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まえがき 
 
本合意書（SLA：Service Level Agreement）は、委託者 岡山市（以下「甲」という。）と受託者 

（以下「乙」という。）が、令和  年  月  日付けで締結した「大気汚染常時監視に伴うテレ
メータ等保守管理業務委託」にて提供されるサービスの保守管理運用（以下「本業務」という。）に
ついて、同委託契約書第８条の規定に基づき、評価項目及び目標値を定めたものである。 
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改版履歴 

 
 
本書の改版履歴は以下のとおりである。 
 
 

日 付 改版理由 改訂箇所 版 数 
令和 年 月 日 初版発行 − Ver.1.0 
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１ 概要 
 
１．１ SLA 遵守の考え方 

SLA （Service Level Agreement）の主旨は、大気汚染常時監視に伴うテレメータ等保守管理
業務委託にて導入する大気監視テレメータシステム（以下「本システム」という。）及び大気自
動測定機等の保守運用に関わる事項を円滑に行うために、本業務に必要とされるサービスレベ
ルを設定・合意し、甲と乙が協力しながら、達成、維持及び改善することによって、本業務の
目的を達成することにある。 

従って、SLA で規定した目標値を達成できなかった場合には、早急により一層の改善努力を
行い、サービスレベルを達成し、継続することが求められる。 

 
１．２ SLA 評価期間 
  SLA 評価期間は、令和４年４月１日から令和 10 年３月 31 日までとする。 
 
１．３ 前提条件 
  SLA に関する前提条件は、次のとおりとする。 

前提事項 説明 設定値 

サービス稼働時間 
・大気の汚染の状況を監視している全ての時間

帯（ただし測定機の定期保守、定期修理及び
法定停電等による停止時間を除く。） 

24 時間 365 日 監視業務 
・保守運用サービスのうち、監視業務が提供さ

れる時間帯 

緊急時対応時間 
・甲担当職員が「緊急」と判断する事態の発生

時に、しかるべき担当者間で連絡・対応が可
能な時間帯 

 
１．４ SLA 評価項目 
  SLA 評価項目は、以下の 3 項目とする。 

 （１）本システム及び測定機の稼働率 
 （２）平均障害復旧時間（MTTR：Mean Time To Repair） 
 （３）大気汚染常時監視業務に係る本システム改善対応 

 
１．５ 対象 

 大気の汚染の状況を監視するために必要な次のシステム、機器類及び大気測定局舎等とする。 
（１）本システムを構成する全機器、ハードウェア及びソフトウェア 
（２）大気自動測定機の全機器及び附属機器（記録計等も含む。） 
（３）大気測定局舎及び局舎付帯設備 

 
１．６ SLA にあたっての免責事項 
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 SLA の評価にあたって、以下の事項に該当する場合は、SLA 規定の対象外とする。 
 （１）通信システム障害（乙の責によらないものに限る。）や法定停電など、乙の提供するサー

ビス（システム）に起因しない障害によるもの。 
  （２）災害（地震、風水害、落雷などの災害、天災）等、乙の帰責性のない障害によるもの。 
  （３）ハードウェア又はソフトウェアの障害であり、乙が提供するもの以外に起因するもの。

ただし、その原因や対応策・運用回避策等が公表されているものは除く。 
  （４）甲が実施する測定機の更新又は定期修理に原因があるもの。 

（５）定期又は緊急保守管理及び測定機を正常に稼働するために必要な作業に起因するもの。
（ただし、緊急保守管理を除き、原則として甲に対してあらかじめ計画を提示し、その承認
を得ていたものに限る。） 

（６）甲の過失又は故意による障害に起因するもの。 
（７）障害の原因所在と責任究明について、明確に確定できないもの。 

 
２ ＳＬＡ評価項目 
 SLA 評価項目別の考え方や運用の範囲、評価方法等は、次のとおりとする。 
 
２．１ 条件等 

（１）稼働率は、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間（稼働時間）の割合とする。 
（２）稼働率の算出に関し、法定の計画停電や甲が実施する測定機の更新又は定期修理に係るも

の、定期又は緊急保守管理及び測定機を正常に稼働するために必要な作業に起因するもの。
（ただし、緊急保守管理を除き、原則として甲に対してあらかじめ計画を提示し、その承認
を得ていたものに限る。）に起因する停止時間は除く。 

 （３）冗⻑化構成により、サービス提供に⽀障がなかった場合は除く。 
 （４）サービス停止の定義として、サービス自体は稼働していても不正アクセス、セキュリティ

障害、改ざん等により完全性が損なわれ、正確な情報が提供できなかった場合も除く。 
 （５）障害発生後、甲又は乙が障害を知った時刻のいずれか早い時刻を障害発生時刻とする。 
 （６）乙が甲に対し、障害復旧の通知を行い、それを受けて甲が復旧確認を完了した時刻を障害

復旧時刻とする。 
 （７）障害復旧が休日になる（なった）場合は、基本的に以下のルールに従う。 
  ①甲と乙で協議の上、事前に休日対応職員を決めておく。 
  ②障害復旧時は、互いに休日担当職員へ連絡し、双方の休日担当職員が復旧を確認する。 
  ③基本的に休日担当職員は、登庁（又は現場対応）して復旧を確認する。 
  ④復旧確認が深夜に及び、速やかな確認が困難な場合には、復旧確認を保留し、翌日（当日）

登庁後に確認する。 
  ⑤電話報告時刻から復旧確認完了時刻までの間は、停止期間から除外する。 
 
２．２ サービスレベル（目標値） 
  システム稼働率 97.5％以上 
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２．３ 評価対象機器等 
 大気の汚染の状況を常時監視するために必要な次に示す機器類のすべてを対象とする。 

（１）本システムを構成する全機器、ハードウェア及びソフトウェア 
（２）大気自動測定機の全機器及び附属機器（記録計等も含む。） 
（３）大気測定局舎及び局舎付帯設備 

 
２．４ 評価対象除外機器等 
 （１）岡山県システムに接続された県中間局及び関連機器 
 
２．５ 評価対象時間 
  24 時間 365 日（四半期／各年度） 
 
２．６ 算出方法 

稼働率（％）＝ ��【停止時間※�】
【稼働予定時間※�】

×100 
※1 停止時間＝障害復旧時刻−障害発生時刻 
※2 稼働予定時間＝[四半期／各年度]の総稼働予定時間 
 

３ 平均障害復旧時間（MTTR：Mean Time To Repair） 
平均障害復旧時間の考え方や運用の範囲、評価方法等は、次のとおりとする。 
 

３．１ 条件等 
（１）障害復旧時間は、機器の障害が発生した時刻から障害が復旧した時刻までに要した時間と

する。 
（２）障害発生後、甲から乙若しくは乙自らの連絡により、乙が障害を知り得た時刻を障害発生

時刻とする。 
（３）甲から乙への連絡は原則として電話又は電子メールによることとし、連絡受付時間は、原

則として祝日を除く月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時までの間とする。ただし、岡
山市大気汚染防止夏期対策期間（原則として、毎年５月 10 日から９月 10 日まで）において
は、土日、祝日も受付を行うこととする。 

（４）障害復旧とは、機器やシステムの障害原因を排除した状態をいう。これには、障害の発生
した機器と同等以上の代替機器あるいは、サービスの提供を行った場合についても障害復旧
したものとみなす。この場合の障害復旧時刻は、代替機器による稼働が確認されサービスの
提供を再開した時刻とする。 

（５）障害復旧時刻とは、機器やシステムの障害原因を排除し、乙が甲に対して障害復旧の通知
を行い、それを受けて甲が復旧確認を完了した時刻とする。 

（６）障害復旧に対応する時間は、別途甲の指示がある場合を除き、原則として祝日を除く月曜
日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時とする。ただし、岡山市大気汚染防止夏期対策期間（毎
年５月 10 日から９月 10 日まで）及び電気事業法に基づく受電設備の点検に係る市庁舎の計
画停電日においては、土日、祝日も対応を行うこととする。 



サービスレベル合意書（SLA） 
 

（７）甲に責任があることが確認された障害は、障害復旧時間計算の対象から除外する。ただし、
障害復旧は行うこととする。 

 
３．２ サービスレベル（目標値） 
  障害復旧時間  5 時間以内 
 
３．３ 評価対象機器等 
  大気の汚染の状況を常時監視するために必要な次に示す機器類のすべてを対象とする。 

（１）本システムを構成する全機器、ハードウェア及びソフトウェア 
（２）大気自動測定機の全機器及び附属機器（記録計等） 
（３）大気測定局舎及び局舎付帯設備 

 
３．４ 評価除外対象機器等 
 （ア）WAN 回線障害及びそれに伴うサービス障害、機器障害 
 （イ）落雷等に起因する予期せぬ停電及びそれに伴うサービス障害、機器障害 
 （ウ）岡山県システム等、乙の保守対象外の他システムや端末の障害の影響によるもの 
 
３．５ 評価対象時間 
  24 時間 365 日 
 
３．６ 算出方法 

平均障害復旧時間（MTTR）＝障害復旧時間の和
障害発生件数

 

 
４ 改善対応 

改善対応の考え方や運用の範囲、評価方法等は、次のとおりとする。 
 
４．１ 条件等 
  サービスレベル検討会において決定した改善項目について、実施完了した事項の比率 
 
４．２ サービスレベル（目標値） 
  80％以上 
 
４．３評価対象 
  サービスレベル検討会において決定した改善項目 
 
４．４評価対象期間 
  四半期ごと 
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４．５ 算出方法 
 （１）サービスレベル検討会において決定した改善事項のうち、四半期ごとの評価対象期間内に

完了目標とした案件数を分⺟とし、完了した案件数を分子とする。なお、単位は％（パーセン
ト）とし、小数第 2 位以下は切り捨てとする。 

 （２）改善案件の進捗管理は、乙が作成し、甲が承認した改善計画に基づき実施することとする。 

改善率（％）＝改善実施完了項目
総改善項目

（評価対象期間内） 

 
５ サービスレベル管理 

甲及び乙は、定期的に次のサービスレベル管理会議を実施する。 
 
５．１ 会議体 

次のとおりとする。 
会議名称 目的 開催頻度 

サービスレベル検討会 

・SLA 実績報告書に基づく四半期のサ
ービス実績（保守運用状況）の報告 

・問題点に基づく改善点の提案 
・改善策の検討・決定 
・改善策実施状況の評価等 

四半期ごとに 1 回 
（7 月、10 月、1 月、4 月） 
※ただし最終年度の第 4 四半期は 3
月末に開催する。それ以外は各月 20
日までに開催する。 

年次報告会 

・年次のサービス実績（保守運用状況）
の報告 

・サービスレベル評価結果の確認 
・SLA の見直し検討・見直し案の決定 
・評価結果報告の承認 等 

年度末（3 月） 
※4 月のサービスレベル検討会と同
時に開催することも可とする。 

 
５．２ 評価期間及び報告書の提出時期 

次のとおりとする。 
評価期間 提出時期 

4 月〜6 月 評価期間完了後の翌月のサービスレベル検討会までに、
別紙に定める SLA 実績報告書を提出する。 
※ただし、最終年度の第 4 四半期については、提出時期を 3 月末

に開催するサービスレベル検討会までとする。 

7 月〜9 月 
10 月〜12 月 

1 月〜3 月 
 
５．３  サービスレベルの評価 
 （１）サービスレベルの評価は、毎年度末に実施し、年次報告会において評価結果を確認する。

合意した管理指標の目標値とモニタリングによる実績値を比較して評価を行う。 
 （２）サービスレベル未達成の場合は、改善の可能性、改善方法、費用、サービスレベルの要否

等について総合的に検討し、対応策及びその際の条件等を甲乙の協議により決定する。 
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 （３）サービスレベル未達成の場合、乙は、具体的な改善策を積極的に提示し、甲の承認を得て
改善策を実施することとする。 

 
５．４ サービスレベル管理会議 
 （１）サービスレベル管理会議は、原則として甲が指定する場所にて行う。 

（２）ただし、天災、疾病、その他やむを得ない理由があり、甲乙双方が合意した場合は、代替
の方法とすることができる。 

 
５．５ サービスレベルの改善要求 

（１）サービスレベルの評価において、目標が達成できなかったものが存在する場合、甲は乙に
対して改善を要求できることとする。 

（２）甲から改善要求があった場合、乙は目標値と現状値とのかい離を分析し、目標達成のため
の計画を立案し、タスクレベルをブレークダウンした上で、当該改善計画案を甲へ提出し、甲
の承認を得てから実施すること。 

（３）改善を行うために必要な費用は、すべて乙が負担することとする。 
 
５．６ サービスレベルの変更等 
  本書により規定した SLA 評価項目及び内容は、必要に応じて甲乙協議の上、変更できることと

する。 
（１）SLA 評価項目及び内容の変更が必要と判断された場合、変更を求める側が理由と変更内容

について、年次報告会等にて文書で説明及び提案する。 
（２）SLA 評価項目及び内容の変更が合意に至った場合、SLA の変更が認められる。その際は、

当該変更部分のみで、合意書の作成を行うものとする。 
 
６ 改版 
 
６．１ 改版の契機 
  本合意書は、以下の場合に改版の要否を検討し、必要に応じて改定する。 

（１）甲において変更が起案され、協議の結果、甲乙が合意した場合 
（２）双方の合意事項に変更が発生した場合 
（３）甲が実施する評価の結果、不具合による是正措置が本合意書に及ぶ場合 

 
６．２ 改版の手続き 
  改版の手順を以下に示す。 

（１）改版の必要が生じた場合、甲及び乙は、改版理由を精査し改版案を策定する。甲乙合意後、
改版履歴に改版履歴を明記する。 

（２）改版案は、甲及び乙双方で協議する。 
（３）改版案が合意された後に双方の責任者が捺印する。 
（４）改版された合意書は、関係者へ周知するとともに、双方が保管する。 
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本合意の成立を証するため、本通２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有することとする。 
 
 
令和  年  月  日 
 

甲 岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号 
               岡山市 
               岡山市⻑  大 森 雅 夫        ㊞ 
 

乙 住所 
               商号又は名称 
               代表者職氏名               ㊞ 
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別紙 ＳＬＡ報告書（案） 
岡山市⻑ 様 
 

ＳＬＡ実績報告書 
 

令和  年  月  日 
〇〇株式会社 

〇サービス 
サービス名称：大気汚染常時監視に伴うテレメータ等保守管理業務委託 
サービス期間：令和４年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 
〇報告先 
岡山市環境局環境部環境保全課 
責任者：                担当者： 
電話：086-803-1280 ＦＡＸ：086-803-1887 
e-mail：kankyouhozen@city.okayama.lg.jp 
〇報告元 
 
責任者：                担当者： 
電話： ＦＡＸ： 
e-mail： 

 
〇サービスレベル達成状況 
＜概要＞ 
 
 
 

番号 サービス項目 目標値 前回の実績値 今回の実績値 
達成状況 

判定 備考 
１       
２       
３       
４       

合計       
＜その他のコメント＞ 
 
 
 

 


