
番号 資料名 質問箇所 質問内容 回答

1 企画提案実施要領

1ページ
3事業の提案上限額

提案上限額には、企画提案書実施要領９企画提案書(6)
書類作成上の留意事項キ見積書⑤　に記載のあります
仮リース料率：1.8％は、含めない金額での提案上限額と
の解釈で問題ございませんでしょうか。

提案上限額は仮リース料率：1.8％を含みます。

2 企画提案実施要領

4ページ
9企画提案書　(6)書類
作成上の留意事項　イ

「画面サンプルを除く」と書いてありますが、例えば、シス
テムの機能の紹介として1ページの中に画面コピーを張り
つけて、機能の詳細を文章で記載するという形でしたら、
1ページとしてカウントされますでしょうか。

1ページとしてカウントします。
画面サンプルのみのページであれば1ページとして
カウントしません。

3 企画提案実施要領

5ページ
9企画提案書　(6)書類
作成上の留意事項
キ　見積書　④

撤去処分費について、5年後の本業務リース期間終了後
の機器撤去処分やデータ消去は、別途ご契約予定の
リース会社様作業の認識でよろしいですか。（機器等が
リース会社様に所有権があるためです）

撤去処分費も見積金額に含めてください。

4 企画提案実施要領

5ページ
9企画提案書　(6)書類
作成上の留意事項
キ　見積書　④

撤去対象機器とは、現行システムに係る機器類全て含む
ということでしょうか。

現行システムに係る機器類については、現行リー
ス業者の負担での撤去となります。

5 企画提案実施要領

5ページ
9企画提案書　(6)書類
作成上の留意事項
キ　見積書　⑤

システム選定後に別途リース調達を行うとありますが、シ
ステム導入スケジュールの作成にあたり、リース会社の
決定時期をご教示ください。

作業期間の確保のため、早急にリース会社と契約
をする予定ですが、５月中の入札になるかと思わ
れます。

6 企画提案実施要領

6ページ
10候補者選定方法
(4)プレゼンテーション
イ　実施内容　②

デモンストレーションの内容について貴市のご指定事項
はありますでしょうか。（必ず、○○の機能は説明するこ
と、など）
事業者側で内容を決定してよろしいでしょうか。

事業者側にお任せしますが、機能全体がわかるよ
うに説明をお願いします。

7 企画提案実施要領

6ページ
10候補者選定方法
(4)プレゼンテーション
ウ　実施方法　①

企画提案書説明とデモンストレーションは別担当者でもよ
ろしいでしょうか。

出席可能人数の５名以内であれば問題ありませ
ん。

8 仕様書

1ページ
2事業概要　(3)調達の
範囲

サーバに導入するウイルス対策ソフトにつきましては、弊
社側で購入・導入を行うのでしょうか。その場合、ソフトの
ライセンス名をご教示願います。

ウィルス対策ソフトは本市で購入しているソフトを
利用し、本市情報システム課が導入します。導入
手順及び検索対象は本市情報システム課と協議
のうえ決定します。



番号 資料名 質問箇所 質問内容 回答

9 仕様書

1ページ
3現在の状況　【印刷
環境】

次期健康情報システムで、39台のパソコンからの印刷は
すべて既存の庁内OA用RICOH製複合機から出力の認
識で相違ないでしょうか。

ご指摘のとおりです。
ただし、庁内OA用RICOH製複合機はリース物件で
すので、今後機種が変更となる可能性がありま
す。

※仕様書1ページ「３　現在の状況【ハードウェア】」
において、クライアントパソコンは39台としておりま
したが、28台の誤りです。

10 仕様書

2ページ
5本市と事業者の前提
条件　表No.9

開発場所の負担区分が事業者となっていますが、データ
移行作業等は貴市ネットワークに接続する必要があるこ
とから、貴市庁舎内での作業を想定しています。
作業場所は庁舎内に確保いただけると考えてよろしいで
しょうか。

基本的には、作業場所は保健センター３階の執務
室内とします。

11 仕様書

2ページ
5本市と事業者の前提
条件　※3

既存のサーバラックは何U利用可能でしょうか。サーバ
ラックの仕様（メーカー名、何インチラックなど）をご教示く
ださい。また電源容量に制限はありますか。

HITACHIのハーフラックマウントタイプ（16U）となり
ます。詳細は下記URLを参照ください。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha85
00/prod/peripheral/rack_cabinet.html

なお、電源容量は概ね900VAです。

12 仕様書

2ページ
5本市と事業者の前提
条件　※3

既存のサーバーラックを使用する想定とありますが、現
在ご使用になられているラックのメーカーおよび型番をご
教示願います。

HITACHIのハーフラックマウントタイプ（16U）となり
ます。詳細は下記URLを参照ください。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/ha85
00/prod/peripheral/rack_cabinet.html

13 仕様書

2ページ
5本市と事業者の前提
条件　※3

既存のサーバーラックを使用する場合、何Ｕを健康情報
システムで使用させていただくことが可能でしょうか。

現行システムで9Uを使用していますので、7Uの空
きがあります。
ただし、次期健康情報システム移行後は16Uの活
用が可能です。
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14 仕様書

3ページ
6クライアント端末構成

Microsoft Office2013とMicrosoft Office2016Proのそれぞ
れの数量をご教示ください。

現行の内訳は以下のとおりです。
Microsoft Office2013　12台
Microsoft Office2016Pro　16台
ただし、本稼働日（2019年10月1日）以降、
Microsoftoffice2013版は最新版に代わる予定で
す。

※仕様書1ページ「３　現在の状況【ハードウェア】」
において、クライアントパソコンは39台としておりま
したが、28台の誤りです。

15 仕様書

3ページ
6クライアント端末構成

利用するクライアントPCのOSは本稼働日（2019年10月1
日）時点で、Windows8.1とWindows10が混在しますか。

本稼働日(2019年10月1日)時点では混在しませ
ん。2019年9月末日までは混在します。本稼働日
(2019年10月1日)以降は、すべてWindows10になり
ますが、Windows10のバージョンは混在します。

16 仕様書
3ページ
6クライアント端末構成

クライアント端末にインストールされているMicrosoft
Officeはボリュームライセンスで購入されたものでしょう
か。

ご指摘のとおりです。

17 仕様書

3ページ
8データ連携

個人番号利用事務であることから、個人番号の連携が必
要と考えますが、基幹業務システムから連携可能と考え
てよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

18 仕様書

3ページ
8データ連携

団体内統合宛名を基幹業務システムまたは団体内統合
宛名システムから連携可能と考えてよろしいでしょうか。

ご質問の「団体内統合宛名」が団体内統合宛名シ
ステムという意味であれば、連携可能です。現行シ
ステム間はSOAP連携で連携しています。本市指
定のレイアウトで出力できればCSVで連携すること
も可能です。ご質問の「団体内統合宛名」が「団体
内統合宛名番号」という意味であれば、連携するこ
とは想定しておりません。

19 仕様書

3ページ
8データ連携

本システムとデータ連携する現行システムとして、「②自
治体中間サーバシステム」とありますが、貴市で導入して
いる団体内統合宛名システムを経由して連携すると考え
てよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。現行システム間はSOAP連携
です。本市指定のレイアウトで出力できればCSVで
連携することも可能です。

20 仕様書
3ページ
8データ連携

基幹業務システムにおいて、画面表示や帳票印刷に使
用しているフォント名をご教示ください。（例：MS明朝）

MS明朝です。
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21 仕様書

3ページ
8データ連携

外字の有無についてご教示ください。 画面表示・印刷を行うために外字ファイル
（EUDC.TTE)を使用しています。クライアント端末に
対する外字ファイルの適用は本市情報システム課
が行いますが、画面表示・印刷をするためにサー
バに適用作業が必要な場合は貴社作業としてくだ
さい。

22 仕様書

4ページ
10契約終了時の業務
引継

撤去処分費について、5年後の本業務リース期間終了時
の危機撤去処分やデータ消去は、別途ご契約予定の
リース会社様作業の認識でよろしいですか。（機器等の
所有権がリース会社様のためです）

撤去処分費も見積金額に含めてください。

23 仕様書

4ページ
10契約終了時の業務
引継

既存データの抽出について、電子ファイルは事業者の指
定する形式やレイアウトで抽出する想定ですが、相違な
いでしょうか。

ご指摘のとおりです。

24 仕様書

4ページ
10契約終了時の業務
引継

本業務の契約終了に際し既存データの抽出作業等に係
る費用を「参考見積」として別途提出することと記載され
ていますが、この費用も提案金額に含めてよろしいでしょ
うか。また、この費用は評価の対象になりますか。

提案金額には含まないこととします。
評価の参考とさせていただきます。

25 仕様書
5ページ
14データ移行

既存システムから抽出するデータの文字コードをご教示く
ださい。

UTF-8です。

26 仕様書

5ページ
14データ移行

システム導入スケジュールの策定にあたり、データ移行
の開始可能時期によりスケジュールが大きく左右されま
す。既存システム事業者がデータ移行作業を開始できる
時期（打ち合わせや仕様提供が可能となる時期）をご教
示ください。

既存システム事業者に確認したところ、概ね6月中
旬頃を想定しているとのことです。

27 仕様書
5ページ
14データ移行

データ移行を実施する際、移行データは匿名化したもの
を持ち帰って作業することは可能でしょうか。

可能です。

28 機能要件確認書

1ページ
No.35

「要保護者」とは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及び
これらに準ずる行為の被害者の保護のための支援措置
の対象者という解釈でよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。
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29 機能要件確認書

1ページ
No.35

「要保護者」がDV、ストーカー行為等の被害者保護のた
めの支援措置の対象者を指す場合、総務省から平成26
年6月25日に通知があった「総行住第60号総務省自治行
政局住民制度課長通知」等に準じたシステム運用が可能
であることが必要と理解してよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

30 機能要件確認書

1ページ
No.35

「要保護者」がDV、ストーカー行為等の被害者保護のた
めの支援措置の対象者を指す場合、支援措置の対象者
の登録は住民基本台帳システムで行われるものと認識し
ています。住民基本台帳システム（基幹業務システム）か
ら、支援措置対象者の情報も連携可能と考えてよろしい
でしょうか。

住民基本台帳システム（基幹業務システム）から、
支援措置対象者の情報を自動的に連携することは
想定しておりません。

31 機能要件確認書

1ページ
No.38

処理対象の選択方法についてどのような機能を想定され
てますか。具体的に運用においてどのようなケースで、ど
のような操作方法を想定されているかご教示ください。

一定の処理をする際に、個別に選択が可能で、そ
の選択に対して処理が行えることを想定していま
す。
選択の方法は、１件ずつもしくは全体で設定ができ
れば可とします。

32 機能要件確認書

2ページ
No.42

提案システムでは、該当機能要件はExcelを使用して可
能となります。現在WORDで利用されている帳票をExcel
に移行しますので問題ないという解釈でよろしいでしょう
か。

ご指摘のとおりです。

33 機能要件確認書
2ページ
No.61

世帯主および世帯員の電話番号が管理可能であれば問
題ないという解釈でよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

34 機能要件確認書

2ページ
No.74

「実施ログ」とは、住基システムから提供される異動デー
タが正常に処理できたか処理状況を確認するものと考え
てよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

35 機能要件確認書
2ページ
No.74、No.76

住所については、旧住所、前住地住所、転出先住所が確
認可能であれば問題ないという解釈でよろしいでしょう
か。

ご指摘のとおりです。

36 機能要件確認書

3ページ
No.101

「任意にテーブル登録が可能であること」とありますが、
抽出した該当者を保存しておき、後日、該当者の参照を
行ったり、別の条件と抽出した該当者との掛け合わせ（比
較）を行ったりが可能であること、との理解で相違ないで
すか。

ご指摘のとおりです。
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37 機能要件確認書

3ページ
No.101

抽出した該当者はシステムで記憶しており、再参照およ
びファイル出力が可能であれば問題ないという解釈でよ
ろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

38 機能要件確認書

4ページ
No.126

貴市では受診券印刷を業者委託されているとお聞きしま
したが、この要件は、受診券の再発行時に、当年度の検
診結果を反映して再発行するということでしょうか。

当年度のがん検診受診対象者データを作成する
にあたり、過去の受診歴を踏まえて作成できること
を指します。
なお、受診券自体は外部委託により作成していま
すが、再発行時には個人ごとに対象のがん検診の
みが印字される受診券の発行ができることを想定
しています。

39 機能要件確認書
8ページ
No.286

接種券は、高齢者等の負担金が免除される方に対して
発行されるものを指していますか。

負担金免除の方だけではなく、すべての対象者に
対して発行するものを指します。

40 機能要件確認書
8ページ
No.287

異動者の対象者抽出は、負担金免除対象者や接種券の
対象者に対して実施すると考えてよろしいでしょうか。

ご指摘のもののほか、勧奨用通知も含みます。

41 機能要件確認書
8ページ
No.288

注意事項というのは、接種結果登録時に月齢の範囲外
等の警告の事をさしているのでしょうか。

ご指摘のもののほか、入力してある注意事項も含
みます。

42 機能要件確認書

11ページ
No.418、No.419

個人番号の表示、および住民検索時の利用について
は、各アカウント毎、および利用業務毎の権限設定が必
要であれば問題ないという解釈でよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。

43 機能要件確認書

11ページ
No.422

表示が必要な場合は、住基システム等にて参照して頂く
運用を想定しております。この想定で業務遂行に支障が
発生するケースがございましたらご教示ください。

支障はございません。

44 様式

様式第6号　見積書 ＜見積金額＞の欄に記入する金額は「導入一時経費」×
「リース料率」×60ヶ月＋「保守料等」×60ヶ月の合計金
額でよろしいでしょうか。

提案システムを60か月運用するために必要な経費
をすべて含む金額をご記載ください。
具体的には、システム開発費用及びハードウェア
導入費用をリース払いするとともに、60ヶ月分の保
守料を足し合わせた金額を想定しています。


