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令和２年７月１５日 

 

令和２年７月２８日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書 

№ 
発注

番号 
入札件名 発注課名 ページ 

１ 20551 
ＧＩＧＡスクール構想タブレット型端末第１次購

入 
指導課 ２ 

３ 20553 ＬＥＤ投光器購入 警防課 ７ 

７ 20557 
令和２年度職員ストレスチェック業務委託（単価

契約） 
総務課 ８ 

 

※ №は令和２年７月２８日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和２年７月１日

付け我孫子市公告第５３号）の＜入札案件一覧＞に記載された№に該当します。 

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。 
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№１ 質疑回答（１／５） 

件 

名 

ＧＩＧＡスクール構想タブレット型

端末第１次購入 

発注番号 ２０５５１ 

発注主管課名 指導課 

質      疑 回     答 

１ 7.4『Intune の設定』とはどのよう

な想定をされているでしょうか。 

 

 

２ 7.8『QR コードの読み取り方法』に

ついてはどのような方法を想定されて

いるでしょうか。 

 

 

３ 7.9『その他必要になるものの設定』

とありますが、今回ウイルス対策ソフ

トやフィルタリングソフトについては

どのようにお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

４ 7.6『学校内のアクセスポイントへの

接続』に関して「どの学校でも接続で

きるように設定する」とあるが、SSID

は統一でしょうか。また他に必要な設

定事項などはあるのでしょうか。 

 

５ 7.1『Microsoft 365 Education GIGA 

Promo の設定』と 7.5『パッケージに

含まれるソフトウェアの設定』とあり

ますが、それぞれどのような設定を想

定しているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

１ 端末の基本設定、Windows Update

の自動更新、ストアアプリの配信の

設定を想定しています。 

 

２ 必要なアプリケーションのインス

トール(EXE)、又は機器標準機能によ

る QR コード読込を想定しています。 

 

 

３ ウイルス対策ソフトについては

WindowsDefenderを想定しています。

競合する可能性があるソフトウェア

が入っている場合は、端末から削除

してください。フィルタリングソフ

トについては現在検討中ですが、プ

ロキシサーバの設定を行う程度の作

業を想定しています。 

 

４ SSID は統一のものです。なお、無

線アクセスポイントの交換を予定し

ているため、新たな SSID を端末に追

加する作業を実施してください。 

 

 

５ AzureAD 上へのテナント作成、ド

メイン名の設定、アカウントの登録、

ライセンスの割り当て等の設定を実

施し、Office が使用できる状態にし

た上で各端末に展開する想定です。 

受託者が選定する機種によっては

学習用コンテンツや管理ツールなど

がバンドルされている場合もあるた

め、その際は必要に応じそれらのソ

フトウェアを使用するための設定を

してください。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（２／５） 

質      疑 回     答 

６ 7.5『パッケージに含まれるソフトウ

ェアの設定』とは GIGA Promo に含まれ

る「Office 365 ProPlus」、「Intune for 

Education」、「Windows 10 Pro 

Education アップグレード権」、「Azure 

Active Directory for Education」を

どのように設定する想定をしているの

でしょうか。 

 

 

 

 

 

７ 7.7『キッティングにマスターが必要

な場合はマスターを作成する』と記載

されていますが、どのような運用を想

定されているのでしょうか。 

 

８ 7.2『Microsoft アカウントの作成』

とはどこまでの想定をされているので

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ OS は GIGA Promo に含まれる

Education を使用する想定でよろしい

でしょうか。 

 

10 M365 Giga Promo には Office365 A1

機能がついております。導入するソフ

トはその中の Office アプリのみでよ

ろしいでしょうか。 

 

 

 

（次ページへ続く） 

６ GIGA Promo に関する設定は、

WindowsAutopilotによる初期設定の

自動化、ドメイン参加・設定、アプ

リケーションの配信を各端末に行う

ことを想定しています。 

質問５の回答に記載があります

が、バンドルされているソフトウェ

アがある場合については、必要に応

じ使用できるように設定してくださ

い。これらのバンドルされている製

品・機能がない場合はこの作業は不

要です。 

 

７ 市で想定するソフトウェアの配信

が Intune でできない場合に、マスタ

ーを作成することが想定されます。 

 

 

８ 児童・生徒・教員 1 人につき 1 ア

カウントを想定してください。ただ

し、本調達時には全員数分が整備さ

れないため、市の整備計画によりア

カウントの作成単位は変更になる可

能性があり、その際は受託者と協議

の上決定します。 

その他、既存で市が保有する指定

のアカウントについても Office365

で受信できるように設定変更を実施

してください。 

 

９ お見込みのとおりです。 

 

 

 

10 Exchange Online、OneDrive for 

Business、その他の有用な機能を使

用する可能性があります。 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（３／５） 

質      疑 回     答 

11 Microsoft アカウントの作成とござ

いますが、Office365 上で作成するユ

ーザーという認識でよろしいでしょう

か。 

 

 

 

 

12 Office365 の構築ドメイン名は、

onmicrosoft でよろしいでしょうか。 

  

 

13 Office365 のユーザ作成において

は、連番形式での登録でよろしいでし

ょうか。 

 

14 「パッケージに含まれるソフトウェ

アの設定」とございますが、こちらは

各社が提供する自治体ピッチ向けパッ

ケージに含まれるソフトウェアの設定

という認識でよろしいでしょうか。そ

のようなソフトウェアが特にない場

合、設定作業は含めないという認識で

よろしいでしょうか。 

 

15 既存環境で使用されているソフトウ

ェアで、新環境でも引き続き使用を考

えているソフトはございますか。 

 

16 全学校でインストールするソフトは

共通という認識でよろしいでしょう

か。 

 

17 「どの学校でも接続できるように設

定する」とございますが、SSID・パス

ワードは全校統一されている認識でよ

ろしいでしょうか。されていない場合、

SSID とパスワードの数はいくつでし

ょうか。 

 

 

（次ページへ続く） 

11 Office365 のテナントとして作成

することで必要な機能が問題なく使

用できるのであればご認識のとおり

ですが、通常の Microsoft アカウン

トの作成が必要な場合も想定される

ため、協議の上作成方法を決定しま

す。 

 

12 教育系の独自ドメインを既に運用

しているため、受託者と協議の上決

定します。 

 

13 一部に連番を含みますが、全て連

番のみのユーザーとはならない想定

です。 

 

14 受託者が選定する機種によっては

学習用コンテンツや管理ツールなど

がバンドルされている場合もあるた

め、その際は必要に応じそれらのソ

フトウェアを使用するための設定を

してください。 

 

 

 

15 現在のところありません。 

 

 

 

16 お見込みのとおりです。 

 

 

 

17 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（４／５） 

質      疑 回     答 

18 マスターは小学校と中学校の 2 種類

でよろしいでしょうか。 

 

 

19 既存サーバ（ファイルサーバ等）へ

の接続は不要という認識でよろしいで

しょうか。 

 

20 プリンタの設定は不要という認識で

よろしいでしょうか。 

 

21 プリンタの設定が必要な場合、各校

のプリンタ台数をご教示いただけます

でしょうか。 

 

22 ワークグループ環境かドメイン環境

どちらになりますでしょうか。ドメイ

ン環境の場合、設置時にドメインサー

バはすでに構築されており、通信可能

な状態で認識でよろしいでしょうか。 

 

23 「⑨その他必要になるものの設定」

について、現在想定されているものに

ついて挙げていただけますでしょう

か。 

 

 

24 納品時の状態に戻す復旧メディア作

成、および手順書は不要という認識で

よろしいでしょうか。 

 

25 各学校様のネットワーク配線図、回

線回りの構成図を事前にご提供いただ

けますでしょうか。 

 

26 端末納品時に、ネットワーク及び無

線 AP 整備は完了している認識でよろ

しいでしょうか。 

 

 

 

（次ページへ続く） 

18 受託者と協議の上決定します。多

くのマスターは必要としない想定で

す。 

 

19 お見込みのとおりです。 

 

 

 

20 お見込みのとおりです。 

 

 

21 不要です。 

 

 

 

22 ドメイン環境になります。 

ドメインは AzureAD とし、受託者

が構築を行います。 

 

 

 

23 現時点で具体的に想定しているも

のはありませんが、調達する機器が

追加設定などしなくても問題なく使

用できるよう必要な設定は全て受託

者が実施する想定です。 

 

24 必要な手順書も含め、構成内容等

のドキュメントは必要となります。 

 

 

25 機密情報を含むため受託者にのみ

提供します。 

 

 

26 既設の無線 AP はありますが、AP

の交換を予定しているため、新たな

APへ接続するための設定も必要にな

ります。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（５／５） 

質      疑 回     答 

27 保守契約がないため、構築後にエン

ジニアが対応する場合は都度有償対応

となりますがその認識で相違ございま

せんでしょうか。 

 

28 学校様での作業対応可能時間を教え

ていただけますでしょうか。また、現

地作業は土・日対応は可能でしょうか。 

 

 

29 現地への納品は、指定された一部屋

に未開梱状態で納品する想定でよろし

いでしょうか。 

 

30 各学校の現地納品および動作確認の

日程の調整は、教育委員会様にてご調

整いただける想定でよいでしょうか。 

 

31 不要な梱包物等は、作業した後日に

まとめて回収させていただいてよろし

いでしょうか。 

 

32 各学校様での導入説明会の実施は不

要という認識でよろしいでしょうか。 

27 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

28 午前８時３０分から午後４時３０

分までが基本として想定されます

が、作業する学校との確認が必要で

す。土日対応は不可です。 

 

29 お見込みのとおりです。 

 

 

 

30 お見込みのとおりです。 

 

 

 

31 お見込みのとおりです。 

 

 

 

32 お見込みのとおりです。 
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№３ 質疑回答 

件 

名 
ＬＥＤ投光器購入 

発注番号 ２０５５３ 

発注主管

課名 
警防課 

質      疑 回     答 

１ 同等品申請をお願いいたします。 

（１）LED 投光器  

 品名：LED eco ウルトラパワーライト 

投光器 WL304WL-8W 

メーカー名：和光機械工業 

 

（２）発電機 

品名：インバータ発電機 EF2800ISE 

メーカー名：ヤマハ発動機 

 

２ 広報表示 宝くじの表示は投光器と

発電機それぞれにシールを張り付ける

ことで宜しいでしょうか。 

 

 

 

１  

（１）同等品として認めます。 

 

 

 

 

（２）同等品として認めます。 

 

 

 

２ 広報表示は、投光器と発電機にそ

れぞれ表示します。 

表示位置は、使用時に視認可能な

場所とし、固定プレートで表示する

こととします。 

詳細な表示位置及びサイズについ

ては別途協議となります。 
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№７  質疑回答（１／２） 

件 

名 

令和２年度職員ストレスチェック業務委

託（単価契約） 

発注番号 ２０５５７ 

発注主管課名 総務課 

質      疑 回     答 

１ 実施時期はいつ頃を想定しています

か。  

 

２ WEB 受検の方は、受検のご案内から個

人結果の通知まで、全て WEB 上で完結

するイメージですか。 

 

３ 昨年の面接を受けた人数を教えてく

ださい。 

 

４ 外国語対応は受検と個人結果におい

て必要でしょうか。 

 

５ 評価基準はマニュアルその２を用い

てよいですか。 

 

６ ご提供いただける従業員データ項目

をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 紙実施について。調査票の送付先は１

か所でお間違いないでしょうか。 

 

８ 紙実施について。納入時の仕分けは、

課単位での梱包とのことですが、ふせ

んを貼り、仕分けがわかる程度で問題

ないでしょうか。 

 

９ 調査票等の納品及び集団分析を行う

上で、目安となる課のおおよその数を

ご教示ください。 

 

 

 

（次ページへ続く） 

１ １０月初旬頃を予定しています。 

 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

 

 

３ 令和元年度の医師面接の実施人数

は９人です。 

 

４ 外国語対応は必須とはしていませ

ん。 

 

５ お見込みのとおりです。 

 

 

６ 令和元年度に提供した職員データ

項目は以下のとおりです。 

職員番号、部名称、課名称、氏名、

受検方法、e-mail、補職名称、性別、

生年月日、年齢、正式採用年月日、

雇用形態、基準日 

なお、項目については別途協議の

中で調整いたします。 

 

７ お見込みのとおりです。 

 

 

８ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

９ おおよそ６０課です。 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№７  質疑回答（２／２） 

質      疑 回     答 

10 回答後は、貴所から弊社に１つにまと

めて郵送いただく認識でお間違いない

でしょうか。 

 

11 集団分析結果を報告する報告会の実

施は想定されていますでしょうか。 

 

12 仕様書９ その他 

受検者からの質疑を受託者が対応す

る場合、具体的にどのように応対します

か。 

例：直接のやり取り、窓口設置など 

 

10 お見込みのとおりです。 

 

 

 

11 想定していません。 

 

 

12 受検時における不明点など、必要

に応じ受検者が連絡できるよう、問

合せ先（電話連絡先）をご提示いた

だくことを想定していますが、詳細

については別途協議の中で調整しま

す。 

 

 


