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令和４年１月１７日 

 

令和４年１月２６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 21771 
湖北台中央公園他樹木ナラ枯れ対策業務委

託 
公園緑地課 ２ 

４ 21774 
し尿処理手数料管理システム使用契約及び

システム保守業務委託 
クリーンセンター ３ 

５ 21775 
令和４年度手指用アルコール消毒液購入

（単価契約） 
施設管理課 ７ 

６ 21776 
選挙事務用パソコン１５台の購入 選挙管理委員会 

事務局 
８ 

 

※ №は令和４年１月２６日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和３年１２月２

８日付け我孫子市公告第１３１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。 



2 
 

№１ 質疑回答 

件 

名 

湖北台中央公園他樹木ナラ枯れ対策業務

委託 

発注番号 ２１７７１ 

発注主管課名 公園緑地課 

質      疑 回     答 

１ 樹木剪定工について 

内訳書の樹木剪定工に対して発生材

運搬費の項目がありませんが、剪定工の

中に含まれるのですか。または現場残置

でしょうか。 

 

２ 伐採工について 

伐採工の運搬費が 2ｔ車 4 台とされて

ますが、根拠を教えていただけますか。 

経験上少なくとも２倍の台数が必要

だと思いますが、４台を超えたら現場残

置としてよろしいでしょうか。 

 

３ 樹木ラッピング工について 

ラッピング及び燻蒸は、ラッピング材

で樹木を被覆して完了でよろしいでし

ょうか。 

施工後時間を経てラッピングを撤去

等の片付けは含まれて無いと考えます

が。 

 

 

１ 剪定枝や伐採した樹木は全てクリ

ーンセンターに搬出となります。樹

木剪定工の運搬費は伐採工の運搬台

数に包含されています。 

 

 

２ 剪定枝や伐採した樹木は全てクリ

ーンセンターに搬出となります。一

般財団法人経済調査会が発行してい

る「公園・緑地の維持管理と積算」

に基づき運搬台数を算出していま

す。 

 

３ お見込みのとおりです。 
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№４ 質疑回答（１／４） 

件 

名 

し尿処理手数料管理システム使用契約及

びシステム保守業務委託 

発注番号 ２１７７４ 

発注主管課名 クリーンセンター 

質      疑 回     答 

１ 提出書類の様式 

  参加資格審査申請書兼誓約書は、（建

設工事以外）の様式でよろしいでしょう

か。 

 

２  提出書類の様式 

入札書は、「様式第１号（第５条、第

６条関係）」の様式でよろしいでしょう

か。 

 

 

 

３ 受注実績 

「し尿処理手数料管理システム」以外

のシステムでもよろしいでしょうか。 

 

４ 仕様書Ｐ２ ４-２出力帳票 

帳票一覧以外の帳票は不要と考えて

よろしいでしょうか。 

 

 

５ 仕様書Ｐ２ ４-３データ移行 

移行項目数はどの程度でしょうか。 

 

 

６ 仕様書Ｐ２ ４-２データ移行 

何年分のデータを移行予定でしょうか。 

 

７ 仕様書Ｐ２ ４-２データ移行 

移行データ件数は何件でしょうか。 

 

８ 仕様書Ｐ２ ４-２データ移行 

移行データは、受託者指定のデータレ

イアウトでデータ提供していただくこ

とは可能でしょうか。 

 

 

１ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

２ 本案件は、予定価格を複数設定し

ています。入札書は、「様式第１号」

に各予定価格を月数で乗じた額の合

計額を記載し、さらに、別紙として

公告文に記載した表を作成したもの

も、併せて提出してください。 

 

３ 問題ありません。 

 

 

 

４ 帳票一覧の帳票があれば問題あり

ません。受注者より一覧以外で有用

な帳票の提案があれば使用いたしま

す。 

 

５ 現行のデータ項目数は約２００で

す。移行項目数は受託者の仕様によ

り異なります。 

 

６ 当該年度の１年分です。 

 

 

７ 現在の登録者である約６００名分

です。 

 

８ 原則現行システムのデータレイア

ウトで提供します。 
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№４ 質疑回答（２／４） 

質      疑 回     答 

９ 仕様書Ｐ２ ４-２データ移行 

データ移行する際、移行元データ内に

不足する項目があった場合は市で移行

先システムへの入力作業を行っていた

だく想定で良いでしょうか。 

 

10 仕様書Ｐ２ ４-２データ移行 

移行データのほかに各項目の説明と

区分コード表の提供は可能でしょうか。 

 

11 仕様書Ｐ２ ４－３データ移行 

移行データの提供時期はご相談可能

でしょうか。 

 

12 仕様書Ｐ２ ４－３データ移行 

移行データの提供はテスト、リハーサ

ル、本番の 3 回を想定していますが対応

可能でしょうか。 

 

13 仕様書Ｐ２ ４－３データ移行 

移行用のデータは弊社に持ち帰り、移

行作業は弊社内にて行うことができる

という認識でよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

14 仕様書Ｐ３ ４－７仮想基盤環境 

サーバ利用する場合、office とウイル

ス対策ソフトについては市側のライセ

ンスを利用することは可能でしょうか。

受託者で別途 office ライセンスを用意

する必要がありますでしょうか。 

 

 

９ 必要であれば入力作業を行います

が、項目により対応が異なるため、

別途受託者と協議となります。 

 

 

 

10 可能です。 

 

 

 

11 可能です。 

 

 

 

12 可能です。 

 

 

 

 

13 データ移行については、本番デー

タを使うのであれば原則庁内での作

業になります。 

ただし、セキュリティ及び個人情

報の漏洩対策等が十分に行える場合

で、合理的な理由があれば認める可

能性があります。 

 

14 サーバに Office が必要な場合は、

受託者が準備する必要があります。

その他必要なミドルウェア等も同様

です。 

ウイルス対策ソフトについては、

市が準備します。 

 

 

 



5 
 

№４ 質疑回答（３／４） 

質      疑 回     答 

15 仕様書Ｐ３ ４－７仮想基盤環境 

弊社は、仮想基盤環境（オンプレミス）

にてシステム構築を考えています。 

（WindowsSrever2016 又は 2019、SQL 

Server の環境です。） 

貴市が準備されるサーバ機（仮想基盤

環境）にシステムをセットアップする認

識でよろしいでしょうか。又は、業者（弊

社）が、サーバ機を調達（準備）し納品

し、システムをセットアップする認識で

しょうか。ご教示願います。 

 

16 仕様書Ｐ３ ５.運用及び保守管理業 

 務 

保守管理業務について、「通常の保守

の範囲で、特段の経費を要することなく

行うこと」と記載がありますが、大規模

改修を伴う場合については別途協議さ

せていただくことは可能でしょうか。 

 

17 プリンタ、PC については市の既存端

末をご使用予定でしょうか。 

その場合機種を教えていただけます

でしょうか。 

 

 

 

 

18 機能一覧【対象者登録】の通知書番号

について 

通知書番号は 8 桁で登録し、くみとり

作業カード印刷時にハイフンが設定さ

れるという認識でよろしいでしょうか。 

 

19 機能一覧【対象者登録】のカード番号

について 

汲み取り業者にて採番とのことです

が、新規で汲取りを依頼する場合は、住

所氏名等で汲取り業者に依頼し、2回目

以降はカード番号で汲み取り業者とや

り取りしている運用でしょうか。 

 

15 市の仮想基盤にシステムをセット

アップする想定です。 

サーバ・OS・ネットワーク環境は

市が提供し、標準の OS の状態までの

作成及びネットワーク設定までを市

が行います。 

サーバ及びOSのライセンスは市が

提供しますが、SQLserver 等のミドル

ウェアは受託者が準備してくださ

い。 

 

 

16 可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

17 プリンタ及び PC については市の

既設端末を使用します。 

プリンタの機種は、Canon LBP441

です。 

PC はシンクライアントを予定して

いるため、仮想マシンで動作するこ

とを想定してください。 

 

18 印刷時にはハイフンが表示される

よう設定してください。 

 

 

 

 

19 お見込みのとおりです。 
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№４ 質疑回答（４／４） 

質      疑 回     答 

20 機能一覧【くみとり作業カード印刷】

のカード番号について 

カード番号で業者を識別して番号順

で印刷とありますが、印刷順を決める目

的以外でカード番号の利用はあります

でしょうか。 

 

21 機能一覧【くみとり作業カード印刷】

の運用の流れについて 

業者順かつ住所順などの印刷順をシ

ステムから指定できればカード番号を

システムで保持せずに運用可能でしょ

うか。 

 

22 機能一覧【くみとり作業カード印刷】

の運用の流れについて 

くみとり作業カードを印刷するタイ

ミングは下記のどちらになりますでし

ょうか。 

１．汲取り業者が汲取りを行った実績を

システムに登録した後に印刷 

２．汲取り業者に汲取りの依頼も兼ねて

送り、汲取り業者が記入したくみとり

作業カードを参照してシステムに実

績を登録した後に印刷 

 

23 機能一覧【くみとり作業カード印刷】

の運用の流れについて 

「２．汲取り業者に汲取りの依頼も兼

ねて送り、汲取り業者が記入したくみと

り作業カードを参照してシステムに実

績を登録」の場合、量・金額は空白で出

力するということでよろしいでしょう

か。 

 

24 様式１くみとり作業カード 

「※令和４年○月より用紙が大きく

なりました。」こちらの文言は導入後不

要な文言になりますか。 

 

25 様式２（定額用）納入通知書 

通知書番号欄の「(2)」は 2 期分とい

う認識でよろしいでしょうか。 

20 業者が利用している番号になりま

す。 

 

 

 

 

 

21 不可です。作業カードの印刷や画

面で参照する必要があるため、カー

ド番号はシステムで保持してくださ

い。 

 

 

 

22 ２の運用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 今回のシステム変更以後、用紙が

大きくなるため、必要な文言です。 

一定期間経過後は不要になる予定

です。 

 

25 お見込みのとおりです。 
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№５ 質疑回答 

件 

名 

令和４年度手指用アルコール消毒液購入

（単価契約） 

発注番号 ２１７７５ 

発注主管課名 施設管理課 

質      疑 回     答 

１ 同等品確認申請をお願いいたします 

手指消毒剤 AL 

指定医薬部外品 72％ 

サンケミファ株式会社（仙台） 

 

 

１ 可とします。 
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№６ 質疑回答（１／３） 

件 

名 
選挙事務用パソコン１５台の購入 

発注番号 ２１７７６ 

発注主管課名 
選挙管理委員会 

事務局 

質      疑 回     答 

１ 仕様書に「展開作業等なし」と記載あ

るが、ＰＣ等は工場出荷時の箱のまま納

品するとの認識でよろしいでしょうか。 

また、Microsoft Office ライセンスに

ついては、ライセンスのみを用意すると

の認識でよろしいでしょうか。 

※ アクティベート等は不要との認識で

よろしいでしょうか。いずれも受注

者へ最低限の作業依頼を予定してい

る場合は、詳細を明示頂きたい。 

 

２ ソフトウェアの Microsoft Office（ボ

リュームライセンス）は、2021/12/31

を以て、販売終了となっており、現時点

で仕様書通りの製品の調達は不可とな

ります。今回ご用意するソフトウェアは

後継である software in CSP での製品と

なるがよろしいでしょうか。 

 

３ メーカーよりリカバリメディア（メー

カー付属）は Win10 のみ用意可能と回答

あり。よって、Win11 のリカバリメディ

アは、メーカー付属のリカバリメディア

ではなく、販社にて作成し納品するとの

対応でよろしいでしょうか。 

尚、現時点では Win10 のダウングレー

ドモデルであるため、Win11 にアップグ

レードするタイミングまでにリカバリ

メディアを用意する形でよろしいでし

ょうか。 

 

４ 納品について 

パソコン本体の開梱及び各種セット

アップ、ソフトウェアのインストール作

業、開梱後の廃材処理等は本調達には含

まれないとの認識で宜しいでしょうか。 

 

１ PCは工場出荷時の箱のまま納品で

構いませんが、保証拡張のためのメ

ーカー登録作業などは受託者が行う

必要があります。 

また、Microsoft Office ライセン

スについてはお見込みのとおりで

す。 

 

 

 

 

２ Microsoft が用意しているボリュ

ームライセンスの後継のライセンス

にて調達してください。なお、永続

型ライセンスとなります。 

 

 

 

 

３ Windows11 へのアップグレードは

将来必要となるものであるため、リ

カバリ用のメディアは後日対応でも

可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ お見込みのとおりですが、保証拡

張のためのメーカー登録作業などは

受託者が行う必要があります。 
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№６ 質疑回答（２／３） 

質      疑 回     答 

５ 機能及びサービスについて 

(1) 「５年間翌営業日以降訪問修理」と

ありますが、機器修理のみとなり各種設

定作業等は含まれず、工場出荷時状態へ

の復旧となりますが宜しいでしょうか。 

(2) 修理時における残存データの保障は

保証対象外不可となり、またデータの復

旧も不可となりますが宜しいでしょう

か。 

(3) 修理時に HDD 又は SSD の交換対応と

なった場合、故障した記憶媒体は修理会

社で引揚げずお客様保管との認識で宜

しいでしょうか。 

 

６ ソフトウェアについて（Microsoft 

Office について） 

(1) Software in CSP（永久ライセンス）

でのご提供で宜しいでしょうか。 

(2) マイクロソフト社からユーザー登録

メールアドレス宛への電子納品となり

ますが宜しいでしょうか。 

(3) 電子納品後ダウングレード対応にて

2019 対応となりますが宜しいでしょう

か。 

 

７ 付属品等について 

(1) 再セットアップ用媒体（メーカー付

属）ですが、USB メモリでのご提供とな

りますが宜しいでしょうか。 

(2) 「各１セット以上」とありますが、

「パソコン本体１台に付き、再セットア

ップ用媒体 1 セット以上」、又は「パソ

コン本体 15 台に付き、再セットアップ

用媒体１セット以上」のどちらの認識で

しょうか。 

 

８ USB 光センサーマウスについて 

指定するメーカーのなかで純正品が

ないメーカーがございますので純正以

外の製品でお認めいただけますでしょ

うか。 

 

５ 

(1) 工場出荷時の状態で可とします。 

(2) データの保証及び復旧は対象外

とします。 

(3) ご認識のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

(1) Microsoftが用意しているボリュ

ームライセンスの後継のライセンス

にて調達してください。なお、永続

型ライセンスとなります。 

(2) 電子納品で可とします。 

(3) 電子納品後のダウングレード対

応で可とします。 

 

 

 

７ 

(1) USB メモリでの納品で可としま

す。 

(2) Window10 及び Windows11 のそれ

ぞれの媒体が 1セットだけあれば良

いので、「パソコン本体 15 台に付き、

再セットアップ用媒体１セット以

上」となります。 

 

 

 

８ 純正で付属しない場合は同等品を

準備することで可とします。 
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№６ 質疑回答（３／３） 

質      疑 回     答 

９ 再セットアップ用媒体について 

仕様書の OS が Windows10 となります

ので再セットアップ用媒体も Windows10

のみのご提供となりますがよろしいで

しょうか。 

 

10 Microsoft Office2019 について 

終息商品となっているため、後継品で

買い切り型である SW in CSP のご対応で

よろしいでしょうか。 

 

９ Windows11 のインストール媒体も

必要となりますが、将来必要となる

ものであるため、リカバリ用のメデ

ィアは後日対応でも可とします。 

 

 

10 Microsoft が用意しているボリュ

ームライセンスの後継のライセンス

にて調達してください。なお、永続

型ライセンスとなります。 

 


