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１．目的

令和５年７月末に北広島町図書館（以下「図書館」という。）の図書館システムの端末機器が賃貸借期間が

満了となることから、ハードウェア機器の入れ替えおよび、新たな機能を装備するなど利用者の利便性に長け

て誰もが使いやすいシステムに更新する。更新により、資料検索のしやすさ・案内表示の工夫など図書館サー

ビスの充実と図書館職員の負荷軽減、セキュリティ及び事業継続性を向上させる。

システムの運用にあたっては、データセンターを利用するクラウド型を導入する（データセンターは業務受

託者が選定する）。これに伴い業務受託者は、システム更改および更改後のシステム(以下「次期システム」)

の運用等(関連ソフトウェアの提供および関連ハードウェアの提供、保守、運用サポートなど)を行う。

本仕様書は、次期システムに必要な機能仕様および調達仕様を示すものである。以下、北広島町及び北広島

町図書館を「発注者」、業務受託者を「受注者」とする。

２．基本要件

（１）新システム稼働までの現行システムの安全対策

・新システム稼働までの間、現行システムを安全に稼働できるようにする。

（２）システム運用機器の入替え・新システムの導入

・現行システムの賃貸借期間終了に伴い、次期システムの導入に関する下記の対応を行う。なお、５年間の

賃貸借契約で導入するものとする。

①ハードウェア、ソフトウェアの提供

②設計作業

③開発作業

④総合試験作業

⑤導入作業

⑥現行システムからのデータ移行

（データ移行に伴うデータ抽出については、発注者と前受注者との契約により実施予定）

⑦その他の作業（利用者マニュアルの作成、操作説明、研修の実施など）

・現行システムの有する仕様および次期システムの要求仕様は、別紙「機器仕様書」を参照のこと。サーバ

環境の他、クライアント環境へのソフトウェア導入や周辺機器設定を含め、利用環境の設定を行うこと。

・具体的な作業内容は受注者側で検討するものとし、受託決定後に受注者側で作成する作業計画書に記載す

るものとする。

（３）次期システムの導入

・次期システム稼働は令和５年８月１日とする。令和５年７月31日までに新システムを導入し、次期システ

ムのクラウドサービス提供、運用支援、保守対応（使用期間（５年間）に亘る）、および随時必要に応じ

たシステム改修に関する対応を行う。

・付随するハードウェア、およびソフトウェア保守に関する対応を行う。

・本仕様書に記載されている要求要件以外の具体的な作業内容は受注者側で検討するものとし、発注者の承

認を得たうえで、受託決定後に受注者側で作成する作業計画書に記載するものとする。

（４）次期システム契約満了時の対応

・次期システムの契約満了時、その次のシステムへのデータ移行に関する対応を行うこと。
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・記憶媒体へ抹消作業を行うと共に、データ消去証明書の提出を行うこと。

３．履行期間及び費用、支払条件

（１）システム更新期間 契約締結日から令和５年７月31日まで

（２）運用及び保守期間 令和５年８月１日から令和10年7月31日まで

（３）経費

本事業に係る経費は、次の各号とする。本仕様書の内容一切を必須条件として積算のうえ、見積価格を税

抜き価格で提示すること。この見積価格は、契約時の上限金額とする。５年間総経費だけでなく、（３）支

払条件に示すリース契約とする費用と月額支払いとする費用とに分けて提示すること。

①ハードウェア費用

②システムのクラウドサービス利用料（オプション含む５年間）

③システム以外のソフトウェア費用（５年間）

④ネットワーク機器設置、設定費用、ちゅピＣＯＭ回線費用

⑤システム導入作業費用（データ取り込み、移行費用、カスタマイズ費用を含む）

⑥ハードウェア及びソフトウェア保守料（運用支援、バージョンアップ費用、運用上必要不可欠な消耗品を

含む）※１※２

※１：経費については、保守体制に係わる全費用を含めること。（バックアップ用の記憶媒体、メンテナン

ス用の物品、ＵＰＳの内蔵電池など、消耗品的要素があるものについても、システム本体の運用に必要

不可欠なものはすべて含めること。また、その明細を明記すること。）経費に含むことができないもの

がある場合は、その物品名・交換予定時期、別に必要となる運用費用を参考資料として提示すること。

（プリンタのトナーや有償交換部品を含む。）。

※２：ソフトウェア・ハードウェア保守の方針・体制を明示すること。機器とソフトウェアの保障期間、保

守の有償・無償の範囲、スポット保守のサイクルと時期を明記すること。

※参考資料として、上記経費に含められない保守対象外の、システム運用に必要不可欠な物品がある場合は、

これを費用含め全て提示すること。

（４）支払条件

ハードウェア費用やシステム導入費用等、令和５年８月分から令和10年７月分までの毎月払い（59 回）

および完了払い（１回）の計60 ヶ月の賃貸借契約（リース）とする。システム保守費用等、月額で発生す

る費用は月末締めの翌月支払いとする。

本事業にかかる導入時のシステム設定等については、追加費用が発生しないこと。また、本事業満了時に

おいて、再契約を確約するものではないことに留意すること。

（５）本契約満了時の費用

本事業満了後に他社システムへ移行すると仮定した場合のデータ抽出費用。５年間総経費とは別に、独立

した費用として明細と共に示すこと。データ抽出時の仕様については、本仕様書の８．システムが満たすべ

き要件（４）現行システムからのデータ移行等を確認すること。

４．スケジュール

契約締結日から契約開始（令和５年８月１日）までを準備期間とし、システムの適用作業および十分な操作

研修を行うこと。一般供用開始は令和５年８月１日とする。受注者は、導入スケジュールを発注者と協議のう
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え、詳細スケジュールを提出すること。

発注者の提供するすべてのデータの完全移行とシステムの安定稼働を実現するため、適用作業以外のシステ

ムの動作確認および操作研修等にも十分な期間を設定するよう留意し、これに伴うすべての機器の搬入・設置

についても、発注者と協議のうえ実施すること。

５．導入実績

町図書館と同等規模以上の公立図書館に導入実績のあるパッケージソフトウェアであること。実績表を別紙

にて提示すること（クラウド型で導入している中四国９県の実績を提示すること。ただし、ソフトウェアのバ

ージョンについては問わない）。

町図書館の業務規模は次のとおりで、システム構成を組む際には記載の想定値を参考とし、当初稼働時から

５年間十分に動作するものであること。契約の５年間において想定値を超えたために動作が保証できなくなっ

た場合は、別途発注者と協議するものとする。

※蔵書数・予約冊数は令和2年度

６．納入場所

（１）サーバ用機器

受注者が選定するデータセンター内

※現行システムは館内設置型。システム構成の概要については、Ⅱ.機器要件、Ⅲ．機能要件を参照のこと。

※一部機器（ファイルサーバやネットワーク機器など）については、発注者の了承が得られた場合は館内設

置も可とする。

（２）クライアント用機器

北広島町図書館（〒731-2103 広島県山県郡北広島町新庄1031-1）

北広島町図書館芸北分館（〒731-2323 広島県山県郡北広島町川小田10075-54(芸北文化ホール内)

北広島町図書館千代田分館（〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田1234(北広島町まちづくりｾﾝﾀｰ内)）

北広島町図書館豊平分館（〒731-1711 広島県山県郡北広島町戸谷1113（豊平地域づくりｾﾝﾀｰ内））

※豊平分館は改修工事に伴い、令和４年11月から令和６年度中頃までは、北広島町役場豊平支所（〒731-1795

広島県山県郡北広島町戸谷1088番地1）にて開館する。豊平地域づくりセンター完成後は移設する必要が

あるため、移設に係る費用を別途費用として参考に提示すること。

７．適用業務

（１）図書館業務全般

①窓口奉仕業務・・・・・・・・貸出・返却・予約等

②利用者管理業務利用者・・・・登録・修正・検索・除籍

③資料管理業務資料・・・・・・検索・督促等

開館日数 有効登録者数 蔵書数 年間貸出人数 年間予約冊数

本館 273 日

千代田 320 日

豊平・芸北 234 日

1,457 人 115,023 点 16,948 人 8,930 冊
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④目録業務・・・・・・・・・・登録・修正・原簿作成・除籍等

⑤収集業務・・・・・・・・・・選書・発注・受入等

⑥館内ＯＰＡＣ・・・・・・・・蔵書検索 ・予約・新着一覧・貸出ランキング等

⑦Ｗｅｂ検索・・・・・・・・・蔵書検索・予約・新着一覧・貸出ランキング等

⑧帳票業務・・・・・・・・・・利用統計・貸出統計・年報作成

⑨蔵書点検業務・・・・・・・・蔵書点検・不明本リスト出力・配架違い検出等

（２）パソコンやスマートフォンによる資料検索・予約

（３）電子メールによる予約割当通知、督促メール通知

（４）その他図書館業務

８．対象データ

（１）使用ＭＡＲＣについて

現在のシステムでは、ＴＲＣ－ＭＡＲＣ Ｔタイプを使用している。継続してＴＲＣ－ＭＡＲＣ Ｔ

タイプが利用可能であること。

（２）ＮＤＣについて

新システムでは、ＮＤＣ10 版の対応が可能であること。

９．機器構成及びネットワーク要件について

（１）機器性能要件

各機器の使用・性能要件は別紙「機器仕様書」を参考にし、同程度以上で提案すること。

（２）機器構成

機器構成については、以下のとおりとする。なお、各機器の詳細については、別紙「機器仕様書」の要件

を満たすこと。

機器 機器詳細 台数 備考

業務用端末 デスクトップ型 4 本館（カウンター）

千代田分館（カウンター）

豊平分館・芸北分館（カウンター）

ノート型（本システムあり） 2 本館（事務室）、千代田分館（作業用）

※蔵書点検時に使用可能なこと

ノート型（本システムなし） 3 ※蔵書点検時に使用可能なこと

利用者端末 館内 OPAC（タッチパネル付） 4 本館、千代田分館、豊平分館、芸北分館

インターネット閲覧端末 1 本館
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※上記機器は、研修時に使用できる状態にすること。なお、機器は全て新品とすること。

※別紙「北広島町図書館システム全体構成図」を参照すること。

（３）ソフトウェア

ソフトウェア構成及び数量は、下記のとおりとする。他に必要とされるソフトウェア類がある場合には見積

に含めること。

周辺機器 IC アンテナ・リーダライタ（据置

型）

5 本館（カウンター、事務室）

千代田分館（カウンター）

豊平分館（カウンター）

芸北分館（カウンター）

バーコードリーダー 7 業務用端末分

レシートプリンター 5 本館（カウンター、事務室）

千代田分館（カウンター）

豊平分館（カウンター）

芸北分館（カウンター）

レーザープリンター 4 本館（カウンター）

千代田分館（カウンター）

豊平分館（カウンター）

芸北分館（カウンター）

ルータ 必要数

ネットワーク機器

（ハブ・LAN ケーブル等）

必要数

BDS（不正持ち出し防止装置） 1 本館（入り口 1カ所）

BDS 制御監視端末 1 本館（カウンター）

ソフトウェア名 内容 数量

図書館システム

（基本システム）

（対象）館内業務全般、館内 OPAC、WebOPAC を提供すること 1式

図書館システム

（ライセンス）

（対象）業務用端末、館内ＯＰＡＣ 13本

ウイルス対策ソフト

（5年間分）

（対象）全ての端末（第３世代であること） 13本

Microsoft

Office 2021 版

本館（カウンター、事務室）

千代田分館（カウンター、作業用）

豊平分館・芸北分館（カウンター）

※ただし、本システムの都合によりダウングレード権を利用し

て旧バージョンをインストールすることも可とする。

6本
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（４）ネットワーク要件

①設置機器のネットワーク設定は、ユーザー サイドのレスポンス、セキュリティ対策等、十分な知識と

経験を有した者が設定すること。

②北広島町図書館システム全体構成図を参考に、回線設定等の必要経費は60ヶ月分を見積価格に含めるこ

と。

③プロバイダ、メールアカウント、ドメイン等は本町にて契約するものを使用して構わない。

④インターネット開放端末と業務用端末はセグメント分割してネットワーク構築を行うこと。

※インターネット開放端末には、パソコンのトップページに、図書館のホームページ・国立国会図書館デ

ジタル化送信サービスがワンクリックで表示できるようにすること。

※インターネット開放端末で表示した国立国会図書館デジタル化送信サービスのIPアドレスの固定、もし

くはIPアドレス変更時に確認できる機能があること。

⑤原則として各機器は現行システムと同じ場所に設置するが、軽微な場所変更があった場合には必要に応

じて末端の配線作業を行うこと。あらかじめ施設の配線状況を確認し、システムの能力に対し不十分と判

断した場合は配線を引き直すもの

⑥設置機器のネットワーク設定は、ユーザーサイドのレスポンス及びセキュリティ対策等について十分な

知識と経験を有して設定すること。

⑦設置機器の調整と運用に至る全ての設定を行うこと。

⑧E－Mailを使用した予約連絡等においては、アカウント情報及びメール本文は外部メールサーバに保持

させない等、セキュリティに配慮した構成とすること。

⑨TLS等の通信の暗号化処理を行うこと。

１０．システムが満たすべき要件

（１）システムの基本要件

①システムは「利用者サービス業務」及び「管理業務」等、本町の業務全体を処理できるトータルシステ

ムとし、システム機能の詳細は、別紙「図書館システム機能仕様書」の機能を有するシステムの仕様を

前提とする。

②システムについては、クラウド型で構築するものとし、導入時点で安定稼働の実績のある最新版を用い

ること。また、クライアントのOSはWindows10LTSC以上を採用し、令和7年10月のWindows10サポート終

了に影響の出ない対応を取ること。

③個々のハードウェア及びソフトウェア等は、十分な稼働実績がある製品を納入すること。

④稼働時間は計画的な停止を除き、24時間365日とする。

④ソフトウェアのライセンスについては、必要台数分が支障なく利用できるライセンス数を提供し、本仕

様に記載の条件に変更がない限りにおいては、利用者登録数や蔵書数の増加によるソフトウェアのライ

センス料の追加は発生しないこと。

⑤インターネットからの予約等については、インターネット上に個人情報に関する通信が発生するため、

TLS等の暗号化通信を施し情報漏洩対策を行うこと。また、停電やネットワーク障害等で想定される危

端末復元ソフト （対象）館内ＯＰＡＣ、インターネット開放端末 5本
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機に対する対策を行い、データの安全確保を図ること。

⑥現在の図書館カード（読取コード：NW－７）がそのまま利用可能であること。

（２）システムの管理・運用

①システムの運用は、本町職員（以下、「職員」という。）による運用とする。クラウド構築部分は、受注

者よりサーバ運用及び保守部分をサービスとして提供されるものとする。

②データバックアップ及びサーバの運用監視並びに保守については、クラウド提供者で実施するものとす

る。

③利用者の個人情報及びネットワーク等の適正運用に万全を期すこと。データはクラウド上で管理し、図

書館内にサーバ及びバックアップ装置を設置しないこと。

④万一のサーバ障害やネットワーク障害時等においても、貸出及び返却処理、利用者登録など最低限必要

とする業務を代替手段で実施できる仕組みを用意すること。また、障害回復後、各業務端末での処理デ

ータをサーバへ迅速に反映できること。

⑤流通取次連携

ア 図書館流通センターのTOOLｉシステムとシームレスな連携ができること。

イ 本町では書店からも資料購入しているため、書店に発注リストを提供できること。

（３）セキュリティ対策

・個人情報の保護及び利用者が安心して図書館を利用できるよう、次の事項を確実に実施すること。

①システムの中で個人情報を保護するための制約を設けること。

ア 貸出及び返却等に必要な個人情報は最低限の情報とする。

イ 業務用端末における画面上の貸出記録は返却と同時に消去せず、管理情報のデータに移行した後消

去すること。なお、契約期間内は利用者ログインしたマイページの貸出記録を保存すること。

ウ OPACは利用者自身の利用状況を確認できるが、一定時間無操作で初期画面に戻すこと。

②外部ネットワークを利用した情報交換において、情報の盗聴や改ざん、誤った経路での通信または破

壊等から保護するため、情報交換の実施基準及び手順を備えること。

③インターネットからアクセスされるサーバには、利用者氏名、住所、電話番号、性別及び電子メール

アドレス等の利用者個人情報は一切保持しないこと。

④IDとパスワードにより利用認証を行うこと(利用権限の付与)。

⑤第三者がサーバに成りすますこと（フィッシング等）を防止するため、サーバ証明書の取得等の対策

を行うこと。

（４）現行システムからのデータ移行等

①受注者はデータ移行について、データ破損防止に十分に留意のうえ、慎重かつ速やかに作業を進め

ること。現行システムから発注者（前受注者）が抽出したＣＳＶ形式データおよび項目のレイアウ

ト、区分の定義等のデータ仕様等を提供した後、受注者がそれらを次期システムに登録すること。

②現行システムからのデータ抽出作業については本事業に含めず、受注者の費用負担はない。

③現行システムで保有している全データのうち発注者（前受注者）の提供する全データ、書誌データ

（内容細目・目次といったＭＡＲＣデータに加え、発注者が独自に入力しているものも含める）、

所蔵データ（資料コード、書誌番号、蔵書場所コード、ステータス区分等）、利用者データ（利用
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者コメント含む）、予約データ、貸出データ、発注データ等を、安全・確実・忠実に取り込み、業

務に支障をきたすことなく移行すること。特に、予約資料で発注中や相互貸借依頼中といった状態

を含めて移行し、次期システムでの継続した業務実施を可能とすること。

④書誌データのＷｅｂＯＰＡＣへの表示は、可能な限り現行の項目を維持するものとする。

⑤株式会社図書館流通センターが、2022年１月から「日本目録規則2018年版」（ＮＣＲ2018）に準拠

するＴＲＣ ＭＡＲＣ－Ｔタイプの改定データを提供しているが、次期システムへのリプレイスに

あたり、ＭＡＲＣデータクリーニング（現行システム内のＭＡＲＣデータを改定データにすべて置

き換える作業）を同時期に行い、次期システム稼働と同時に利用できるよう、改定データ提供元の

株式会社図書館流通センターと内容や移行スケジュール等について、協議し対応すること。

⑥データ取り込み、移行作業およびパッケージ導入作業については、システム担当ＳＥが行うこと。

補助作業については、システムに精通した者が行い、作業が円滑に行えるよう万全のサポート体制

をとること。

⑦次期システム稼動後に、データ移行が不完全であることが判明した場合には、無償でデータ移行を

行うこと。発注者が独自に入力しているデータ項目の移行についても同様とする。

（５）機器の設置

①機器は、本町が指定する設置場所に設置すること。

②機器の搬入前に本町とスケジュールを協議し、承認を得ること。また、輸送業者による搬入の際には

立ち会いを行い、納品機器及び付属物の確認を受けること。

③ルータの設置及び設定作業等については、事前に作業内容及び工程等を本町と協議し、承認を得るこ

と。

④設置及び稼働に必要な周辺機器（ハブ及びケーブル等）についても全て用意すること。

（６）バックアップ対策

端末機器等が故障した際の対策として、日常的に応じられる体制をとり、バックアップ取得などの復旧対

策を講じること。

（７）システムの保守支援体制

①今回導入のハードウェア及びソフトウェアを対象とし、万一のサーバ、ネットワーク障害時等により稼

働停止を検知した場合は60分以内に連絡対応を開始して貸出及び返却処理、利用者登録など最低限必要

とする業務を代替手段で実施できる仕組みを用意すること。また、運用相談及び運用ドキュメント等の

管理にかかわる支援も併せて実施すること。

②保守体制は本町の運営に合わせた体制とし、運営時間の変更にも対応できること。

現行システム名 ADWORLD 図書館システム

（オンプレミス型システム・カスタマイズ有）

現行システム保守業者 株式会社日立システムズ 中国支社

広島県広島市中区上幟町３－３３

電話：０８２－５１１－２８５８
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③統計事務及び蔵書点検等、通常運用とは異なるシステム運用の際には、本町の求めに応じ必要な支援を

行うものとし、その支援方法については具体的に提示すること。

④ハードウェア保守

ア 業務用端末機器及びネットワーク機器等の主要な機器については、土曜日、日曜日、祝日を含む開

館日の午前９時から午後５時までを保守対応時間帯とし、現地訪問対応を行うこと。

イ その他の周辺機器については、平日の午前９時から午後５時までを保守対応時間帯とし、代替機を

用意する等、障害時の保守に対応すること。また、保守不可能の機器は、あらかじめ明確にすること。

ウ ①及び②とは別に、障害時に業務を支障なく継続させるための代替案があれば、その方法について

具体的に提示すること。

⑤ソフトウェア保守

ア 休日の対応も含め、速やかに対応できるサポート窓口を設ける等の体制をとること。特に故障時の

連絡窓口については、ハード系またはソフト系の故障であるかの判断がつきにくい場合があるので、

一本化する体制をとること。また、緊急時には受注者担当ＳＥと連絡が可能な体制を整えること。

イ バージョンアッププログラム（機能強化等）の提供を追加費用が発生することなく保守契約の範囲

内で提供すること。

ウ システム運用に関する相談や最新情報及び事例等の提供を行うこと。また、パッケージソフトに関

する問い合わせに対する回答を行うこと。

エ 導入したソフトウェアの脆弱性が発覚した場合は、即時対応すること。

⑥障害発生時等の対応

ア 障害発生時にはいかなる場合でも業務への影響を考慮した上で、対応が出来るように復旧体制を構

築すること。また、実際に障害が発生した場合には、速やかに対応すること。

イ 通信災害が発生した場合には、障害の原因の切り分けを行い、受注者のサービス提供範囲において

障害発生している場合には、速やかに復旧作業にあたること。

⑦職員の研修指導

ア システム引渡時、システムについての基本導入指導を行うものとし、併せて以下の研修等を実施す

るものとする。また、それらに係る諸経費は受注者が負担すること。

イ 操作研修については、本町の実態に即した内容で、窓口業務及び収集業務等の図書館業務について

実施すること。また、職員の勤務体系を考慮し図書館運営に支障のない研修計画を提示すること。ホ

ームページの更新についてHTMLの専門知識を持たない職員でも容易に情報更新やコンテンツの公

開・未公開の設定ができるような研修を行うこと。

ウ 機能強化等におけるシステム変更時には、職員に変更内容を十分に説明すると共に、必要に応じて

操作指導及び研修を実施すること。

エ 職員の異動等により初任者が着任した場合は、システムの操作を習得するための必要な支援をする

こと。また、支援方法については提案書に具体的に提示すること。
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９．契約終了時の取扱い

（１）契約終了時には、本町から不要機器を撤去する前に、機器内部の記憶装置の物理的な破壊を行うことと

し、システム上から本町に係る一切のデータを復元不可能な状態にする措置を講じると共に、作業完了時

には速やかに文書にて報告すること。また、作業完了後は直ちに不要機器を本町から撤去すること。

（２）経費には、契約終了時のシステム運用機器のデータ消去、機器撤去回収費用を含めること。

１０．提出書類

新システムの導入にあたり、本町が指定する日までに次の書類を提出すること。

（１）作業工程表（事前打ち合わせ時に提出）

（２）納入製品一覧

（３）各種会議（打合せ）における議事録

（４）システム運用に必要な操作手引き書類

（５）システムテスト仕様及び結果報告書

（６）その他、本町が必要と認める資料

※なお、必要部数や納入媒体等については、本町と協議の上決定することとし、CD－R等の電子媒体（正副

２枚）による納品も認めるものとする。

１１．その他

（１）本仕様書については適切に管理すると共に、これにより知り得た情報については、第三者に開示しては

ならない。

（２）本仕様書に定めのない事項並びに本要件に疑義が生じた場合は、本町と別途協議し、決定するものとす

る。
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別紙「機器仕様書」

以下を参考にシステムが安定稼働する機器を提案すること。

１．ハードウェア

（１）業務用端末（デスクトップ型）（４台）

（２）業務用端末（ノートブック型）（５台）

項番 項目 主な仕様

1 CPU インテル社Core i5-1145G7プロセッサー以上の性能を有する

こと

2 メモリ 8GB以上

3 SSD フラッシュメモリーディスク256GB以上

4 DVD-ROM 内蔵型（CD、DVDの読み込み、書き込みが可能なこと）

5 ディスプレイ 23型フルHD以上

6 キーボード テンキー付きとすること

7 OS Windows10LTSC を搭載すること

8 マウス 光学式マウス（USB)

9 インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T×1

10 その他 図書館システムアプリケーションが正常に作動すること

再セットアップ用媒体を一式添付すること

項番 項目 主な仕様

1 CPU インテル社Core i5-1145G7プロセッサー以上の性能を有する

こと

2 メモリ 8GB以上

3 SSD フラッシュメモリーディスク256GB以上

4 DVD-ROM 内蔵型（CD、DVDの読み込み、書き込みが可能なこと）

5 ディスプレイ 15.6型液晶以上

6 キーボード 日本語テンキー付キーボード（JIS配列準拠）

7 OS Windows10LTSC を搭載すること

8 マウス 光学式マウス（USB)

9 インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T×1

10 その他 図書館システムアプリケーションが正常に作動すること

再セットアップ用媒体を一式添付すること
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（３）利用者用端末（館内ＯＰＡＣ）（タッチパネル付）（４台）

（４）インターネット開放端末（デスクトップ）（１台）

（５）バーコードリーダー（７台）

（６）レシートプリンタ （５台）

項番 項目 主な仕様

1 本体 タッチパネル方式

2 CPU インテル社Core i3-9100プロセッサー以上の性能を有するこ

と

3 メモリ 4GB以上

4 SSD 内蔵型、500GB以上

5 ディスプレイ 解像度が1280×1024ドット以上、表示色が1,677万色以上同

時にディスプレイ画面の全体に表示できる17インチ以上の

ＴＦＴカラー液晶タッチモニターとする

項番 項目 主な仕様

1 CPU インテル社Core i5-1145G7プロセッサー以上の性能を有する

こと

2 メモリ 8GB以上

3 SSD フラッシュメモリーディスク128GB以上

4 DVD-ROM 内蔵型（CD、DVDの読み込み、書き込みが可能なこと）

5 ディスプレイ 23型フルHD以上

6 キーボード 日本語テンキー付キーボード（JIS配列準拠）

7 OS Windows10LTSC を搭載すること

8 マウス 光学式マウス（USB)

9 インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T×1

項番 項目 主な仕様

1 対応ＯＳ Windows10LTSC以上

2 光源 赤色LED（波長：624nm以上）

3 最大読取幅 65ｍｍ以上

4 インターフェース USB

項番 項目 主な仕様

1 印字方式 感熱ラインドット方式

2 用紙 ロール紙、マーク付きロール紙（マークセンサ標準装備）

3 印字速度 350mm／s

4 インターフェイス シリアル、USB、PoweredUSB、イーサネット、Bluetooth
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（７）レーザープリンター（４台）

（８）ICアンテナ・リーダライタ（据置型）

別紙１参照

（９）BDS（不正持ち出し防止装置）

別紙２参照

２．ソフトウェア

5 印字桁数 最大48桁（12×24フォント）以上

最大24桁（24×24フォント）以上

6 文字種 コードページ（14Page）、オプションフォト、ダウンロード

文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字

7 バーコード規格 UPC－A/E、JAN／EAN－8/13、ITF、Code39、Code93、Code128、

CODABAR（NW-7）

8 用紙幅 58mm／80mm

項番 項目 主な仕様

1 印刷方式 LED乾式電子写真方式

2 両面印刷機能 標準対応

3 用紙サイズ A3サイズ対応（メインA4サイズ）

4 プリント速度 片面A4横：32頁/分、A3：18.2項/分以上の速度とする

5 トレイ 普通紙500枚以上入ること

6 インターフェース シリアル、USB、Powered USB、イーサネット、Bluetooth®

7 用紙種類 コピー用紙

8 備考 トナーカートリッジ付き（初回分）

項番 項目 主な仕様

1 ソフトウェア全般のライセンス数 業務用及び利用者用端末の必要台数分が支障なく利

用できるライセンス数を提供できること

また、導入から５年間のライセンスも本調達に含める

こと

2 ウイルス対策ソフト クライアントには、提供サービスにおいて稼働実績が

あり、動作を保障できるものであること

全業務クライアントを管理できるように設定を行う

こと

3 バックアップソフト イメージバックアップソフト等で全PC分のバックア

ップ取得ができるようにすること（パソコン復旧対策

として必要に応じ）
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北広島町図書館システム全体構成図（概要）

図書館システム・クラウドサービス

図書館サーバ 蔵書検索サーバ

WWW サーバ ファイアウォール

インターネット

TLS 等の暗号化通信

利用者

各図書館からは SSL-VPN 接続

・ちゅピ COM 光

（VPN接続を利用

すること）

・ちゅピ COM 光

（VPN接続を利用

すること）

・ちゅピ COM 光

（VPN接続を利用

すること）

・ちゅピ COM 光

（VPN接続を利用

すること）

ルータ

各端末

ルータ

各端末

ルータ

各端末

ルータ

各端末

北広島町図書館 北広島町図書館

豊平分館

北広島町図書館

千代田分館

北広島町図書館

芸北分館


