箕面市子ども子育て支援システム再構築等業務委託に係る質問・回答
№

項目

項目詳細

質問事項
「総額10,000,000円」と、「業務(1)と業務(2)それぞれの予定価格を超

1

一般競争入札説明書

えない額」という2つの記載がございます。

一般競争入札説明書 P.３

業務(1)、業務(2)それぞれの予定価格を超えない額とされている「保守

１.入札に付する事項 (4) その他経費

費以外で発生する後年経費やデータ抽出費」とは具体的に何を指されて
いるのでしょうか。

一般競争入札説明書

9.入札に必要な書類及び提出の場所・日時・
方法等

(4) 入札書等の提出方法

② 提案書

ウ 電子媒体1枚

一般競争入札説明書

4

5

6

7

一般競争入札説明書

一般競争入札説明書

一般競争入札説明書

研修体制(様式15)

ウェアの更新費や更新に伴う作業費」「再更新時に他ベンダーへ移行する
場合のデータ抽出費」等を想定しておりますが、必要となる項目は各社の
構築環境、設計・運用思想等によって異なる可能性があるため、自社の提
案システムにおいて期間内に必要となる全ての費用を積算してください。

電子媒体に格納するものは、「入札書(様式２)」、「受託業務経費内訳 支援システム機能要件書）」のみとしておりますので、「入札書(様式
書(様式３)」、「提案書（機能要件含む）」で問題ございませんでしょ ２)」、「受託業務経費内訳書(様式３)」の電子媒体での提出は不要です。
うか。

なお、追加で提出いただくこと自体は問題ありませんので、あわせてご提

「・・・ただし特定提案等（任意様式）における課題作品についてはカ

9.入札に必要な書類及び提出の場所・日時・
方法等

入札説明書や様式３に記載のとおり、主には「サーバや端末機等のハード

出いただいても結構です。

一般競争入札説明書
3

業務(2)の契約期間内において発生する可能性がある費用全てです。

電子媒体での提出は、「提案書(様式4～20、特定提案等及び子ども子育て

一般競争入札説明書
2

回答

(4) 入札書等の提出方法②提案書

イ

ラー印刷とし、綴じ込まずに別途提出すること。」とありますが、特定
提案等（任意様式）はA4版で片面換算で20ページまでと考えてよろしい
でしょうか。

一般競争入札説明書

「落札者の発表は、入札後

10.落札者の決定方法（5）

が、入札後3週間以内を目途での通知と考えてよろしいでしょうか。

一般競争入札説明書P.８
11.申請書等の提出

週間以内を目途とし・・・」とあります

印鑑証明証・納税証明書等は原本のコピーでもよろしいでしょうか。ま
た、子ども子育て・学童システムの導入実績にかかる証明書類とは契約
書等の写しでよろしいでしょうか。

一般競争入札説明書 P.２

データセンター運用管理費及び回線費は、運用保守料「業務(2)」に含ま

1.入札に付する事項

れているという認識で問題ございませんでしょうか。

(2)

提案書に関する評価項目一覧(資料2)
研修体制(様式15)について

お見込みのとおりです。

様式15の研修の実績及び研修計画は本プロジェクトの作業従事者個人が
実施した(する予定)の研修という認識で問題ございませんでしょうか。
それとも会社として実施した(する予定の)研修という認識でしょうか。

お見込みのとおりです。
お見込みのとおり、印鑑証明証・納税証明書等は原本のコピーの提出でも
可能であり、導入実績につきまして契約書のコピーの提出で結構です。な
お、すでに箕面市入札参加有資格者名簿に登録のある場合は提出不要で
す。
お見込みのとおりです。
「研修の実施」については、作業従事者の研修実施状況に係る評価である
ため、個人で実施したものでも会社で実施したものでも構いません。
「適正な履行確保のための研修計画」については、会社としての実施計画
を記載してください。

箕面市子ども子育て支援システム再構築等業務委託に係る質問・回答
№

項目

項目詳細

質問事項

回答

・クラウドでのご提案の場合、回線終端装置および接続されるネット
ワーク機器等は貴市庁舎内のいずれに設置することになりますでしょう
業務受託仕様書
8

業務受託仕様書

10．ネットワークの再構築
2)庁舎内ネットワークの再構築

か。
・オンプレミスでのご提案の場合、サーバは貴市庁舎内のいずれに設置
することになりますでしょうか。
また、その場合、サーバラック、付帯する機器（例；ディスプレイ・
キーボードなど）およびラック設置に関連する工事（電源工事・耐震工

・クラウドでの構築の場合、回線終端装置は上下水道局庁舎、ネットワー
ク機器は上下水道局庁舎及び別館１階を想定しております。（別紙参照）
・オンプレミスでの構築の場合、サーバは上下水道局庁舎を想定しており
ます。また、サーバラックその他、付随する機器についても調達の対象と
しますが、電源工事・耐震工事は対象外とします。

事）はご調達が必要でしょうか。

9

業務受託仕様書

10

業務受託仕様書

11

業務受託仕様書

12

業務受託仕様書

業務受託仕様書

マイナンバーの管理については、業務システム側でマイナンバーを保持

５．再構築業務内容

しない仕様の場合は、業務システムサーバーとは別にマイナンバーの管

８）本市セキュリティポリシーへの対応

理用サーバーを構築することとなるが問題ございませんでしょうか。

業務受託仕様書

ウイルス対策ソフトや資産管理ソフトの選定についての指定はないとい

6．提案システム

う認識でよろしいでしょうか。

業務受託仕様書
6．提案システム

問題ありませんので、各社の設計思想に基づき、仕様等を満たすために必
要な環境を構築してください。

お見込みのとおりです。

システム保守運用のスケジュール管理や自動化を行う上で、時間同期の
ためにNTPサーバが必要と思われます。時間同期の方法についてご教示 GPSかそれ以上の精度で時間同期ができるよう設計し、ご提案ください。
ください。

業務受託仕様書

生体認証装置については、その方法についての指定はないという認識で

12．運用リスク対策

よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
提案システムとの実績等から指紋、手のひら、虹彩、網膜、顔、静脈など
適切な生体認証装置を選定してください。
OSのパッチ適用については、必ずしも端末と同じ仕組みで適用する必要は

13

業務受託仕様書

業務受託仕様書
12．運用リスク対策

OSのパッチ適用については、サーバも対象でしょうか。

ありませんが、サーバについても影響を十分に検証の上、対応いただく必
要があります。
本市のセキュリティポリシーに準じてご対応ください。

14

業務受託仕様書

業務受託仕様書

オンプレミス型の場合、サーバーの設置場所はどちらになりますでしょ オンプレミスでの構築の場合、サーバは上下水道局庁舎を想定しておりま
うか。

す。

「WindowsOSのアップデートは、スケジュール設定等により全端末へ
15

業務受託仕様書

業務受託仕様書
6．提案システム

の適用が円滑に実行できる仕組みを構築すること。また、ウイルス対策 現行の運用においては、SEによりサーバ内の指定のフォルダにてパターン
ソフトのパターンファイルについても同様の実行ができること。」と記 ファイルを格納し、各クライアント端末は検知したファイルを順次取りに
載がありますが、現行はどのような仕組みで運用されているのかご教示 いく仕組みとなっています。
ください。

16

業務受託仕様書

業務受託仕様書

提案システムに必要となるハードウェアについて、ラックやコンソール

５．再構築業務内容

は含まれない認識でよろしいでしょうか。切り替え機に必要なKVMケー

9）その他

ブルは含む想定になります。

ラックやコンソール、切り替え機に必要なKVMケーブル等も調達に含むも
のとします。

箕面市子ども子育て支援システム再構築等業務委託に係る質問・回答
№
17

項目
業務受託仕様書

項目詳細

質問事項

業務受託仕様書

データ移行について、抽出されたデータを持ち帰り、弊社内のセキュリ

6．提案システム

ティの担保されたエリアで移行作業を実施することは可能でしょうか。

信頼性の高いウイルス対策ソフトについて、特に指定はない認識でよろ
18

業務受託仕様書

業務受託仕様書
6．提案システム

しいでしょうか。
また、貴市庁内で使用されているウイルス対策ソフトのライセンスを購
入し、パターンファイルの配信を実施いただく運用は可能でしょうか。
また、資産管理ソフトについても同様な運用が可能でしょうか。

回答
原則、箕面市役所庁舎内のみとします。ただし、構築においてやむを得ず
持ち出しが必要となるような事態が発生した場合等は別途協議、調整によ
り持ち出しの可否等を決定するものとします。
使用するウイルス対策ソフトの指定はございませんが、提案システム内に
おいて準備の上、「業務（1）」及び「業務（2）」において必要な費用
（導入費、セットアップ作業及びランニングコスト（ライセンス利用料）
等）を積算してください。
また、本市庁内で使用しているウイルス対策ソフト及び資産管理ソフト
は、本入札における調達対象システムと全く別のシステムやネットワーク
であるため、配信等を行うことはできません。本入札における調達におい
て整備してください。

業務受託仕様書
19

業務受託仕様書

10．ネットワークの再構築
2）庁舎内ネットワークの再構築

ネットワークの再構築について、再構築範囲を図でお示しいただくこと
は可能でしょうか。特に、配線について、クライアントからクライアン
トハブまでといった一部分のみではなく、サーバから各クライアントへ
の全ての全線の調達を想定されていることでよろしいでしょうか。
「WindowsOSのアップデートは、スケジュール設定等により全端末へ

20

業務受託仕様書

業務受託仕様書
12．運用リスク対策

対象範囲については、別紙を参照してください。

OSのアップデート等についてはシステムへの影響を十分に検証して適用す

の適用が円滑に実行できる仕組みを構築すること。また、ウイルス対策 ることとしているため、現行はスケジュール設定等は行っておらず、必要
ソフトのパターンファイルについても同様の実行ができること。」と記 に応じてSEへ適用作業を依頼することで全台個別で対応する運用としてい
載がありますが、現行はどのような仕組みで運用されているのかご教示 ます。また、ウイルス対策ソフトのパターンファイルについてもスケ
ください。

ジュール設定は行っておらず、必要に応じてSEへ作業を依頼しています。
本市で準備、提供は行いませんので、提案システム内において準備の上、

21

業務受託仕様書

業務受託仕様書

生体認証用機器やソフトウェアは貴市からご提供いただける認識でよろ 「業務（1）」及び「業務（2）」において必要な費用（導入費、セット

12．運用リスク対策

しいでしょうか。

アップ作業及びランニングコスト（ライセンス利用料）等）を積算してく
ださい。

22

業務委託仕様書

業務委託仕様書

「その他：トレイユニット2段の追加が可能」とありますが、本体に増

7.システム要件１）ハードウェア③

設トレイユニット250枚2段分を追加した構成を御見積するという考えで お見込みのとおりです。

【プリンタ】

よろしいでしょうか。

業務委託仕様書

資産管理ソフトについては、貴市が準備するソフトのセットアップ作業 提案システム内において準備の上、「業務（1）」及び「業務（2）」にお

6．提案システム７）

を御見積するという認識でよろしいでしょうか。

本市で資産管理ソフトは準備いたしません。
23

業務委託仕様書

いて必要な費用（導入費、セットアップ作業及びランニングコスト（ライ
センス利用料）等）を積算してください。

箕面市子ども子育て支援システム再構築等業務委託に係る質問・回答
№

項目

項目詳細

質問事項

回答
使用するソフトの指定はございませんが、提案システム内において準備の

24

業務委託仕様書

業務委託仕様書

ウィルス対策ソフトについては、ソフト（ウィルスバスター）費用と

上、「業務（1）」及び「業務（2）」において必要な費用（導入費、セッ

6．提案システム７）

セットアップ作業を御見積するという認識でよろしいでしょうか。

トアップ作業及びランニングコスト（ライセンス利用料）等）を積算して

業務受託仕様書

「Microsoft Oﬃce Professional 2016」は本調達に含まれるクライアン

7.システム要件

ト11台分を受託者で用意する認識でよろしいでしょうか。既存クライア

2)ソフトウェア-①

ント7台分についても用意が必要でしょうか。

ください。
25

業務委託仕様書

お見込みのとおり、既存クライアント7台分については含まないものとしま
す。
合理的理由を有する必要最小限の範囲であれば可能と考えますが、事例が
ないため、接続方法や運用等については、別途協議、調整により決定する

26

業務委託仕様書

業務受託仕様書
14.システム保守要件

オンプレミス型での提案の場合、リモートでの保守は可能でしょうか。

ものとします。
なお、この場合、回線等は本市で準備いたしませんので、「業務（1）」及
び「業務（2）」において回線その他保守等に必要な全ての費用を積算して
ください。

業務受託仕様書
27

業務委託仕様書

10.ネットワークの再構築
2）庁舎内ネットワークの再構築

28

機能要件書（幼児）

29

機能要件書（幼児）

機能要件書（幼児）
№36、64

クラウド提案の場合においても庁舎内ネットワークの再構築は必要で
しょうか。再構築が必要な場合、どこからどこまでの範囲のネットワー
ク構築となりますでしょうか。また、積算するにあたって必要な資料等
はご提供いただけますでしょうか。

クラウドでの構築であっても、再構築が必要となります。（別紙参照）
別紙以外の資料についてはセキュリティ等の観点からお渡しできませんの
で、過去の実績等を踏まえ費用を積算してください。

「個人コード」とは、住民番号の認識で問題ございませんでしょうか。 お見込みのとおりです。

機能要件書（幼児）

「賦課計算の決裁」とはどのような事務を想定されているのでしょう

調定をあげる前に保育料が正しく算定されているか確認を行うために賦課

№105

か。

計算を仮で行うことです。

延長保育料におきましても、保育料算定と同様、算定にかかる多子軽減
（世帯の市民税所得割額が77,101円未満の全ての世帯で年齢制限を撤廃）
30

機能要件書（幼児）

機能要件書（幼児）

「延長保育料の計算」の自動適用とは、どのような計算を想定されてい が自動算出されることとし、第２子半額、第３子以降は無料としていま

№109

るのでしょうか。

す。また、世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、在宅障害者がいる世
帯またはひとり親世帯の場合、延長保育料は第1子半額、第2子以降無料と
します。

「内定児童」とは選考の上、入所可能と判定された児童を想定している
31

機能要件書（幼児）

機能要件書（幼児）

のでしょうか。

№144

「登録した対象者」とは入所決定登録された児童を想定しているので
しょうか。

お見込みのとおりです。

箕面市子ども子育て支援システム再構築等業務委託に係る質問・回答
№

項目

項目詳細

質問事項

回答
毎月の各園への委託費等の支払いを行っているため、毎年４月からの支払

32

機能要件書（幼児）

機能要件書（幼児）

「指定した期間」とは、どのような根拠にもとづき指定された期間を想 いには新年度の公定価格にて、計算が行えることを想定しています。ただ

№164

定されているのでしょうか。

し、国の確定が遅く、４月分の支払い業務に間に合わない場合は、国が公
表する確定前の価格の反映も可能とします。

「市民税所得割額非課税の場合は、足し戻し対象の控除額がある場合で
も足し戻しをしないこと。」と記載ございますが、税額控除を行った結
33

機能要件書（幼児）

機能要件書（幼児）
№58

果、所得割額非課税（0円）となるケースにおいては、税額控除を足し
戻さない

という想定でしょうか。

お見込みのとおりです。

なお、発生しうるケースとして、税額控除を足し戻しした結果、所得割
額＞０かつ均等割額=0の場合おいては、足し戻しを行わないことはある
と認識しております。

34

機能要件書（幼児）

幼稚園から保育園または保育園から幼稚園へ月途中に転園した場合にそれ

機能要件書（幼児）

「減免申請において、各階層ごとに算定基準の設定ができること。」と

№90

は、どのような事務及び算定基準を想定されているのでしょうか。

機能要件書（学童）

「日額単価には階層減免を適用」とはどのような、減免を想定されてい 免除）、児童扶養手当（半額免除）による特別保育（延長保育）料の減免

№70

るのでしょうか。

ぞれの判定基準に応じた階層判定を行うため、日割り等の対応のため各階
層ごとの減免入力が可能であることを想定しています。
生活保護（全額免除）、市民税非課税（全額免除）、特別児童手当（半額
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機能要件書（学童）

について、減免を申請かつ承認された児童において、日額単価についても
減免内容を反映すること。
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機能要件書（学童）

機能要件書（学童）
№91～95

「特定の入力日など」の入力日は、システムへデータを入力した日を意
味するのでしょうか。「など」と記載があるのは、入力日でなくともよ
いということでしょうか。

希望する任意の日程を指定し、各種通知書や対象者一覧等が出力できるこ
とを示しています。
金融機関への伝送環境は別途本市にて調達、構築する予定です。
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機能要件書（学童）

機能要件書（学童）

「伝送できること」というのは、学童システムより、金融機関への伝送

№115

（データ伝送）が可能ということでしょうか。

説明が不足しており申し訳ありませんが、機能要件における「伝送できる
こと」というのは、「別途構築する伝送環境にて問題なく伝送が行える
データ形式（全国銀行協会フォーマット）でデータを出力できること」と
いう意味です。

