
項番 質問日 業務名又は項目 質疑内容 回答

1 令和5年1月13日 糊付け帳票等
糊付けされた帳票は、全体のどのくらいの割合を占めるのか教えていただけますでしょうか。ま
た、糊付けされていない原稿はスキャナーに通すことは可能でしょうか。

糊付けされた帳票は全体の１％未満、ホッチキス針で一部編綴された帳票が約10％あ
ります。それ以外の帳票については、原則すべてスキャン可能です。

2 令和5年1月13日 接種券のバーコード バーコードの記載があるものと無いものの割合を教えていただけますでしょうか。
バーコード無しが約20,000枚（約５％）、
バーコード有りが約370,000枚（約95％）を見込んでいます。

3 令和5年1月13日 ファイル名について

例：バーコードの読取数字が242722050000012340、接種、予診１回の計２枚が存在する場合
⇒接種：242722050000012340 予診：242722050000012340(1)とありますが、予診は1なので
「142722050000012340(1)」とはならず、券種が接種を基本とするため2から始まると解釈すれ
ば良いのか教えていただけますでしょうか。

1.2回目の接種券についてはお見込みのとおりですが、３回目以降の接種券については
バーコード下部の数字がすべて2から開始されます。そのためバーコード下部に
「242722050000012340」と記載があるものでも、予診を実施したものは
「242722050000012340(1)」と、同番号で接種を実施した予診票については
「242722050000012340」と表記して下さい。

4 令和5年1月16日 対象帳票について
電子化作業対象は「新型コロナワクチン接種予診票（A4片面）のみであり、「接種券」は作業
対象外との理解でよろしいでしょうか。

接種券は予診票と同じ紙面上に印刷若しくはシール等で貼付され、A４片面の接種券付
き予診票となるため、接種券部分も作業対象内となります。

5 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（１）①
「予診と接種で同一の番号が2つ以上存在する場合」との記載がありますが、『券種』の値が異
なる（予診：1、接種:2）との記載があり、相反しますが如何でしょうか。

No.3の回答のとおりです。

6 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（１）② 「接種券にバーコードの記載がないもの」との記載がありますが、想定数量をご教示ください。 No.2の回答のとおりです。

7 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（１）②
「接種券」は「バーコードあり」「バーコードなし」が混在する状態でしょうか。存在するとす
れば何％でしょうか。

原則混在がないよう梱包していますが、一部混在があると想定されます。それぞれの
割合はNo.2の回答のとおりですが、混在の割合は不明です。

8 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（２）
Ａ４以上の場合について記載がありますが、対象帳票は「予診票（Ａ４）」以外に存在するので
しょうか。存在するとすれば何％でしょうか。

委託内容に記載はありますが、A４を超えるサイズの予診票は原則ありません。

9 令和5年1月16日 6.委託内容 ア.（４） 保管箱外装に付与する番号は受託者の任意の番号でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

10 令和5年1月16日 6.委託内容 ア.（６）
糊付け帳票は全体の何％存在するでしょうか。
ホッチキス止めしている帳票は原状復帰の必要はないでしょうか。

糊付け帳票の割合についてはNo.1の回答のとおりです。
ホッチキス針の抜針後、原状復帰いただく必要はありません。

11 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（７） 「ファイル検索用リスト」作成において、『接種日』は削除してもよろしいでしょうか。
接種日をソートや検索に活用する想定であるため、仕様にある項目は削除せず作成し
て下さい。

12 令和5年1月16日 6.委託の内容 ア.（７）
業務開始後に予診票の追加は有りますでしょうか。また、追加がある場合、追加される予診票を
含め、電子化作業想定数量は約390,000枚との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

13 令和5年1月16日 6.委託内容 ア.（７） 納品する外部記憶媒体のご指定はあるでしょうか。DVD等
ネットワーク上で複数の端末から使用できるNAS等を活用した外部記憶媒体を指定し
ます。

14 令和5年1月16日 6.委託の内容 イ.（５）
在庫管理のシステム利用は必須でしょうか。数量からエクセル等の台帳管理を想定しておりま
す。

在庫、入出庫等を管理できるものであれば、専用のシステムを利用いただく必要はあ
りません。

【質問に対する回答】新型コロナワクチン接種予診票の電子化等業務委託



15 令和5年1月16日 6.委託の内容 イ.（５） 電子化作業中の一時出庫（ご返却）はないとの理解で良いでしょうか。
お見込みのとおりですが、やむを得ない事情がある場合、一部出庫もしくはスキャン
した画像データの送付等を依頼する可能性があります。

16 令和5年1月16日 6.委託の内容 イ.（８）
「第9条」では保存期間（３年）の記載がありますが、電子化作業時の保管
は伴わないとの理解でよろしいでしょうか。

保管主体は本市ですが、作業時においては適切に保管して下さい。

17 令和5年1月16日 6.委託内容 6.①
作業対象の原本を弊社委託先会社に移動させて一時保管・電子化作業を
実施する事は可能でしょうか。

再委託の可否については、仕様書のとおりです。

18 令和5年1月16日 6.委託内容 6.④
対象帳票の受け渡し場所は大阪府箕面市のご指摘拠点1箇所でしょうか。
また、お引取時にEVは利用可能でしょか。

お見込みのとおりです。また、受渡時のEV利用も可能です。

19 令和5年1月16日 6.委託内容 6.⑦
紙質は95％カット紙のみでしょうか。
複写式のカーボン紙が含まれる割合は何％程度含まれているでしょうか。

原則上質55kgのA4片面印刷の紙を使用しています。カーボン紙はありませんが、複写
式の１枚目として感圧紙N60（コピー用紙と同等、0.08mm、55kgベース）が20％ほ
ど含まれます。

20 令和5年1月16日 7.注意事項（２）
「使用作業場所及び履行場所以外のいかなる場所も経由してはならず」と
ありますが、「当社拠点での積み替えに伴う経由」はよろしいでしょうか。

当該業務は個人情報を取り扱うため、紛失・漏洩のリスクを最低限にする必要があ
り、仕様以外の経路は認められません。

21 令和5年1月16日 7.注意事項（３）
予診票はどの様な荷姿で保存箱に収納されていますか。
（予診票を輪ゴムで束にて収納、すべての予診票は１件毎に1クリアフォルダに格納して収納、
など。※１件は予診票1枚であり、1枚毎にクリアフォルダに収納されていますか）

複数枚を輪ゴム等で束ねて収納しているものが大多数で、一部ホッチキスや綴り紐を
用いて編綴しているものもございます。クリアフォルダに収納されているものはあり
ません。

22 令和5年1月17日 6.委託の内容 ア.（１）①
予診と接種で同一の番号が2つある際とありますが、バーコード番号の頭1桁が1.予診2.接種以外
の判別方法をご教示ください。
（cf）バーコードが1‥…でも接種の場合があるということでしょうか？

No.３の回答のとおりです。
1から始まり区分が接種である予診票はありませんが、2から始まり区分が予診である
予診票が存在します。判別方法はいくつかありますが、例として予診の場合は予診欄
にレ点等のチェックがある、ロットシール貼付部にシールが貼付されていないなどで
す。回答書別紙もご参照ください。

23 令和5年1月17日 仕様書P2 6（7）納品物
発注者が支持する外部記憶媒体とは具体的に何を想定されていますか？指定があればご教示くだ
さい。

No.13の回答のとおりです。

24 令和5年1月17日 仕様書P3 7注意事項（3）

書類の返却は業務終了後一括で考えておりますが、その場合のご請求も作業終了後一括となるの
でしょうか？
受託金額を作業月で分割してのご請求は可能でしょうか？
また、お預かりする書類は一括にてお預かりできますでしょうか？

委託料の支払いについては業務終了後一括でのご請求後、一括でお支払いとなりま
す。書類の預かりに関しては一括、分割どちらでお渡しすることも可能です。

25 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

お預かりする予診票は、原則ホッチキス等外している状態でお預かりするということでいいで
しょうか。

綴り紐、ホッチキス針等は付属したままのお渡しになります。作業時にそれらを取り
除きスキャンした後、原状復帰する必要はありません。

26 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

貴市の予診票は複写式は存在しますでしょうか？ 存在しません。

27 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

お預かりする予診票は、どのような単位で束ねておられますでしょうか？（集団接種・・接種日
ごと？）（個別接種・・実施機関、接種日ごと？）

①集団会場②市内個別医療機関③市外医接種機関の３つに大きく分別しており、その
中でそれぞれの接種場所、接種日ごとに束ねています。

28 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

お預かりした予診票は貴市へ返却時には原状復帰の必要ありますでしょうか？ No.10、25の回答のとおりです。



29 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

接種券番号、氏名等の接種者データを契約後に預かることは可能でしょうか？ できません。

30 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

履行場所は貴市役所内を使用させて頂くことは可能でしょうか？ できません。

31 令和5年1月17日
新型コロナワクチン接種
 予診票電子化作業

予診票をお預かりする時期（作業開始できる日）を教えてください。全対象予診票を最初にすべ
てお預かりすることは可能でしょうか。

契約締結後からお渡しが可能です。その時点で保有するすべての予診票をお渡しでき
ますが、その後予診票が追加になる可能性があります。

32 令和5年1月17日 電子化作業に係る運搬費用
受託業務内訳表に「電子化作業に係る運搬費用」の数量が「3」となっておりますが、3回運搬の
回数指定ということでしょうか？預かり⇒返却×3回（往復）または預かりは最初にすべていた
だけて、返却を3回（片道）ということでしょうか。

預かり⇒返却×3回（往復）を想定しています。それを上回る回数が必要な場合等につ
いては、別途協議させていただきます。

33 令和5年1月17日 帳票の確認 約390,000枚中、バーコード無しの割合はどのくらいありますでしょうか。 No.2の回答のとおりです。

34 令和5年1月17日 帳票数 箱内の格納状態（バラ、束（輪ゴム等）、数量（束数等）についてお教え頂きたく思います。 No.21の回答のとおりです。

35 令和5年1月17日 委託内容 ア 「別紙の対象帳票について」の別紙は何か？
業務委託仕様書における５．対象帳票における新型コロナワクチン接種予診票を指し
ます。

36 令和5年1月17日 委託内容 ア （１）
接種券にバーコードの記載がないものが何枚あるか？
バーコードのない接種券はバーコード有の接種券とフォーマットが異なるか？

枚数については、No.2の回答のとおりです。
フォーマットについては大きく異なる部分はありません。

37 令和5年1月17日 委託内容 ア （４）
スキャンは入荷箱（保管箱）単位で対応か？
入荷箱単位で対応の場合、順番は変わってもいいか？
入荷箱（保管箱）はそのまま流用か？

すべてお見込みのとおりです。

38 令和5年1月17日 委託内容 ア （６） 接種券に貼っている付箋等は外して廃棄でいいか？ お見込みのとおりです。

39 令和5年1月17日 委託内容 イ （１） 「常温常湿」とは具体的な指定はあるか？何℃、何％？
一般的な常温常湿であれば問題ありません。本市としては、温度20℃±10℃、湿度
50％±20％程度を想定しています。

40 令和5年1月17日 委託内容 イ （８）
24時間機械警備とあるが、無人時間帯（夜間）のみ敷地境界をセコム防犯システムでの管理でい
いか？

お見込みのとおりです。

41 令和5年1月17日 委託の内容 業務開始日はいつを予定しているのか。 No.31の回答のとおりです。

42 令和5年1月17日 委託の内容
対象帳票についてA4サイズ片面とあるが（2）についてA4以上の場合と記載がありますがサイズ
をご教示ください。

No.8の回答のとおりです。

43 令和5年1月17日 委託の内容 予診と接種の同一番号について、それぞれのイメージ画像をいただけますでしょうか。 回答書別紙をご参照ください。

44 令和5年1月17日 委託の内容 帳票について、読み取りの順番等はあるのか。 読み取り順について、特に指定はありません。

45 令和5年1月17日 委託の内容 納品の際のExcelデータの、ファイル名にハイパーリンクを紐づけてもよいか。 問題ありません。



46 令和5年1月17日 委託の内容 糊付け書類について一般的な複合機でのスキャンの場合はがれてしまう可能性があるものか。
一般的な複合機でのスキャンで剥がれるようなものはありませんが、万が一スキャン
後のデータが不鮮明等、閲覧に適さないものである場合は、再度修復の上スキャンを
実施して下さい。

47 令和5年1月17日 委託の内容 業務作業場所について市役所内の一室をお借りすることは可能か。 No.30の回答のとおりです。


