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質 疑 回 答 書 

 

 

事業名 我孫子市庁内ＩＣＴインフラ及びセキュリティ環境提供業務委託 

発注課名 我孫子市役所 総務部 情報政策課 

質      疑 回     答 

１ プロポーザル募集要項７（３）ア 

令和２年７月１７日（金）と記載があります

が、プロポーザル募集要項１０の表では７月１

５日（水）になっております。どちらの記載が

正しいでしょうか。 

 

２ 仕様書1.2.4サーバラックの現況と限られた

スペースでの機器更新及び別紙１と２ 

３６Ｕラックを４４Ｕラックに交換するな

どしてスペースを確保する予定ですが、構築中

の並行稼働期間など、スペースが不足する場合

もあります。その際、構築完了後に撤去するこ

とを前提に仮設ラックを１架、電算室内に置く

ことは可能でしょうか。 

 

３ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（１）全体共

通及び別紙４ 

シンクライアント、基幹系ＦＡＴ端末、情報

系業務用端末、インターネットＦＡＴ端末で導

入予定かと思われます。４種類の端末に関して

スペック情報に指定があればご教示願います。 

CPU、メモリ容量、DISK の種類（HDD か SSD）

と容量、USB ポートの数、マウスの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和２年７月１５日（水）が正しい記

載となります。 

 

 

 

 

２ 設置場所、大きさ、アンカーの有無、

電源などについて調整が必要になります

が、仮設ラックの設置は可能と考えます。 

 

 

 

 

 

 

３ サービス提供型の委託契約であるた

め、本市が安定的に運用できるスペック

の機器を選定してください。 

現状のスペックについて参考として以

下記載します。 

シンクライアント接続端末については、

それほど高いスペックは必要ないと考え

ます。仮想マシンについては、Xeon 

E5-2697v4 を 2 コア、メモリ３GB、HDD70GB

の割り当てです。 

ＦＡＴについては、これまでの調達では

Core i3 以上、メモリ４GB、HDD500GB、USB

４ポート、マウス有の仕様で調達していま

す。 

情報系業務端末は CAD 等を使用します

ので、あまり低スペックだと運用に支障が

でる恐れがあります。 

ディスクの種類は問いません。マウスは

調達に含めてください。USB ポートの数に

ついては、二要素認証用デバイス等にもよ

りますが４ポートで問題ないと考えます。 

 



 

４ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（１）全体共

通及び別紙４ 

情報系業務用端末７５台はCADシステム活用

など高負荷業務があるようにお見受けできま

す。グラフィックカードなどを追加する必要は

ありますでしょうか。 

 

５ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（10）プリン

タ 

140 台導入する、Ａ３モノクロレーザープリ

ンタに関して、仕様に関する要件はありますで

しょうか。 

⇒片面印刷か両面印刷か 

⇒印刷速度（Ａ４：３２枚/分など） 

⇒増設ホッパ１段あたりの給紙（250 枚以上

など） 

 

 

６ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（10）プリン

タ 

数台程度ホッパ３段が必要な場合がありま

すと記載がありますが、提出する見積もり上一

旦何台分を含めればよろしいでしょうか。 

 

 

７ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（10）プリン

タ 

140 台導入する、Ａ３モノクロレーザープリ

ンタに関して、別紙３要求仕様対応表-項 139

の要件を満たすことができれば、仕様書 1.1.4

（２）の現在使用しているプリントサーバ１８

台は入れ替え対象ではないと認識してよろし

いでしょうか。 

 

 

８ 仕様書 2.3.6 端末構築及び管理（10）プリン

タ 

サーバ室設置の高速プリンタに関して、仕様

書記載の印刷速度以外の仕様要件はあります

でしょうか。 

⇒対応用紙サイズＡ３かＡ４か 

⇒モノクロかカラーか 

⇒ホッパ段数 

⇒増設ホッパ１段あたりの給紙（250 枚以上

など） 

⇒片面印刷か両面印刷か 

 

 

４ CAD 等の高負荷の使用でもグラフィッ

クカードは不要です。ただし、メモリは

４ＧＢでは不足する可能性があります。 

 

 

 

 

５ プリンタの要件については、別紙３要

求仕様一覧の項番 138～145 に記載してあ

ります。記載にはありませんが、両面印

刷は可能としてください。 

印刷速度及び給紙枚数については指定

しませんが、参考として現在の機器は、Ａ

４：２５枚/分・３５枚/分が混在、ホッパ

１段 250 枚です。同等以上の性能が望まし

いです。 

 

 

６ ホッパ３段への増設は５台で積算して

ください。 

 

 

 

 

 

７ プリントサーバ１８台の更新について

は、ネットワークの設計により要否が変

わると考えます。 

現在は基幹系と情報系の分離により、プ

リンタに２つのＩＰアドレスを設定する

ためにプリンタサーバを使用しています。

別な方式により２つの異なる系統から印

刷できる仕組みが構築できればプリント

サーバは不要になります。 

 

８ 仕様書に記載以外の高速プリンタの仕

様要件は、対応用紙Ａ３・ホッパ段数３

段以上・両面印刷を満たしてください。 

モノクロかカラーかは問いません。ホッ

パ１段あたりの給紙枚数は要件とはしま

せんがＡ４は５００枚が望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

 



 

９ 別紙３要求仕様対応表-項 90 

全てのデータが復元できること。と記載があ

りますが、仮想サーバのイメージのみと認識し

てよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

10 別紙３要求仕様対応表-項 96 

各ＶＤＩ・ＦＡＴ端末は、種類毎に再セット

アップ用のマスターイメージを作成すること。

と記載がありますが、Microsoft のイメージ作

成・展開はボリュームライセンスに許可されて

いる認識でありますが、ＦＡＴ端末もボリュー

ムライセンスを調達する必要があるという認

識でよろしいでしょうか。 

 

 

 

11 別紙３要求仕様対応表-項 121 

Microsoft Windows は、本市名義のボリュー

ムライセンスとする。と記載がありますが、Ｆ

ＡＴ端末に関しても、ボリュームライセンスに

含むと認識でよろしいでしょうか。 

 

 

 

12 障害を早期に解決するため、リモートメンテ

ナンス環境を用意したいと考えますが、市のセ

キュリティポリシーに抵触することになりま

すでしょうか。  

 

 

 

13 様式７要求仕様対応表の項番 51「セキュリテ

ィ ウイルス対策」について、「J-Lis が提供す

る自治体情報セキュリティ向上プラットフォ

ーム(LGWAN-ASP)からアップデート及びパター

ンファイルを取得できること。」とありますが、

インターネットゾーンに設置するＦＡＴ端末

は、別途インターネット環境からアップデート

及びパターンファイルを取得する認識でよい

でしょうか。 

 

 

14 様式７要求仕様対応表の項番 51「セキュリテ

９ バックアップのストレージについては

仕様書 2.3.5 バックアップ要件のとおり

です。 

仮想サーバのイメージが最新かつ世代

管理されたうえでバックアップ及び復元

できるならばお見込みのとおりですが、提

案者の構成によっては、各種 Config のみ

あるいは日次バックアップが必要な場合

などそれぞれだと考えられます。 

 

10 ＦＡＴについては、マスターイメージ

を作成して展開する場合は、イメージの

数のボリュームライセンスが必要とな

り、展開用としては全ての端末数は不要

との認識ですが、シンクライアント接続

端末としても使用する予定のため、全て

ボリュームライセンスが必要となる可能

性があります。必要ライセンスについて

は、Microsoft に確認し積算してくださ

い。 

 

11  ＦＡＴ端末に必要となるボリューム

ライセンスも本市名義となります。 

構成上ＯＥＭやＤＳＰ版のライセンス

を選択できる場合、それらの使用も可です

が、展開作業や運用期間中の再セットアッ

プなどの作業効率への影響を考慮しライ

センスの種類を検討してください。 

 

12 ＶＰＮの使用や通信の暗号化などの要

件を満たすことによりリモートメンテナ

ンスが可能です。ＬＧＷＡＮ回線を使用

することも可能ですが、専用線を使用す

る場合はその回線費用も積算に含めてく

ださい。 

 

13 お見込みのとおりです。ただし、端末

から直接インターネットを通じて更新す

る場合、感染や駆除の状況がサーバで監

視できない恐れがあるため考慮が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

14 お見込みのとおりです。 



 

ィ ウイルス対策」について、J-Lis が提供す

る自治体情報セキュリティ向上プラットフォ

ーム(LGWAN-ASP)からアップデート及びパター

ンファイルを取得できる環境構築しますが、

WSUS同様にJ-Lisへの使用料は本事業に含めな

い認識で良いでしょうか。 

 

15 様式７要求仕様対応表の項番 90「バックアッ

プ ストレージ」について「全てのデータが復

元可能できること。」とありますが、ファイル

サーバに関しての記述がないため、「全てのデ

ータ」に関して、既存ファイルサーバ上のファ

イル等は含まれない認識で良いでしょうか。 

含まれる場合は、十分な容量を確保するため

の既存容量をお教え頂けないでしょうか。 

 

16 仕様書 1.1.2（１） 

仕様書別紙にも各拠点を接続する回線に関

しての記載がございませんが、本調達の範囲外

ということでいいでしょうか。 

範囲内ということであれば、適切なサイジン

グの為、各拠点の回線帯域を提示していただけ

ますでしょうか。 

 

17 仕様書 1.1.2（２） 

各庁舎のフロアスイッチから先のエッジス

イッチ/スイッチングハブに関しては、調達範

囲外でしょうか。それとも現状該当する機器は

利用していないということでしょうか。 

 

18 仕様書 1.1.2（２） 

適切なサイジングを行うため、各フロア、拠

点におけるＬ２スイッチのポート数もしくは

機器型番を提示していただけますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 お見込みのとおりです。バックアップ

ストレージは本事業で調達する仮想基盤

のみが対象となり、ファイルサーバは含

まれません。 

 

 

 

 

 

16 お見込みのとおりです。回線について

は本調達の範囲外です。 

 

 

 

 

 

 

17 仕様書 1.1.2 に記載の機器が調達範囲

になります。記載のないエッジスイッチ

等は、利用していますが本市が設置及び

管理を行います。 

 

 

18 仕様書 1.1.2（２）①マシン室のＬ３は

48 ポート、Ｌ２は 24 ポートです。 

②本庁舎各フロア・部署のＬ２は 16 ポ

ートです。ただし２階のＬ２はポートが不

足しています。 

③～⑤の別館及び分館は、24 ポートで

す。ただし、④東別館はＩＰアドレスが枯

渇する恐れがあるため、１階・２階でセグ

メント・スイッチを分けるなどの検討が必

要です。 

⑥議会事務局は、ルータ及びＬ２があ

り、ルータは４ポート、Ｌ２は８ポートで

すが構成の見直しが必要です。 

⑦西別館１階は、④とは別に８ポートの

Ｌ２が設置してあります。 

⑧は２４ポートです。 

生涯学習センターについては、建物内の

コアスイッチが２４ポート１台です。これ



 

 

 

 

 

 

19 仕様書 1.1.2（４） 

「その他出先機関 ルータ３４台（内１カ所

は廃止予定）」とありますが、リリース等の必

要性が不明なため、廃止時期を開示いただけま

すでしょうか。 

 

20 仕様書 1.1.5（１） 

適切なサイジングのため、以下の情報を提示

いただけますでしょうか。 

－Web アクセス（request/sec、同時セッショ

ン数） 

－インターネットトラフィック量（bit/sec） 

 

 

21 仕様書 1.1.5（３） 

適切なサイジングのため、以下の情報を提示

いただけますでしょうか。 

－メール件数（送信・受信、件数/時間） 

 

 

 

22 仕様書 2.1.1（６） 

「廃止の検討要素」とありますが、仕様別紙

の要求仕様一覧項番 26 では、物理サーバを設

置することが必須項目となっています。仮に内

部 DNS サーバに統合するとして、本項目は要件

を満たされると考えてよろしいでしょうか。 

 

23 仕様書 2.1.3（２） 

「軽微なネットワークの設定」であるか否か

は、お客様が都度判断もしくは受託者と協議す

る形になるのでしょうか。それとも事前に設定

変更業務を定義し、実施する形になるのでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 仕様書 2.3.9 

以外に２４ポートのＬ２が３台あり、更新

対象となりますので、仕様を訂正します。 

その他の出先機関については、４ポート

のルータのみです。 

 

19 ルータ１台の廃止時期は令和２年度中

を予定しています。 

 

 

 

 

20 i-FILTER 上の同時セッション数の上限

値は 400 です。閉庁日は 100 前後使用し

ていますが、平日は上限値の 400 に達し

ています。 

インターネット用ファイヤーウォール

のＷＡＮ側のトラフィックは最も利用頻

度が高い時期で 70Mbps 程度です。 

 

21 メールの送受信の総件数は、平成 31 年

度の 1年間で 50 万通です。送信・受信の

それぞれの数および時間単位での件数は

不明です。なお、メール無害化システム

を通過した受信メールの数は直近の 1カ

月間で 24,741 通です。 

 

22 お見込みのとおりです。 

現在は専用の物理サーバを設置してい

ますが、機能と構成を整理することで、物

理サーバの廃止を検討してください。 

 

 

 

23 ネットワークの設定変更については、

職員が運用で行うもの、本事業の契約内

で受託者が行うもの、別途契約で行うも

のの３つの方法になります。 

本事業の契約内又は別途契約で行う作

業の線引きは、本プロポーザルにて提案さ

れた内容をもとに決定します。 

職員が運用で行う作業については、手順

書の有無、作業リスク、スキルなどをもと

に予め決めておく想定です。選定する製品

により職員作業が可能な範囲が異なりま

すので、契約時にできる限り定めておき、

定めのない事項については協議を行う方

法になる想定です。 

24 提案者の構成によりどのような種類の



 

適切な構築のため、想定されるユーザ数をご

提示ください。 

 

 

 

 

 

25 仕様書別紙№163 

「冗長化されていないネットワーク機器等

のうち、障害による業務への影響の大きい機器

については、365 日 24 時間対応とすること。」

と記載がありますが、影響大と定義するもの

（システム）を提示いただけますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

26 仕様書別紙№169 

過去の実績として、どういう場合であれば事

業者でバージョンアップを行ったか等の情報

（例）を開示していただけないでしょうか。（例

えば、利用している機器にて脆弱性が発覚した

際等、どういう基準でバージョンアップが行わ

れていた等） 

 

 

 

 

 

 

 

27 保守作業全般 

保守作業時、受託者がリモート（外部）から

接続して対応することは許容されますでしょ

うか。 

 

28 調達範囲外システム 

IP-PBX 等、調達範囲外の機器が存在するが、

IP アドレス体系を変更したい場合、当該機器等

の設定変更は既設業者が行うことになるので

しょうか、受託者が行うことになるでしょう

か。また、IP アドレスが変更不可である機器が

存在するのでしょうか。 

 

29 仕様書 2.1.1（３） 

ライセンスが必要になるか異なります。

また、ユーザ数は同時接続数などの考え

方もありますので、前提条件のない質問

には回答できません。 

仕様書 2.3.6 を参考に提案者が想定及

び積算をしてください。 

 

25 業務への影響が大きいものは、基幹シ

ステムとの接続を担うコアスイッチ・フ

ロアスイッチ等、ファイヤーウォール、

仮想基盤環境の機器、インターネットと

の接続やメールの送受信に関係する機

器、Active Directory などが挙げられま

す。 

このような機器の停止は職場・業務・シ

ステムを停止させるリスクがあるため、可

能な限り冗長化するべきですが、構成上完

全にすべてを冗長化できない場合は、365

日 24 時間対応の保守が必須となります。 

 

26 過去の実績及び当然に必要と思われる

バージョンアップについては、いくつか

の例を次により示します。 

①不具合により障害が発生しているもの

又は発生すると業務への影響が大きいも

の 

②脆弱性が発覚し悪意のある攻撃を受け

る可能性のあるもの。 

③セキュリティを担う機器で常に最新化

しておく必要があるもの。 

④その他、バージョンアップをしなければ

サービスの利用や運用が継続できないも

の。 

 

27 可能です。質疑回答書の項番 12 を参照

してください。 

 

 

 

28 原則調達範囲外の機器については、既

設業者への依頼になる想定です。 

IP-PBX、戸籍システム、住基ネット等の

機器については、IP アドレスの変更は不

可ですが、各機器のリプレースの時に変更

ができると思われます。 

 

 

29 ケーブルの併設については、詳細な調



 

棟間幹線ケーブルは、１０Ｇ伝送対応の光ケ

ーブルを想定しております。既設通線路は、容

量的（２倍になると想定）に併設可能でしょう

か。また、既設光ケーブルは、有事の際の予備・

別ＬＡＮの増設用として残すことは可能でし

ょうか。 

 

30 仕様書 2.1.1（３） 

構内メタル幹線ケーブルは、１０Ｇ伝送対応

のＵＴＰケーブル（Cat.6A）を提案致します。

各所既設通線路は、容量的（3倍になると想定）

に併設可能でしょうか。 

 

31 仕様書 2.1.1（１２） 

ラック、HUB ボックス等を更新した旧機器は、

お客様にて廃棄でよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

32 仕様書 2.3.1（９） 

出先機関・拠点内の LAN ケーブル更新は想定

しておりませんがよろしいでしょうか。 

 

33 仕様書 1.1.6（３） 

デプロイした仮想サーバのウイルス対策は、

ソフトウェア選定・導入・設定とも構築ベンダ

ーで実施していますか。 

 

34 仕様書 1.2.3 

現行のリソース容量に対して、将来最低限必

要な容量について、提示していただけないでし

ょうか。 

 

35 仕様書 2.3.6（７） 

現行のWebフィルタリングシステムは何を使

用していますか。 

 

36 仕様書 2.3.6（７） 

Web フィルタリングは、AD と連携してユーザ

ー認証を行っていますか。 

 

37 仕様書 2.3.6（７） 

端末の Officeは 2016を想定でよろしいでし

ょうか。 

 

 

38 仕様書 2.3.4（５） 

査を実施していないため可否は不明です

が、併設可能な想定で積算してください。 

既設光ケーブルを残すことが可能かど

うかは現時点では不明です。 

 

 

 

30 庁舎内の既設通線路について詳細な調

査を実施していないため可否は不明で

す。既設の配線の撤去や新たな通線路の

確保が必要になると思われます。 

 

 

31 ラック等の大きな旧機器については、

運搬手段がありませんので受託者が廃棄

してください。サーバラックの引き取り

業者などを活用していただくことは可能

です。乗用車で運搬可能な大きさ・量で

あれば市で処分することも可能です。 

 

32 お見込みのとおりです。 

 

 

 

33 現在は、全て情報政策課の職員にて実

施しています。仮想マシンの作成におい

て仮想基盤の構築ベンダーに作業を依頼

したことはありません。 

 

34 現行のリソース容量から増減がない想

定でサイジング及び積算をしてくださ

い。 

 

 

35 i-FILTER を使用しています。 

 

 

 

36 現在は ADと連携したユーザー認証は行

っていません。 

 

 

37 Office2016 でも可とします。 

 

 

 

 

38 現在は RemoteApp にて接続しています。 



 

サイジングの関係で、ＲＤＳに接続する際

は、デスクトップログイン、RemoteApp のどち

らでしょうか。もしくは両方接続していますで

しょうか。 

 

39 仕様書 2.3.4（５） 

LGWAN に接続する端末（RDS に接続する端末）

には、RDS に接続もしくは接続後の操作を支援

するソフトウェアは導入していますか。 

 

 

40 仕様書 2.3.5 

バックアップの世代管理、外部媒体などの運

用上のポリシーはありますか。 

 

 

41 仕様書 2.3.4（２） 

住民情報系（基幹系）と情報系で同じ Active 

Directory を使用していますか。 

 

42 仕様書 2.3.6（５） 

端末の Feature Update は、年１回の想定で

よろしいでしょうか。 

 

 

43 仕様書 2.3.6（９） 

WSUS パッチで配信する対象のプロダクトは

OS、Office くらいと考えてよろしいでしょう

か。 

 

44 仕様書 2.4 

ＨＷ：保守時間は 24 時間 365 日でしょうか。 

 

 

 

 

 

45 移行計画 

ネットワーク機器・サーバ構築・切り替え手

法として並行稼働させるため、庁舎内にサーバ

を一時的に設置・作業する場所を確保すること

は可能でしょうか。 

もしくは、貴市敷地内に保管場所を新設、デ

ータセンターの利用等は可能でしょうか。 

貴市許諾範囲について、ご教示願います。 

また、ラック交換はご再考頂くことは可能で

しょうか。容量的には可能ですが、以下のリス

クがあります。 

 

 

 

 

 

39 RDS に関する支援ソフトウェア等は導

入していません。各端末には接続用の RDP

ファイル及びダウンロードしたファイル

を端末にコピーするためのフォルダーの

ショートカットのみを配置しています。 

 

40 市の情報セキュリティポリシーにバッ

クアップや外部媒体に関する記載はあり

ますが、常識的なものであり構成上制限

事項となるような規定はありません。 

 

41 現在は別の Active Directory を使用し

ています。 

 

 

42 ＳＡＣの場合の Feature Update は年１

回で問題ありません。ＬＴＳＣの場合は、

サポートが終了しない程度に長期間にな

ります。 

 

43 お見込みのとおりです。ただし、WSUS

を使用しないでその他のアップデートや

ファイルの配信をまとめて実施する提案

も可能です。 

 

44 ハードウェア保守については、24 時間

365 日の保守が必要な機器は限定される

と考えています。ただし、24 時間 365 日

の保守を排除するものではありません。

質疑回答書の項番 25 を参照してくださ

い。 

 

45 一時的にラックを設置することは可能

ですが、十分なスペースがあるわけでは

ないため、協議や工夫が必要になります。 

作業スペースとして別な部屋や建物を

まとまった期間確保することは困難です。 

保管場所の新設はできません。市が用意

できるデータセンターはありませんが、受

託者のデータセンターと回線でつなぐこ

とは可能です。（回線費用の積算をしてく

ださい。） 

ラックの空きは十分とは言えませんが、



 

①移設不可機器の取り外し・再設置の可否 

②ラック毎の 2日間の停止可否 

③新旧併設時の消費電力（サーバ室分電盤の

空き回路） 

④新旧併設時の発熱量（過密搭載・空調能力） 

⑤新旧併設時の荷重 

⑥旧ラック運送・保管もしくは廃棄の費用発

生 

 

46 サーバ室 

サーバ設置場所（サーバ室）は、今回構築す

るサーバ群が並行稼働できる電源容量をお客

様側で確保いただく想定でよろしいでしょう

か。 

新規ＬＡＮ中核機器（Ｌ３、ＦＷ、ＲＴ等）

は、場所的に既設№５ラックの空きスペース１

０Ｕに併設を想定しています。新規でサーバル

ームに設置される機器大きさ（Ｕ数）、消費電

力、発熱量、重量を提示願います。 

更新対象機器Ｕ数は２９Ｕで既設ラックの

空き（№５ラックを除く。１Ｕの空きは通線・

通気スペースとみなす。）は１０Ｕです。３ラ

ックを４４Ｕに更新した場合に増えるのは２

４Ｕです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 仕様書 1.1.4（１） 

本事業の必要台数（P15）との差分がありま

すが、現行機からの台数増減がある認識でよろ

しいでしょうか。 

FAT 端末：782 台⇒115 台 

シンクライアント：604 台⇒850 台 

 

48 仕様書 1.1.4（１） 

総台数の記載はあるのですが、設置状況が不

明なため、現在の端末の種別も分かる設置一覧

表の提示をお願いします。 

 

 

 

 

ラックの交換は必須ではありませんので、

一部のラックの交換の必要・不要、仮設ラ

ックの設置などを含めて移行計画を検討

してください。 

 

 

 

 

 

46 全ての機器を並行稼働させる場合、Ｃ

ＶＣＦの電源容量は確保できると考えて

いますが、コンセント数が不足しますの

で、受託者によるサーバ室内の電源配線

工事は必要となります。 

現在のラックの空きスペースについて

は、別紙２サーバラック現況図②とおりで

すが、令和２年１２月までに廃止し撤去で

きるスペースもあります。（自動発行機及

び図書館用は残ります。）また、全てを並

行稼働させない方式を検討するなど工夫

をすることも重要です。 

新規でラックを設置することは困難で

すが、仮設１本は可能ですし、現地を確認

した上で２本の検討も行えます。 

発熱量、重量については、過去にはもっ

と多くのサーバ及びホストコンピュータ

があったことから問題ないと考えていま

す。 

１０年の契約期間中に本事業で導入す

る機器のリプレース作業がありますので、

それを見越した移行・搭載の計画が必要で

す。 

 

47 お見込みのとおりです。 

本事業では、仮想環境にて職員の個人用

ＶＤＩを整備し、業務用ＶＤＩと接続端末

を統合することで現状とは構成・数量が大

きく異なります。 

 

 

48 端末の設置状況に関する公開用資料は

作成していません。受託者に詳細な資料

は提供します。 

各課の職員に端末を配置していますが、

現状は基幹系・情報系の２台設置している

場所も多くあり、本事業ではこれらをシン

クライアントにすることで統合した接続

端末とする方法を想定しています。 



 

 

 

 

 

49 仕様書 1.1.4（２） 

総台数の記載はあるのですが、設置状況が不

明なため、現在のプリンタの種別も分かる設置

一覧表の提示をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 仕様書 1.1.6（４） 

過去の保守実績として、月何回などの平均値

を提示いただけますでしょうか。 

 

 

 

 

 

51 仕様書 2.1.1（８） 

現地拠点での搬入作業は、平日日中帯（9:00

～18:00）の想定でよろしいでしょうか。 

※休日、深夜対応が必要な拠点があれば、拠

点場所を提示いただけますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 仕様書 2.1.1（８） 

現地拠点での導入作業を簡略化するため、事

前キッティング作業を弊社準備施設で実施想

定です。セキュリティ要件等がありましたら提

示いただけますでしょうか。 

 

53 仕様書 2.1.1（８） 

現地拠点での導入作業の際、作業対象機器を

各拠点に作業前営業日に搬入させていただく

等、弊社希望をもとに調整可能でしょうか。 

54 仕様書 2.1.1（12） 

各課にどのように設置していくかは、受

託者を決定後に最終的な庁内調査や数量

の決定を行う予定です。 

 

49 プリンタの設置状況に関する公開用資

料は作成していません。受託者に詳細な

資料は提供します。 

プリンタは各部署に１～３台程度設置

しています。機種は NEC 製マルチライタ

8250N 及び 8450NW です。２つの系統のネ

ットワークから印刷するためにプリンタ

サーバを設置している機器がありますが、

本事業では、ネットワークの構成等により

必ずしもプリンタサーバは更新が必要な

いと考えます。 

 

50 保守作業の統計資料は作成していませ

んが、毎月の保守実績の報告は、端末及

びプリンタに関しては月に１０件を超え

ることは殆どありません。 

ＡＤの設定変更については、年に数回程

度依頼していますが、職員による運用が可

能な内容です。 

 

51 行政サービスセンター（我孫子・天王

台・つくし野・湖北台・湖北・新木・布

佐）の一部または全部は休日か業務終了

後の展開作業を想定してください。本

庁・分館・別館は作業効率や業務への影

響を考え休日の展開作業を想定してくだ

さい。 

それ以外の拠点については平日 8:30～

17:00 の展開作業になります。 

なお、搬入のみで展開をしない場合は、

全ての拠点で平日 8:30～17:00 の搬入が

可能です。 

 

52 特にありません。 

 

 

 

 

 

53 調整可能です。 

 

 

 

54 現行ベンダーと協議を行っていないた



 

旧機器の引き上げタイミング（作業後順次も

しくは一斉等）、現行ベンダーへの返却方法（現

地引取等）について、貴市想定をご教示くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

55 仕様書 2.1.1（12） 

Ｐ２～３に記載の「現在使用している端末及

びプリンタの内訳（パソコン 1,386 台、プリン

タ 140 台）」と台数に違いがあります。どちら

の数値が正しい情報でしょうか。 

 

56 仕様書 2.2（６） 

パソコン等の端末の現地拠点への導入時

期・期間に指定は有りますでしょうか。 

例：令和３年９月に開始し１２月に完了など 

 

 

 

57 仕様書 2.3.1（10） 

端末の設置場所は、現行機が使用している場

所で現行機と入替での設置となる認識でよい

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

58 仕様書 2.3.4（７） 

二要素認証の使用用途をご教示ください。 

 

 

 

 

59 仕様書 2.3.4（８）（９） 

可能であれば、ファイル暗号化、ファイル持

出制御の現在の端末設定情報（詳細設計書等）

の提示をお願いします。 

また、ファイルの持出において、情報政策課

や上長の承認が必要ないパターンは存在しま

すでしょうか。 

 

60 仕様書 2.3.6（１） 

め市が考えている案の段階となります。 

撤去品は、予め市内もしくは近郊に保管

場所を確保し一括で引き渡します。 

展開スケジュールにもよりますが、市の

会議室等が使用できる場合は、調整を行い

可能であるなら出先拠点の機器は会議室

等に集め、本庁舎等の大量の場所は保管場

所へ運ぶなど、方法について協議していく

想定です。 

 

55 パソコンについては、更新後に現行ベ

ンダーに返却しないものがあるため、概

ね 1,200 台になります。 

プリンタについては、140 台が正しい数

値になります。 

 

56 指定はありません。現行契約が令和４

年１２月末までのため、遅くても年末年

始で全ての展開作業を終える必要があり

ます。 

プレ稼働として、前倒しで一部の機器の

設置・運用を始めることも可能です。 

 

57 ご質問の内容と仕様書の番号の関連が

不明のため、ご質問内容についてお答え

します。 

現行機との入替での設置の認識で問題

ありませんが、一時的に併設が必要になる

場合も想定されます。 

例えば、１２月中旬頃に基幹システム端

末を更新する場合は、基幹システムに接続

できなくなるため併設となります。 

 

58 国が示した自治体情報システム強靭性

向上モデルにより実施するものです。端

末のログイン時のＩＰ・パスワード以外

に２つ目の要素を使用して端末にアクセ

スすることが目的です。 

 

59 ファイル暗号化・ファイル持出制御の

現在の設定情報は公開できませんので、

受託者にのみ情報を提供します。 

ファイルの持出において、承認が不要な

パターンは、インターネット専用端末のみ

（機密情報の取扱いをしないため）となり

ます。 

 

60 仕様指定はありません。質疑回答書の



 

端末機器構成の仕様指定はございますでし

ょうか。 

 

61 仕様書 2.3.6（１） 

端末マスターの最低必要数は、以下の計 7種

類の認識でよろしいでしょうか。 

・シンクライアントＰＣ：１種類 

・物理ＰＣ(FAT）：３種類（基幹系、情報系(業

務用)、インターネット系) 

・仮想ＰＣ(VDI)：３種類(基幹系、情報系(業

務用)、情報系(個人用)) 

・インターネット(SBC)：２種類(情報系(業

務用)、情報系(個人用)) 

 

62 仕様書 2.3.6（１） 

部署・拠点ごとの端末及びプリンタの導入台

数内訳を教えてください。 

 

 

 

 

63 仕様書 2.3.6（２） 

このアプリケーションの設定も本業務に含

まれますでしょうか 

 

64 仕様書 2.3.6（２） 

業務ごとの仕様はパターン化可能でしょう

か。それとも１台１台で個々に異なる仕様とな

りますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

65 仕様書 2.3.6（７）（８） 

許容されるサポートレベルの提示をお願い

します。（平日日中帯の対応のみ、24 時間 365

日対応が必要等） 

 

 

 

 

 

66 仕様書 2.3.6（９） 

更新プログラムを格納したＵＳＢメモリ等

の使用は許容されますでしょうか。 

 

項番３～５を参照してください。 

 

 

61 インターネット(SBC)には端末マスタ

ーは存在しないので、それを除く７種類

で仕様は満たします。ただし、最低必要

数としては、インターネット用 FAT 端末

１５台のマスターの必要性の検討による

削減もしくは組み込むソリューションの

設定上ある程度マスターの種類を増やす

など必要性などを十分に検討する必要が

あると考えます。 

 

 

62 部署・拠点ごとの端末及びプリンタの

導入台数内訳について、公開用資料は作

成していません。現時点でまとめた資料

については、受託者に提供し協議の上で

庁内調査を実施し最終的な調達数量を決

定します。 

 

63 業務システム用ＶＤＩ毎に異なるアプ

リケーション設定は本業務に含まれませ

ん。 

 

64 基幹システムを使用する端末は、２０

０台規模になるのでパターン化できると

考えます。 

その他のシステムは、端末台数が２０～

３０台のものはパターン化のメリットが

でると考えます。 

１台又は数台以下のクライアントのシ

ステムもあるため、これらはパターン化が

できません。 

 

65 原則、平日日中帯の対応のみのサポー

トで問題ない想定ですが、ＡＤについて

はクリティカルな障害が発生する可能性

が否定できない場合は、その対応のみ検

討しておく必要があります。 

ＡＤの運用及び資産管理の運用サポー

トについては、主に操作方法、仕様等の問

い合わせ対応を想定しています。 

 

66 ウイルスチェックをしたものであれば

ＵＳＢメモリ等の外部媒体の使用は可能

です。 

 



 

67 仕様書 2.3.6（10） 

140 台中ホッパ３段が必要となるのは何台で

しょうか。またプリンタは指定機種があります

でしょうか。 

 

68 仕様書 2.3.6（11） 

ノート型ＰＣのバッテリー以外の「消耗品」

に属する部品についても保守対応に含めなく

てもよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

69 仕様書 2.3.10 

旧機器のデータ消去は積算必要でしょうか。

またその場合、データ消去は現地拠点または一

時保管場所のどちらで実施すべきでしょうか。 

 

70 別紙３要求仕様一覧№99 

光学ドライブは、読み取り専用のドライブで

よろしいでしょうか。 

 

71 別紙３要求仕様一覧№100 

モニターは、解像度の指定はありますでしょ

うか。また、接続先の端末をご提示ください。 

 

 

 

72 様式７（要求仕様対応表）№54 

送信制御に関しては、アプリケーションコン

トロールでアプリケーションごとに設定する

ことでアップロードできないようにする事は

可能です。その際、アプリケーションによって

SSL インスペクションの設定必須となります。

このような対応でよろしいでしょうか。 

 

 

73 別紙３要求仕様一覧№10 

仮想基盤上の仮想マシンが無停止もしくは

ダウンタイムの極めて短い可用性を備えてい

ることと理解してよろしいでしょうか。 

 

74 別紙３要求仕様一覧№52 

各端末とは、個人用 VDI や業務用 VDI などの

仮想端末も含まれるのでしょうか。 

75 別紙３要求仕様一覧№48 

67 ホッパ３段が必要な台数は５台です。 

指定機種はありませんが、仕様について

は、質疑回答書の項番５・８を参照してく

ださい。 

 

68 「消耗品」に属する部品がハードウェ

アのどの部分を示すのか想定できません

が、ノート型ＰＣについては、バッテリ

ー以外で通常利用者が使用する部分につ

いては、保守対応に含めてください。た

だし、本事業はサービス提供型の契約で

あるため、本体からマウスに至るまでメ

ーカー保守でなくても故障時に交換等が

できれば仕様は満たします。 

 

69 データ消去は不要です。 

 

 

 

 

70 読み取り専用、書き込み可能のどちら

でも可とします。 

 

 

71 モニターの解像度は 1920x1080 に対応

してください。 

接続先は、主に課税課・国保年金課・収

税課のシンクライアント接続端末を想定

しています。 

 

72 全体的な構成とバランスの中で考慮す

べき事項と考えます。制限するだけであ

ればご質問の機能で対応可能ですが、

LGWAN のサイトやインターネットの特定

のサイトへのアップロード等、例外的な

設定が必要となることも考えられるた

め、細かなチューニングができる機能で

ある必要があります。 

 

73 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

74 お見込みのとおりです。 

 

 

75 エージェントレスによるウイルス対策



 

業務システム用サーバーでは、ウイルススキ

ャンが負荷となり業務遅延の原因となりえる

ため、エージェントレスによるウイルス対策で

も宜しいでしょうか。 

 

 

76 別紙３要求仕様一覧№48 

各パソコンとはシンクラ端末、個人用 VDI、

業務用 VDI と理解しましたが、よろしいでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

77 様式７（要求仕様対応表）№27-31、№151-152 

ファイヤーウォール機種選定の参考として

ハードウェア要件をご回答ください。 

・必要ポート数 

・必要スループット（必要機能使用時の有

無・カタログ値または実測値） 

・使用機能 

記載があるのもは Web フィルタ、無害化、SSL

デコード(Deep Inspection)ですが、UTM でのア

ンチウイルス AV、IPS、アプリケーション制御

の有無について 

・ログはクラウド上への保存が可能か。 

・必要なログ保存期間 

 

 

 

78 様式７（要求仕様対応表）№32 

プロキシサーバの有無についてご回答くだ

さい。 

・Web 通信のログ取得ができればプロキシ構

成である必要はないでしょうか。（提案するフ

ァイヤーウォールのWebフィルタでログ取得が

可能であればプロキシサーバは不要でしょう

か） 

 

 

 

 

 

 

 

79 様式７（要求仕様対応表）№40-46 

も可とします。 

 

 

 

 

 

76 クライアントのウイルス対策における

サーバ管理については、対象はＦＡＴ端

末も含まれます。インターネット専用端

末については、サーバ管理は必須とはし

ませんが、サーバ管理が望ましいです。 

シンクライアント接続端末については、

仕様にもよりますが、ファイルの更新がで

きない仕様であれば原則ウイルス対策は

不要です。 

 

77 現行はインターネット側と LGWAN 側の

それぞれにファイヤーウォールを設置し

内外の通信のみ制御しています。これら

の機器については、単なる機器の更新で

はなくネットワークの全体構成の中でＵ

ＴＭをどこに設置し、どこまでの役割を

持たせるかによって機種やスペックが変

わってきます。 

ファイヤーウォールとして最低限の要

求機能は資料のとおりですが、ＵＴＭとし

てネットワークとセキュリティにおいて

機能を広く活用するような提案を求めて

いる事項でもあるため、提案者により構成

の設計・機種選定を行い提案書にまとめて

ください。 

 

78 Web フィルタリングについては、特定の

端末のみ特定のサイトの閲覧を許可する

などきめ細かい設定を行う必要がありま

す。提案するＵＴＭがどの程度の機能を

有しているか不明であるため本質疑でプ

ロキシサーバが不要と判断することは困

難です。 

また、情報政策課において独自に Web

サイトへの通信の振り分け用の下位プロ

キシを構築するなどの運用をしているた

め、本事業においてプロキシサーバは必要

であると想定しています。 

 

 

 

79 質疑回答書の項番 21を参照してくださ



 

メールフィルタリング、無害化についてご回

答ください。 

・一定時間あたりのメール流量を参考値とし

てご回答ください。（例：1万通/時間） 

い。 

 

 

 

 


