0対応カードとし、ホットプラグ

に対応していること) 

エ. 外部記憶装置要件 

 内蔵光学ディスク装置は、CD-ROM のデータ転送速度が最大 40倍速以上の

ものを１基以上搭載すること。 

オ. バックアップ装置要件 

 バックアップ装置は、データカートリッジ装置を１基以上搭載すること。 

 バックアップ媒体については、以下のものを添付すること。 

① データカートリッジ RDX 320GB 2 本 

カ. インターフェイス要件 

 LAN カードは 1000BASE-T/100BASE-TX/10BANSET-Tの LAN 接続インターフ

ェイスを 1個以上装備すること。 

 拡張インターフェイス(PCI スロット)は 5 枚以上搭載可能とすること。

（但し今回調達機器で SAS アレイコントローラカード 1 枚を占有するた

め空きは 4枚となる。） 

 USBポートは Ver2.0を 6個以上搭載すること（前面：2、背面：4）。 

 

キ. サーバ形状等要件 

 タワー型であること。 

 サーバ寸法は 177mm(420mm 突起部含む)(W)×625mm(651mm 突起部含む) 

(D)×456mm(H)以内であること 

 最大重量 33.0Kg以下であること 

 電源は AC100V(50/60Hz)、騒音 36Db以下であること。 
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ク. その他 

 サーバ専用筐体機であること。 

 ディスプレイは、液晶タイプのカラー１７ｲﾝﾁ以上であり、解像度が 1280

×1024 ﾄﾞｯﾄ以上であること。 

 JIS標準規格に準じたキーボードを装備すること。 

 マウスを装備すること。 

 ５インチベイは３個以上搭載可能であること。 (但し今回調達機器で光

学ディスク装置、データカートリッジ装置で２個占有するため、空きは

１個とする。） 

 冗長ファン・冗長電源を搭載していること。 

 縮退運転が可能なこと。 

 グリーン購入法に適合していること。 

 

ケ. オペレーティングシステム要件 

次のソフトウェアを用意すること。 

 Windows Server2012R2 Standard Edition １本 

 Windows Server2012R2 Device CAL 80ライセンス 一式 

 Windows RemoteDesktopServicesCAL 2012 80ライセンス 一式 

 

コ. ソフトウェア要件 

次のソフトウェアをリカバリ費用で用意すること。 

 Citrix XenApp Advanced Edition-x1 with SA 60ライセンス 一式 
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(4) その他機器要件 

ア. バックアップソフトウェア要件 

バックアップ用装置、管理ソフトウェアにより、不測の事態によるデータ破壊

等に備えること。次のソフトウェアを用意すること。 

 BrightStor ARCServe Backup For Windows  １本 

 

イ. ウィルス対策ソフトウェア要件 

本庁指定のウィルス対策ソフトウェアにより、ウィルス対策を行うこと。次の

ソフトウェアを用意すること。 

 ServerProtect １本 

 

ウ. 電源対策要件 

無停電電源装置、電源管理ソフトウェア等により、電力供給の瞬停及び停電時

にも継続して安定稼動できること。 

 無停電電源装置は 1500VA以上で、ソフトウェアと連動し自動シャットダ

ウン機能などの保全機能を有すること。 

 

次のソフトウェアを用意すること。 

 PowerChute Business Edition １本 



6 

 

５． 導入要件 

 

(1) 調達製品の搬入、設置 

調達製品は、本システム開発業者にて基本的なシステムセットアップ作業を施し

た後に、本庁施設運営指導課内に設置するものとする。 

そのため、受注者はまず調達製品を本システム開発業者のもとに搬入し、システ

ムセットアップ作業完了後、開発業者のもとから本庁施設運営指導課内へ移設する

ものとする。 

これに当たり、受注者は搬入・設置計画を策定し、全ての調達製品を指定場所へ

搬入、組み立て、設置、結線及び現調の作業一切を行うこと。当該作業に必要とな

る諸経費は全て受注者の負担とする。ただし、LAN 工事、電源工事及びその接続等

確認については本調達の範囲に含まない。作業結果は道に報告すること。 

    なお、本庁施設運営指導課内への機器設置後、本システム稼働確認の際に、正常

なシステム動作を確認するため、受注者は技術者を派遣し立ち合わせること。 

 

 

６． スケジュール 

 

(1) 機器調達 

平成 28年 7月 25日頃までに調達・導入等の作業を完了させること。 

 

 

以上 

 


