
仕様書 

 

１．業務名 

広島市児童相談所の建替え移転に伴う電話交換設備及び FMC サービス導入等業務 

（以下「本業務」という。） 

 

２．契約期間 

  契約締結日から令和４年３月３１日までとする。 

  ただし、令和４年２月１４日からサービス利用を開始するものとする。 

 

３．履行場所 

 広島市東区光町二丁目１５番５５号 

 広島市児童相談所 

 

４．業務目的 

  本業務は、広島市児童相談所の建替え移転に伴う電話交換設備及び FMC サービス導入等における環 

 境構築及び調達、通信回線サービスの提供等を行うものである。 

  本業務においてスマートフォンや FMC サービス、ビジネスチャットを導入し、所内外において音声 

 コミュニケーション及びテキストコミュニケーションが可能な環境を整備する。事業者は、本所内の 

 コミュニケーションの円滑化のみならず、携帯電話端末を活用した業務効率化と働き方改革を実現で 

 きる環境を構築するサービスの提供であることを認識のうえ、本業務の理念と目標を常に念頭に置き、 

 誠実に業務を履行するものとする。 

 

５．業務概要 

 (1) 携帯電話、固定電話間で庁内内線が利用できる FMC サービスの導入 

 (2) 電話交換機、無停電電源装置、多機能電話機、録音装置、携帯電話端末及びその他付属物の調達 

 (3) 既存本庁電話交換機及び新設療育センター電話交換機との連携 

 (4) 本調達電話交換機に係る各種配線及び接続 

 (5)  MDM サービスの導入 

 (6) クラウド電話帳等の調達及び設定 

 (7) 運用保守 

 

６．調達範囲 

  別紙１「調達概要図」を参照 

 

 

７．業務内容 

 (1) 携帯電話、固定電話間で内線が利用できる FMC サービスの導入 



  ア 構築範囲 

    児童相談所電話交換機との連携を前提とし、内線番号で以下の端末間の呼び出し/通話を可能と 

   すること。 

   (ｱ) 児童相談所固定内線電話⇔FMC サービス対応端末 

   (ｲ) 既存本庁固定内線電話⇔FMC サービス対応端末 

   (ｳ) 新設療育センター固定内線電話⇔FMC サービス対応端末 

   (ｴ) FMC サービス対応端末⇔FMC サービス対応端末 

    ・本業務にて構築する FMC サービスに対応し、構外でも FMC サービスを利用し、内線通話が

可能な状態とすること。 

    ・FMC サービス対応端末の故障時には、SIM カードの入れ替えで内線番号の移行が別の同等端

末にできるようにすること。 

  イ 内線通話要件 

   (ｱ) 基本機能 

    ・児童相談所電話交換機に収容されている内線電話（固定電話機）と、今回導入する FMC サー 

     ビス対応端末間での内線通話が可能なこと。 

    ・外線着信のあった固定電話から FMC サービス対応端末へ保留転送できるようにすること。 

    ・内線通話中の通話を、他の内線に転送する機能があること。 

   (ｲ) 同時通話チャネル数 

     FMC サービス対応端末と電話交換機経由の同時通話数は２０チャネルとする。 

   (ｳ) 通信機器等 

     電話交換機と PRI（BRI）インターフェースを接続するために必要な通信機器を用意・設置す 

    ること。 

   (ｴ) 光アクセス回線 

     FMC サービスに接続するための光回線は、受注者が手配し通信機器設置前までに開通してい 

    ること。 

   (ｵ) 内線転送機能 

     FMC サービス対応端末より、次の機能で内線通話の転送設定を利用者自身で設定可能とする 

    こと。 

     【話中転送機能】 

      内線着信先の FMC サービス対応端末が話し中の場合、予め登録した内線に転送する機能 

     【無条件転送機能】 

      FMC サービス対応端末への内線着信全てを予め登録した内線に転送する機能 

     【圏外転送機能】 

      内線着信先の FMC サービス対応端末が圏外又は電源 OFF の場合、予め登録した内線に転 

      送する機能 

   (ｶ) 内線番号通知機能 

     内線呼び出し時において、発信端末の内線番号を着信端末に通知し、着信履歴より折り返し 

    で呼び出しができるようにすること。 



   (ｷ) 発注者にて操作可能な次の管理機能を提供すること。 

    【内線番号設定機能】 

     FMC サービス対応端末の内線番号の設定、変更が行える機能 

    【各種転送設定機能】 

     FMC サービス対応端末の各種転送設定が行える機能 

   (ｸ) 外線発信規制機能 

     FMC サービス対応端末の通信事業者から付与される携帯電話番号（090/080/070）から、携 

    帯電話としての通話規制できるようにする機能を有すること。 

   (ｹ) 外線発信（電話交換機を利用した０発信）機能 

FMC サービス対応端末から電話交換機経由で外線発信ができること。また、外線発信する際

には、FMC サービス端末の利用者が所属している部署 

    毎の外線電話番号を使用し発信できること。 

   

 (2) 電話交換機、無停電電源装置、多機能電話機、録音装置、携帯電話端末及びその他付属物の調達 

  ア 電話交換機本体 一式 

   (ｱ) 交換方式 

プロセッサ ３２ビットマイクロプロセッサ 程度 

制御方式 蓄積プログラム制御方式 

通話路方式 ＰＣＭ時分割方式（Ｔ１段） 

中継方式 

分散、デジタルボタン電話応答、ＮＴＴダイヤルイン、付加番号ダ 

イヤルイン、ＩＮＳネットダイヤルイン、個別着信、着サブアドレ 

スダイヤルイン 

内線呼量 6.0ＨＣＳ/内線 

 

   (ｲ) 回線数 

 実装 

局線（アナログ） 8 

局線（ＩＮＳ１５００） 2 

市内専用線 4 

多機能電話機 32 

一般電話 8 

 

   (ｳ) 設置場所及び作業 

    電話交換室 

    ・設置に関しては、本市担当者と協議のうえ、業務の支障がないようにすること。 

    ・ラックを設置する際は、本市担当者及び建替え工事施工業者と協議を行い、本市の指示により 

     設置すること。 

 



   (ｴ) 機能要件 

    ・代表番号を発信番号として通知できること。 

    ・発信者番号の表示ができること。 

    ・保留音が変更できる機能があること。（外部入力が可能なもの） 

    ・発信する際に事業者識別番号ボタン等の操作をすることなく、本市が指定する電話会社の回 

     線が利用できること。また事業者識別番号の変更が容易にできること。 

    ・外線着信を別途指定する電話機へ着信するよう設定できること。 

    ・留守番電話機能（録音機能付き）を有すること（１回線）。また、電話機からのワンタッチボ 

     タン操作で容易に設定解除できること。録音時間は任意に設定できること。 

    ・本交換機は IP 化対応とし、ハードウェア追加のみで IP ネットワークへの接続ができ、内部 

     に対しても基盤追加等を行うことにより、ISDN６４への切替や回線数の増加ができる予備ス 

     ロットを確保すること。 

    ・IVR 機能を具備し、受付時間ごとの自動応答に対応できること。 

    ・仕様に示す機能のほか、市場に流通している、一般的な電話交換機本体としての標準機能があ 

     ること。 

    ・設置については専用ラックを使用すること。なお、ラックは受注者で準備すること。 

  イ 無停電電源装置（常時インバータ給電） 一式 

   機能要件 

    ・停電時において、３時間以上の停電保証が行えること。 

    ・瞬断停電に対応していること。 

  ウ 多機能電話機 ２０台 

   (ｱ) 機能要件 

    ・ランプ内蔵ファンクションボタンが２４個以上あること。 

    ・電話の着信時、外線、内線の区別なく、応答ボタン等の操作をしないと応答できないように設 

     定できること。 

    ・外線の直接着信はできないように設定できること。 

    ・液晶ディスプレイ等による英字、かな、漢字等の表示機能があること。 

    ・着信ランプがあること。 

    ・着信音識別機能（外線、内線着信の区別ができる着信音）があること。 

    ・ランプ内蔵ファンクションボタンは、ランプの２色点灯（自電話、他電話の通話及び保留の区 

     別）ができること。 

    ・通話保留機能があり、長時間経過したときの保留警告音機能を有していること。また、保留か 

     ら警告音鳴動までの時間は任意に設定できること。 

    ・外線転送機能があり、転送時はフックボタン等の操作をしなくても受話器を置くだけで目的 

     の電話機に転送できること。 

    ・電話一斉呼出機能（電話機からワンタッチボタン操作で、受話器から構内の電話スピーカーへ 

     の一斉呼出）があること。 

    ・内線電話呼出機能（電話機からボタン操作で音声呼出）があること。 



    ・内線代理応答機能（特定のグループごとに、他の電話機の着信応答）があること。 

    ・ハンズフリー機能（受話器を取らずに通話できる）があること。 

    ・リダイヤル機能（局線番号自動再送）があること。 

    ・主要出先個別及び内線番号をランプ内蔵ファンクションボタンやワンタッチボタン等に設定 

     し、発信可能な機能があること。 

    ・主要出先個別システム短縮ダイヤルが１００個以上設定できること。 

    ・電話機へ内線表示ができること。 

    ・ランプ内蔵ファンクションボタンやワンタッチボタン等には割り付けた機能等の表示をする 

     こと。 

    ・仕様に示す機能のほか、市場に流通している、一般的な多機能電話機本体としての標準機能が 

     あること。 

  エ 通話録音装置 一式 

   (ｱ) 機能要件 

    ・通話録音装置は、下表の仕様と「(ｲ)その他構成品」の機能を満たす録音装置とし（同等品で 

     も可）、新品とすること。 

    ・アナログ、BRI、PRI 回線を混在で接続できること。 

    ・録音した音声データが容易に検索・確認できること。また通話中であっても音声をモニターで 

     きること。なお、検索・確認する機器一式も併せて設置すること。 

    ・電話交換機が受ける外線電話（発着信）をすべて録音できるようにすること。（療育センター 

     電話交換機との通話(市内専用線)を除く） 

    ・電話主装置との連携により音声ファイルに外線情報（相手番号）、内線情報（内線番号・内線 

     名）を併せて記録することができ、効率の良い検索再生が可能なこと。 

    ・接続構成がシンプルで、内線設備の増減、移動が発生しても、配線工事は必要ないこと。 

    ・電話主装置と連携する機能が搭載されており、個別のプログラム開発が不要であること。 

    ・録音する音質や録音時間については別途協議し、発注者の指示によって設定すること。 

    ・電話交換機と同じラックに設置すること。設置時は、発注者の指示に従うこと。 

 

   仕様 

機種名 ＶＲ－７５５Ｐ（想定） 

接続回線 回線種類 アナログ回線、ＩＮＳ６４回線、ＩＮＳ１５００回線 

最大ｃｈ数 ９６ｃｈ 

記憶媒体 録音 ハードディスク 

記憶媒体バックアップ 
ブルーレイ（ＢＤ－ＲＥ） 

※バックアップドライブ搭載の製品 

ＯＳ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 

時計制度 月差±３０秒（２５℃） 

環境条件 動作時 
温度条件５～４０℃  

湿度条件２０～８５％ 結露なきこと 



保管時 
温度条件－１０～５０℃  

湿度条件２０～８５％ 結露なきこと 

ＶＣＣＩ クラスＡ 

ＲｏＨＳ 指令 適合 

電源 最大２００Ｗ (本体) 

消費電力 最大２００Ｗ (本体) 

寸法 
４２９（幅）×５００（奥行）×１９２（高さ）mm 

（突起物含む） 

質量 １９kg 

 

   (ｲ) その他構成品 

    ・通話録音、音声データを再生するにあたり、必要な物品を構成し調達すること。 

    ・ＶＲ－７００シリーズ専用モニタ １台 

    ・無停電電源装置 ＶＲ－７６０/７５０用ラックタイプ １台 

    ・ＬＡＮ再生ソフト １式 

    ・VoIP ゲートウェイ １台 

  オ ＦＭＣサービス対応の携帯電話端末 ９０台 

   (ｱ) 基本要件 

    ・ＦＭＣサービス対応の携帯電話端末は、下表の仕様を満たす端末とし（同等品以上ものであれ

ば可）、新品であること。 

   仕様 

サイズ（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 約 W７５×H１５０×D９mm 程度 

重量（電池含む） 約１６０g 程度 

ＯＳ Android 又は iOS 

ＣＰＵ ２．０GHz/８ 相当 

メモリ（内臓） ＲＡＭ４ＧＢ/ＲＯＭ６４ＧＢ 相当 

ディスプレイ   サイズ 

         解像度 

６インチ 程度 

１,６００×７００ 程度 

カメラ   アウトカメラ 

      インカメラ 

有効画素数 約１,５００万画素 程度 

有効画素数 約８００万画素 程度 

電池（バッテリー容量） ３，６００mAh 以上 

通信速度     受信時 

         送信時 

最大１５０Mbps 以上 

最大５０Mbps 以上 

VoLTE/VoLTE（HD＋） 対応していること 

防水/防塵 ＩＰＸ５、ＩＰＸ８/ＩＰ６Ｘ 相当 

生体認証 指紋又は顔認証に対応していること 

 

   (ｲ) 調達内容とキッティング 



    ・携帯電話端末は買取とし、調達数９０台を一括納品すること。 

    ・通信キャリア回線の契約を必須とし、SIM カードが挿入され、本業務で調達するサービスが 

     利用可能な状態で納入すること。 

    ・端末毎の国内通話料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は基本料金に含める 

こと。ただし、「海外渡航時の通話・通信料」「国内から海外への通話料」「SMS」「国際 SMS」 

「(0570)(0180)等の接続サービス」「（188）特番」「(104)の番号案内料」「衛星電話/衛星船 

舶電話」は対象外とし、これにかかる費用については別途請求すること。また端末毎のパケッ 

ト通信料は１０ギガバイト/月までを定額とし、１０ギガバイト超過した際は当月月末まで通

信速度を最大１２８Kbps に制限すること。 

    ・携帯電話端末導入時点での、最新の OS バージョンが適用されていること。 

    ・指定の端末情報（管理番号等）を記載したラベルを携帯電話端末へ貼り付けること。 

    ・パスワードの初期設定を行うこと。 

    ・携帯電話端末全台に、次の付属品を付加すること。 

     a 携帯電話端末を利用するにあたり必要な充電器等一式 

     b 保護フィルム 

    ・その他詳細なキッティング内容は、受注者決定後、双方協議のうえ決定する。 

 

 (3) 既存本庁電話交換機及び新設療育センター電話交換機との連携 

   本市の各拠点（本庁及び区役所等）と内線通話が可能となるよう、既存本庁電話交換機と連携する 

  ための必要な設定を行うこと。接続方式は、LD 方式であること。 

   また、新設療育センターとも内線通話が可能となるよう、新設療育センター電話交換機と連携が 

  するための必要な設定を行うこと。（療育センター側 PBX の仕様により、連携できない場合は、発 

  注者と協議のうえ、対応を決定すること。） 

 

 (4) 本調達電話交換機に係る各種配線及び接続 

  ア FMC サービス用光回線の引込及び接続。（ONU、VoIP-GW を含む） 

  イ 「VoIP-GW」⇔「電話交換機」間の配線及び接続。 

  ウ 「MDF」⇔「電話交換機」間の配線（メタル回線２本）及び接続。 

  エ ５階 EPS 内に新たに「端子盤」を設置し、「既存端子盤」に接続されている児童相談所分の電話 

   回線の接続切替を行う。また、「端子盤」⇔「電話交換機」間の配線及び接続。 

   ※発注者、建替え工事施工業者及び NTT 西日本と協議を行いながら作業を進めること。 

   ※「サーバ室」「電話交換室」「５階 EPS」間は、天井裏配線ラックを利用し、配線すること。 

 

 (5) MDM サービスの導入 

  ア 機能 

    携帯電話端末は全台、モバイルデバイス管理サービス（以下「MDM」という。）にて、遠隔で 

   管理、設定変更ができる状態で納品すること。なお、MDM は以下の要件を満たすものとするこ 

   と。 



    ・管理画面へのアクセスは、特定の者のみに制限できること。 

    ・デバイス制御が発注者側の管理者によって操作できること。 

    ・携帯電話端末紛失、盗難時における遠隔ロック・ワイプ及び位置情報の取得ができること。 

    ・管理者によるアプリ制限、配信、削除ができること。 

    ・アプリ配信に失敗した場合、管理画面からアプリ配信に失敗した携帯電話端末を確認できる 

     こと。 

    ・iOS、Android OS のデバイス管理が可能なこと。 

    ・その他、MDM としての基本的な機能を有していること。 

  イ キッティング 

    携帯電話端末初期導入において、次の内容を事前に設定（キッティング）すること。 

    ・MDM の初期設定及び携帯電話端末の登録 

    ・別途指定するアプリケーションのインストール 

    ・その他詳細な仕様は、受注者決定後、双方協議のうえ決定する。 

 

 (6) クラウド電話帳等の調達及び設定 

  ア クラウド電話帳 ９０ライセンス 

    以下の機能を満たすクラウド電話帳を調達し利用可能な状態にすること。 

   (ｱ) 管理者が連絡先をまとめた電話帳を作成し、それを職員に配布できる仕組みとすること。 

   (ｲ) 電話帳の編集は、管理者のみが行えることとし、編集も簡易に行える仕様とすること。 

   (ｳ) 電話帳に登録されたものからの、着信時は、名前が表示されること。 

  イ チャットアプリの調達及び設定 ９７ライセンス 

    以下の機能を満たすチャットアプリをスマートフォンで利用可能な状態にすること。また調達 

   するアプリはあらかじめ管理者が設定した任意の相手とチャットのやり取りができる仕組みとす 

   ること。 

   (ｱ) 外部のチャットアプリとの連携は管理者により制限できること。 

   (ｲ) 任意のユーザーに対してアンケートを実施する機能を有すること。 

   (ｳ) アプリケーションにパスコードを設定可能であること。 

   (ｴ) チャットの履歴やチャットで共有されたファイルを端末にダウンロードできないよう制限を 

     行える機能を有すること。 

   (ｵ) SSL/TLS 方式で暗号化された通信を行うこと。 

   (ｶ) Windows PC でも使用できること。（使用するブラウザは Edge） 

 

 (7) 運用保守 

  ア 電話交換機等 

(ｱ) 保守の内容 

保守の内容は次のとおりとする。 

     

      



    ・汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃 

    ・取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

    ・ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め 

    ・ランプ類、ヒューズ類、精製水の消耗部品の交換又は補充 

    ・接触部分、回転部分等への注油 

    ・軽微な損傷がある部分の補修 

    ・塗装（タッチペイント） 

    ・その他これらに類する軽微な作業 

(ｲ) 関係法令等 

     業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

(ｳ) 保守の実施 

    ・保守を行うに当たっては、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えることの 

     ないよう、適切な養生を行うこと。 

    ・異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。 

    ・保守は、劣化又は異常の状態に見合った適切な措置を受注者の責任においてとるものとする。 

ただし、劣化又は異常の状態が著しく、保守の内容が高度又は専門の技術等を要すると判断さ 

れる場合は、発注者と協議する。 

     (ｴ) 応急措置等 

    ・保守を行うに当たっては、対象部分に脱落や落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用 

することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合 

は、簡易な方法により、応急措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。 

    ・落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講 

     じるとともに、速やかに発注者に報告すること。 

    ・応急措置、危険防止措置にかかる費用は、発注者との協議による。 

(ｵ) 故障等の対応 

    ・設備機器等について故障等が発生した場合は、直ちに作業員を派遣し、故障等の原因を調査、 

     報告するとともに、適切な措置（修理）を行うこと。対応に係る費用は、受注者の負担とする。 

     ただし、発注者の過失によるものは含まない。また、休日等の対応は、別途発注者と協議のう 

     え決定する。仕上材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ発注者の承諾 

を受ける。 

    (ｶ) 保守に伴う注意事項 

    ・受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び当該業務に従事する従業員（以下、「従 

     業員」という。）の氏名、有する資格等を報告するとともに、業務に必要な資格を有すること 

     を証する書類の写しを発注者に提出し、承諾を受ける。現場責任者及び従業員を変更する場 

     合も同様とする。 

(ｷ) 受注者の負担の範囲 

    ・業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、発注者の負担とする。 

    ・保守に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受 



     注者の負担とする。 

    ・保守に必要な消耗品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 

    ・清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 

    ・業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とする。 

    ・業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、仕様書に記載のない附帯 

     的業務は、受注者の負担において行う。 

    (ｸ) 従業員 

     従業員は、業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。法令により業務を行う 

    者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者とする。 

    (ｹ) 検査 

    ・発注者は、業務の実施状況を調査し、検査することができる。 

    ・発注者は、前項の検査等により必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置をとる 

     ことを求めることができる。 

    (ｺ) その他注意事項 

     受注者は、当施設が心身障害児等に関する公共施設であることを認識し、業務の実施に際し 

    てこのことを十分配慮すること。 

 

  イ FMC サービス対応端末 

      (ｱ) 本契約締結後、端末の故障や回線の障害等が発生した場合の対応連絡を受けるために、連絡窓 

口及び操作等の問い合わせ窓口を設けること。窓口は電話により受付を可能とすること。 

(ｲ) 運用中に FMC サービス対応端末の故障等が発生した場合は、５営業日以内に初回納品時と同 

じ設定内容で代替品を提供すること。 

   (ｳ) 電波状況 

    ・次のエリアを本サービス利用開始日までに FMC サービス可能エリアとすること。 

     建屋外：広島県広島市 周辺 

     建屋内：広島市児童相談所 構内エリア 

    ・電波状況については、電波調査を行い、電波調査の実施にあたっては、発注者に事前に計画書 

     を提示し、許可を得ること。 

    ・電波調査の結果、電波改善が必要な場合は本サービス利用開始日までに対策を行うこと。期日

までに改善ができない場合は、発注者と別途協議のうえ対応すること。 

      (ｴ) 導入後にセキュリティ上の問題やソフトウェア上のバグが発生された場合で MDM 管理によ

りソフトウェアの更新ができない場合は、速やかに修理又は交換等の対応をすること。 

（ｵ）セキュリティインシデント発生の懸念が生じた際には、発注者に速やかに報告するとともに、

未然に防ぐ対応を行うこと。 

（ｶ）その他保守の必要が生じた場合に、速やかに対応できる体制で対応すること。 

（ｷ）通信網、インターネット回線の障害等について、２４時間３６５日電話で受け付けること。 

 

８． その他の要件 



 (1) 本業務の調達に係る機器構成やサービス仕様、試験内容等については、事前に調達計画書を作 

  成し、発注者の承認を得ること。 

 (2) 電気通信事業者 

   移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、移動通信サービスに関わる無線局 

  を自ら開設、運営を提供している事業者であること。 

 (3) 本調達に係る全ての機器及びソフトウェアは、受注者の責任において調達するものとし、対応が必 

  要な場合は、受注者において対応すること。 

 (4) 広島市情報セキュリティポリシーを順守すること。 

 (5) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、必要に応じて、発注者及び受注者において 

  協議し決定するものとする。 

 

９．報告書等 

 (1) 構築完了時は、機器構成、設定及びテスト結果を記載した完成図書を提出すること。 

(2) 構築完了後、サービス利用開始までに職員立ち合いのもと動作確認テストを実施し、テスト実施後

１０日以内に実施報告書を提出すること。 

 (3) 発注者と協議した場合は、協議内容を記載した議事録を作成し、提出すること。 

 (4) 毎月の業務についての実施報告書を翌月の１０日（３月においては月末）までに提出すること。 

 (5) 受注者は、保守業務の結果を実施報告書としてまとめ、速やかに発注者に提出すること。 

  (6) 前記の内容以外の報告を求められた場合は、受注者は、これに応じること。 

 

10. 運用サポートについて 

 (1) FMC サービスを利用するにあたって、導入前に説明会を開催すること。開催要件は次の通り。 

回数 １回 

想定人数 １５人程度 

場所 発注者において準備 

資料 受注者において準備 

 (2) FMC サービスや PBX、録音装置等の使用方法についてのマニュアルを提出すること。 

 (3) FMC サービスや PBX、録音装置等の使用に関する運用相談に応じること。 

 


