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三原市メール配信システム再構築・運用業務委託仕様書 

１ 業務名称 

三原市メール配信システム再構築・運用業務 

２ 履行場所 

三原市港町三丁目５番１号 三原市役所及び三原市が指定する場所 

３ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで 

※１ 運用開始日は令和３年３月中を想定するが，詳細は本市と協議により決定する。 

【補足】「学校等保護者向け」は３月に登録・移行作業を行い，４月１日までに運

用開始することを必須とするが，「市民向け」，「職員向け」は段階的な運用開

始を含めて，企画提案を踏まえて協議・決定するものとする。 

※２ 本業務に係る契約は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 の規定

による長期継続契約であるため，契約締結日の属する年度の翌年度以降において，

当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は，契約を変更又は解

除することができるものとする。 

４ 業務目的 

多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症に関する情報等を，迅速かつ確実に市民

へ情報提供するため，既存のメール配信システム（市民向け，職員向け，学校等保護者向

け）を再構築し，運用することを目的とする。 

５ 業務概要 

番号 業務名 業務概要 

１ システム再構

築 

・本仕様書に記載の機能・要件を満たす，ＡＳＰ方式のメール

配信システム（市民向け（エリアメールを含む），職員向

け，学校等保護者向け）を構築し発注者に対して提供する。 

・構築にあたり，既存のメール配信システムの登録情報（メー

ルアドレス等）の移行作業を実施し，又は支援する。 

２ システム運用 ・システムの保守を行い，安定稼働させるように管理する。 

・システムの運用面，特に学校等保護者向けの利用に係る年次

更新（学年上げ等）などの支援を行う。 

３ 操作説明 

・資料提供 

・システムの利用に係る操作説明書，発注者の実情にあったマ

ニュアル等を作成し納品する。 

・Ｗｅｂ会議サービスを利用した説明会や操作説明動画の提供

など，職員及び学校等関係者（教職員等）を対象とした操作

説明機会を設ける。 

・システム利用に係る発注者からの問合せについて，電話（平

日昼間），電子メール等による受付及び支援を行う。 

４ その他 ・システムの再構築・運用に必要なその他付帯事項。 
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６ 基本事項及び要求機能 

(1) 基本事項 

区分 利用方法 想定件数 

(1)市民向け ●次の情報を配信する（希望する情報を複数選択） 

①防災・緊急情報 

・市が発信する避難情報や感染症の注意喚起情報等 

・J-ALERT から発信される情報(自動連携) 

※気象情報(自動連携)を扱う場合がある。 

②防犯情報 

・市が発信する交通安全や犯罪の注意喚起等 

③火災情報 

・指令センターから発信する火災情報(自動連携) 

④行方不明高齢者情報 

・市が発信する行方不明の高齢者の情報 

⑤その他市の重要情報 

●配信時に電子メールのほか，SNS（Facebook，

Twitter），LINE 等に同時配信を行う。 

●携帯電話・スマートフォンユーザー(au，ソフトバン

ク，NTT ドコモ，楽天モバイルなど)に対して緊急速

報メール(エリアメール)を一斉配信する。 

約 18,000 件以上 

※現状 

約 10,000 件 

(2)職員向け ●次の情報を配信する。 

①防災・緊急情報，気象情報 

 ・気象業務支援センター等が発信する三原市の気象

情報(自動連携) 

・J-ALERT から発信される情報(自動連携) 

②職員の参集情報 

 ・市が発信する職員の参集情報(①の自動連携含む) 

※②には登庁時間などを報告するアンケート機能を有

すること。回答がない職員に再度情報を配信する仕

組みがあること。 

約 1,000 件以上 

※現状 

 約 1,000 件 

(3)学校等保

護者向け 

●小・中学校(30校)，放課後児童クラブ(約 35 か所 ※

市からの一斉発信のみを想定)，幼稚園(9 園)，保育

所・こども園(11 園)ごとに，次の情報を発信する。

なお，小･中学校は，学年単位で発信することを想定

する。 

①各校・各施設からのお知らせ情報 

 ・休校(所・園)，行事などの情報 

※１ アンケート機能を有すること。 

※２ 教委→全小・中学校・幼稚園，市児童保育課→全

保育所・こども園などの配信に対応できること。 

約 11,000 件以上 

※現状 

 小中学校・幼

稚園のみ運用中 

 約 9,000 件 

計  約 30,000 件以上 
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 (2) システムの要求機能 

ア 管理及び配信の権限 

 ・利用方法，配信内容，緊急速報メール(エリアメール)の利用等について，市が指定する

者（管理者及び各課・施設の配信担当者）のみが配信できるよう制限できる仕様である

こと。 

 ・ＩＤ及びパスワード等を用いてインターネット経由でシステムにログインし，管理及び

配信を行うことができること。 

 ・１つのＩＤ・パスワードに対して，同時ログインが可能であること。 

イ 配信手段 

・配信手段を任意に選択して同時一斉に情報を配信できるものであること。 

 (ｱ) インターネットを利用した電子メール 

  ・毎分20,000件以上のメール配信の処理能力があること。 

  ・携帯電話事業者の配信制限(キャリアブロック)を回避する適切な措置が講じられてい

ること。 

 (ｲ) SNS(Facebook，Twitter)への配信 

  ・Twitterへの投稿で本文が140字以上の場合，分割して投稿する機能，又は，140字以内

に収まるように短縮して受注者が別途用意するウェブサイトに全文を掲載する機能を

有すること。 

 (ｳ) 三原市公式LINEアカウントへの連携配信 

(ｴ) 緊急速報メール(エリアメール) 

   通信会社４キャリア(au，ソフトバンク，NTTドコモ，楽天モバイル)に対応できる見

込があること。 

(ｵ) その他情報配信 

  ヤフー防災アプリ，電話・ＦＡＸ，インターネットサイト上への配信履歴の掲載など，

その他，同時一斉に配信可能な手段への対応（任意） 

（※有償・無償の区分を明確にしたうえで，無償で対応できるもの，別途有償で対応で

きるものをそれぞれ企画提案書に記載すること。） 

  ウ 配信方法 

   配信方法について，次の水準以上の機能を確保すること。また，情報の種類によって方法

を指定することができること。 

   (ｱ) 管理者・担当者によって手動で配信する方法 

   (ｲ) 日時を予約して配信する方法 

   (ｳ) 他サービスと連携して自動的に配信する方法 

    ・三原市役所本庁舎にあるＪ-ALERT受信機から送信されるメールを受信して配信 

    ・尾道市・三原市消防指令センターから送信されるメールを受信して配信 

    ・気象業務支援センター等の気象情報を自動受信して配信

  エ 配信内容の作成・指定 

   管理者・担当者は配信内容を次のとおり作成・指定できること。 

(ｱ) 管理者・担当者による自由入力 

(ｲ)  編集中のメール及び緊急速報メール(エリアメール)内容の一時保存 

(ｳ) あらかじめ登録した文例を選択 

(ｴ) 配信履歴から選択 
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※(ｳ)(ｴ)は，事前または配信時に適宜編集が可能なこと。 

  オ 受信者の登録・解除・修正 

   受信者の登録・解除・修正を次の方法で行うことができること。 

(ｱ) 受信者が所定のメールアドレスにメールを送信することで，登録・解除・修正の操作

が行えるなど，管理者の操作を介さない方法で行えること。 

ただし，「学校等保護者向け」については，管理者による確認を経て登録が完了する

仕様であること。 

(ｲ) 管理者により受信者の登録・解除・修正ができること。 

(ｳ) 受信者情報をＣＳＶ形式等のファイルで出力できること。またこれらのファイル形式

により，一括して受信者情報を登録・編集できること。 

(ｴ) 受信者に継続してメールが届かなくなった場合には，自動的に登録を解除または配信

を停止する（保留にする）仕組みがあること。 

(ｵ) 受信者の情報には，メールアドレス以外の情報(市民向けの場合は，地区や年代，希

望する配信情報など，職員向けの場合は所属・役職情報など，学校向けの場合は学年・

スクールバス利用の有無など)の登録ができること。 

カ 受信情報の選択 

    「市民向け」については，受信者が登録，または登録内容を変更する際に配信を希望す

る情報の種別や地域などを任意に選択，変更することができること。 

キ 受信状況及び配信状況の確認 

  次の方法で受信状況及び配信状況を確認できること。 

    (ｱ) 受信者が情報を受信したかどうかについて管理者や担当者が確認することができる 

機能を有すること。 

(ｲ) 配信情報の履歴を管理者・担当者が確認できること。 

(ｳ) 受信状況や配信履歴をＣＳＶ形式等でデータ出力できること。 

ク アンケート機能 

  「職員向け」及び「学校等保護者向け」は，次の要件を満たすアンケート機能を有するこ

と。 

(ｱ) 質問と回答選択肢を任意で複数作成することができること 

(ｲ) アンケート結果の集計を管理画面で確認できること。またＣＳＶファイル形式等でデ

ータ出力できること 

(ｳ) アンケートの結果内容ごとに配信先を選択してメールを配信できること 

(3) システムの要件 

①クラウド型(SaaS/ASP型)のシステムであること。 

②ウイルス対策を含む情報セキュリティ，火災・停電・浸水・耐震対策等に十分に配 

慮したデータセンター等において運用すること。 

③サーバは冗長化されていること。

④システムの利用可能時間は原則24時間365日とすること。メンテナンス等でやむを 

得ず停止する場合は，事前に発注者に連絡すること。特に，自然災害の発生が予測さ

れるなど，緊急の必要がある場合には，停止日時を変更し対応すること。 

⑤システムは発注者の職員が使用する仮想ブラウザ環境(Windows Server2012＋

InternetExplorer11)および学校の環境(Windows10＋Edge)で動作すること。
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(4) 再構築の方法 

①受注者は，構築業務に先立ち実施体制と役割分担，作業スケジュールを文書化して

発注者に提出すること。また構築作業中の進捗管理を行い，随時報告すること。 

②現行のシステムからＣＳＶ形式等の登録データ（名前・メールアドレス・配信グルー

プ等，約20,000件）を移行し，又は，移行の支援を行うこと 

(5) システム運用 

ア 問合せ対応 

  ・本システムに関係する問い合わせ窓口を設け，各種問い合わせに応じること。窓口を

一本化すること。 

  イ 障害対応 

・障害が発生した場合は速やかに原因を究明し，復旧作業を行うこと。障害の状況や対

応状況について速やかに報告すること。 

ウ システムの保守・変更管理 

・システムの修正等を行った場合には，テスト･稼動確認を行った上で適用すること。 

・システムの不具合や脆弱性が発覚した場合には，稼動への影響がないことを十分に検

証した上で，バージョンアップ等の必要な作業を行うこと。 

エ 研修･教育 

・操作説明会を実施すること(ＷＥＢ会議システムを利用しても構わない)。 

・システムの操作マニュアルをデータで納品すること。またはシステム上でいつでも閲

覧できるようにすること。 

７ その他 

(1) 再委託については，事前に書面により発注者の承認を得た場合は認める場合がある。

その場合，再委託先の作業等に関し一切の責任を受注者が負うこと。 

(2) 受注者は業務上知り得た情報を第三者に漏らさないこと。契約の終了後及び解除後も

同様とする。 

(3) 受注者は業務を履行するための個人情報の取扱いについて，別紙「個人情報取扱特記

事項」を遵守すること。 

(4) 本システムに蓄積した利用者情報等のデータは発注者に帰属するものとし，本システ

ムの稼働を終了する際には汎用的な形式でデータ抽出作業を行い，データを発注者に提

出すること。その際の費用は受注者の負担とする。 

(5) 本仕様書に定めのない事項については，必要に応じ発注者及び受注者が協議して定め

ることとする。 

(6) 本仕様書に記載の事項について，受注者がより優れた代替方法等を発案したときは，

協議の上，仕様を変更することができるものとする。 


