
回答書

（６月１４日回答）
No. 質問項目 質問詳細 回答

1
仕様書３現状構成（２）
機器仕様

インターネット側のPCの台数は何台ありますでしょうか。ま
た、インターネット側のPCは、資産管理ソフトウェアで管理さ
れていますでしょうか。

２台ありますが、調達は１台です。管理はされていません。

2
仕様書３現状構成（２）
機器仕様 リモート用接
続機器

①仕様書 P4 のリモート用接続機器は本調達の更新対象機器で
しょうか。
②台数が２台となっており、役場と保守業者用の２台の理解で
宜しいでしょうか。また保守業者用であれば、本調達業務を受
注する業者の保守用になりますでしょうか。

①調達は必須ではありませんが、「仕様書４要求仕様（３）個別仕様⑫
運用・保守（エ）」に記載のとおり、リモートでの運用保守を行う場合
は、必要な回線及びネットワーク機器を調達に含めてください。
②お見込みのとおりです。

3
仕様書３現状構成（２）
機器仕様 ホスト用サー
バのサーバ仮想化ソフト

仕様書 P4 のホスト用サーバ（既存仮想基盤）について、サー
バ仮想化ソフトはどういった製品を利用されてますでしょう
か。
例）VMware ESXi、Hyper-V
仮想化ソフトの製品名とバージョンも分かれば教えて頂くよう
お願いします。

ソフト：Hyper-V
バージョン：Windows Server 2012
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4
仕様書３現状構成（３）

ライセンス数

仕様書 P4（３） ライセンス数について
①Win2012Sv は  既存物理サーバ分だから更新対象として提案
する構成にて必要なライセンスを導入する認識で宜しいでしょ
うか。
②WinSrvcsCAL 2016 Gov DvcCAL（250）について
は、最新版のバージョンが利用出来るように契約期間中に利用
可能なライセンス提供をする認識で宜しいでしょうか。
③WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL （150）
については、仮想デスクトップ環境用で利用されているライセ
ンスかと思われますが、更新対象として提案する構成によって
RDP ライセンスが不要な製品の場合、契約期間中に利用可能な
ライセンス提供をしなくても問題ないでしょうか。
④i-FILTER、m-FILTER については契約期間中に利用可能なラ
イセンス提供をする認識との理解です。更新費用を見積もりす
るため、現在保有されているライセンスの有効期間とシリアル
No を開示していただくようお願いします。
⑤ウイルスバスター コーポレート エディションPlus について
も契約期間中に利用可能なライセンス提供をする認識との理解
です。更新費用を見積もりするため、ライセンス ID(L̲ID)、シ
リアル番号、アクティベーションコード（AC）、レジストレー
ションキー（RK）、TM 納品番号（SHPC 番号）のいずれかを
教えて頂くようお願いします。

①お見込みのとおりです。
②お見込みのとおりです。
③お見込みのとおりです。
④当町にて別途調達を行うので、今回の更新費用には含めないでくださ
い。なお、構築作業でシリアルNo等の情報が必要な場合は、提示しま
す。
⑤当町にて別途調達を行うので、今回の更新費用には含めないでくださ
い。なお、構築作業でライセンスID等の情報が必要な場合は、提示しま
す。

5
仕様書３現状構成（４）
利用者の環境

利用者の物理端末の仕様を教えて下さい。CPU、メモリ、HDD
など

基本的に
CPU:Intel®Corei3-9100T
実装RAM：8.00GB
SSD256GB
となりますが、調達時期によりCPUの世代が異なります。
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6
仕様書３現状構成（４）
利用者の環境

Windows10Pro バージョン 1903 とありますがサポートが終了
しております。バージョン 1903 で利用している理由があれば
教えて下さい。

内部情報システムの関係でバージョン 1903 を利用しています。但し今
後バージョンアップを予定しています。

7
仕様書３現状構成（４）
利用者の環境

(イ)で i-Filter250 ライセンスを含めて構築し、Web フィルタリ
ングを行うこと、とあります。  更改範囲、および現地調査で i-
FILTER サーバはありませんでしたが、新規構築するということ
でよいでしょうか。

i-FILTER サーバのサーバは、兵庫県セキュリティクラウドでの利用を想
定しています。ライセンスは町で保有しています。

8

仕様書３現状構成（５）
LGWAN 接続系とイン
ターネット接続系のネッ
トワークの分離

仕様書 P4（５） LGWAN 接続系とインターネット接続系のネッ
トワークの分離について、境界用のファイアウォール
（FortiGate）は更新対象との認識です。現行機器の型番を教え
て下さい。また、受注者には既存のFortiGate のコンフィグを開
示して頂けますでしょうか。

お見込みのとおりです。また、受注者には情報を開示します。
型番：240D

9
仕様書３現状構成（６）
仮想デスクトップ環境

仕様書 P4（６） 仮想デスクトップ環境 について、現在 SBC 方
式で利用されている製品名を教えて頂くようお願いします。

Microsoft Remote Desktop Services(RDS)です。

10

仕様書３現状構成（９）
LGWAN 接続系とイン
ターネット接続系のセグ
メント間の通信①AD 間
同期

仕様書 P5
インターネット系の AD と LGWAN 系の AD は更新対象でない
が同期を取るとなっておりますが
①LGWAN 系 AD、インターネット系 AD の WindowsOSバー
ジョン及び構成している AD のドメイン名とドメインレベルを
教えてください。
②LGWAN 系 AD、インターネット系 AD サーバのどちらが
FSMO でどちらが AD のメンバサーバか教えてください。

①OSバージョン：Windows Server 2016
 ドメイン名：JOHO
 ドメインの機能レベル：Windows Server 2008 R2
②FSMOはLGWAN系ADです。
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11
仕様書４要求仕様（１）
更改範囲のメール無害化
更新

仕様書 P6（１） 更改範囲
本業務における更改範囲は以下の太枠内であるメール無害化
（添付ファイル）は赤字で×とされています。注釈に（×を除
く）となっておりますが、
①メール無害化は本調達業務の更新対象機器でしょうか。 仕様
書 P8 の③ セグメント間の通信で指示されている各種機能は
ファイル無害化の機能との認識です。
②図中の『メール無害化（SandBlast）』が更改範囲から除かれ
ているのは、更改後もSandBlastを利用して無害化処理を行うの
でしょうか。

①m-FILTERによりメール無害化を行うので、更新対象ではありませ
ん。（兵庫県整備のm-FILTERライセンスは所有している）
セグメント間の通信についてはお見込みのとおりです。
②現在は、メール無害化でSandBlastを利用していますが、更改後は兵
庫県セキュリティクラウドのメール無害化を利用するためSandBlastは
更改対象機器から除外しています。

12
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様①仮想基盤シス
テムの機能仕様（コ）

ストレージ装置は複数筐体構成または冗長構成とありますが、
①ストレージ装置単体で障害を配慮する構成可能ですが問題あ
りませんか。
②コントローラや電源などが冗長された装置を導入する認識で
よろしいでしょうか。
③2019年に発生した地方公共団体向けの共同利用型IaaSの障害
を考慮するとストレージコントローラーの冗長構成では対応不
可と考えます。複数筐体構成で勝つ冗長構成が必要との理解で
よろしいでしょうか。

①複数筐体構成または冗長構成であることが望ましいですが、単体構成
も可とすることとします。
※障害が起きた場合に早急に復旧できるような体制を整えておくこと。
また、障害が起きた際の対応について、復旧までの時間とともに明記し
ておくこと。
②お見込みのとおりです。
③主にインターネットの閲覧およびファイル転送に使用するため、「複
数筐体構成かつ冗長構成」である必要はありませんが、「複数筐体構成
かつ冗長構成」でも構いません。
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13
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様②仮想デスク
トップの機能仕様（イ）

サポート方式を示されていますが、（ア）（ウ）（エ）の仕様
を満たしているセキュアコンテナ方式端末内分離の仮想デスク
トップを提案しても問題ありませんか。

（オ）にあるように、その他の要件を満たすのであれば問題ありません
が、満たしていることを明示してください。
※②仮想デスクトップの機能仕様 だけでなく、①仮想基板システムの
機能仕様 において、「提案する方式が可用性・利便性の観点からその
機能要件を満たす必要が無い」かつ「提案する方式にそぐわない要件で
ある」場合を除いて、①の要件についても全て満たすようにすること。
上記の条件を満たした上で除外した要件については、除外した項目及び
その理由を明記すること。

14
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様②仮想デスク
トップの機能仕様（ウ）

MicrosoftOfficeViewer（Word、Excel、PowerPoint）とありま
すが、正規品のサポートが終了しておりました。
①Microsoft アカウントでログインし WEB 上で利用できる機能
で問題ありませんか。
②ライセンスの切れたViewerでも動作すれば問題ありません
か。
③MicrosoftOfficeボリュームライセンスが使用できると思われ
ますが所有されていますか。
④Officeファイルが閲覧できるフリーソフト等でもよろしいで
しょうか。

仮想環境において、word、excel、powerpointの各データが閲覧できる
ことが必須条件です。Viewer機能を有するものを代替品として提案願い
ます。有償でも可としますが、なるべく安価なものを提案してくださ
い。
①Microsoftアカウントでログインしなければならないものは認めませ
ん。
②動作するのであれば問題ありません。
③所有していません。
④お見込みのとおりです。

15
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様②仮想デスク
トップの機能仕様（ウ）

一太郎ビューアの動作環境としては、サーバOSに対応しており
ませんが、SBC方式の際には別途ご相談させていただいてもよ
ろしいでしょうか。

一太郎ビューアについては別途相談とします。

16
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様③セグメント間
の通信（ア）

組織情報は、業務システムのActiveDirectoryもしくは他システ
ムに格納されていますでしょうか。格納されている場合、連携
可能な仕様をご教示ください。

組織情報は格納されていません。

17
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様③セグメント間
の通信（イ）

保管対象には転送したファイルの実態は含まないことでよろし
いでしょうか。

含めなくても構いません。
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18
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様③セグメント間
の通信（ウ）

画像形式、CADは以下の拡張子以外に対応する要件はあります
でしょうか。ある場合は拡張子をご教示ください。
＜画像形式＞
Ping、Gif、JPEG、BMP、TIFF
＜CAD＞
JW̲CAD（jww）、DXF、AutoCAD（dfg）、SFC、P21

無害化については、CADは必須としないこととします。画像形式につい
ては、jpeg、gif、pngを必須とします。

19
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様③セグメント間
の通信（カ）

LGWAN側からインターネット側へのファイル転送について、
ファイル無害化処理の記載がありますが、LGWAN側で作成され
るファイルを無害化処理する必要はありますでしょうか。ま
た、無害化処理を行う場合、いったんインターネット側にファ
イルを配置してから個別にファイル無害化処理を実施する認識
で問題ないでしょうか。

LGWAN側で作成したファイルについては無害化処理する必要はありませ
ん。

20
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様④インターネッ
ト閲覧（ア）について

新規構築した i-FILTER サーバを経由して、LGWAN 接続系端末
から WEB 会議を利用したい、ということでよいでしょうか
（仮想デスクトップを使用せずに）

仮想デスクトップを利用してのWEB会議を想定しています。

21
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様④⑤

兵庫県設備のi-filterおよびm-filterをそのまま利用する理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

22

仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑧兵庫県セキュ
リティクラウド用UPSの
調達（イ）

兵庫県セキュリティクラウド用サーバにインストールされてい
る電源管理のソフトウェアはそのまま利用できる認識でよろし
いでしょうか。また、正常性確認（電源断・復電などの試験）
を行うための運転手順書は提示いただける理解で問題ないで
しょうか。

お見込みのとおりです。

23
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑩その他（イ）

管理用PCの利用によりKVMスイッチが不要な構成の場合、
KVMスイッチは不要と考えてよろしいでしょうか。

今回の調達に含めてください。

24
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑩その他（ウ）

管理用PCの利用によりラックコンソールが不要な構成の場合、
ラックコンソールは不要と考えてよろしいでしょうか。

今回の調達に含めてください。

25
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑪非機能要件
（イ）

必要な電源につきましては、貴町でご準備いただける想定でよ
ろしいでしょうか。またご対応いただける場合は電源設備に関
して、100V、200Vどちらも対応可能と考えていいでしょうか。

100Vのみ対応可能です。
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26

仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑫運用（エ）リ
モート保守用回線の
LAN 配線

リモート保守を行うに際して、兵庫ハイウェイ網を利用したい
と考えています。兵庫ハイウェイ SW の設置場所と空きポー
ト、サーバ室への LAN ケーブルの予備線はありますか。

兵庫ハイウェイ SW の設置場所は庁舎１階のOCR室です。サーバ室への
LANケーブルの予備はあります。その他の情報については受注者へ開示
します。

27
仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑫運用保守
（キ）

頻繁な脆弱性の問題でアップデートする機会は増えています。
仮想基板システム上で稼働しているシステムには影響なく無停
止状態でファームウェアできる必要性があると思われます。そ
の理解でよろしいでしょうか。

無停止である必要はありませんが、停止する場合は夜間・休日等業務に
支障を来さないよう配慮し、できる限り停止期間を短くできるよう努め
てください。また、その場合は日程をあらかじめ町と調整した上でアッ
プデートを行ってください。

28

仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑬作業要件
（エ）電源について、分
電盤からの電源の空き確
認

現地調査で確認させて頂いた際、対象ラックに配線されていた
電源タップは７，１１と記載がありました。構築の際は並行稼
働が必要で別系統の電源が必要です。既存分電盤の二次側回路
は全て使用済みのようでした。
①今回、分電盤の増設、電源工事が受注側で実施をする必要が
ありますでしょうか。
②また、一次側のブレーカが現地調査時に確認出来ておりませ
んが、仕様書に「一次側の電源が不足する場合は、事前に本町
の担当者と協議を行うこと」と明記されております。
今回の調達で一次側の容量が不足する場合、増設に係る経費は
本調達には含まないとの認識で問題ないでしょうか。

①必要ありません。
②お見込みのとおりです。

29

仕様書４要求仕様（３）
個別仕様⑬作業要件
（エ）新基盤のラッキン
グ位置

既存仮想基盤サーバがラッキングされたラックに新仮想基盤
サーバをラッキングしたいと考えていますが、空きが足らない
場合、他ラックの空きを使用してもよいでしょうか。

新仮想基盤サーバについて、既存仮想基盤サーバがラッキングされた
ラック内でのラッキングを原則としますが、空きが足りない場合は受注
者と協議のうえ決定します。

30
その他、SEC-UTM との
LAN 配線

更新対象の Fortigate240D から別部屋に設置されている SEC-
UTM(兵庫県セキュリティクラウド設置)への配線は既存線を流
用してもよいでしょうか。もしくは SEC-UTM との渡線の配線
工事が必要でしょうか。

既存線の流用を想定しています。
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31
その他、境界
FW(Fortigate240D)の上
位 FW

境界 FW の WAN1 接続先が完成図書上は IP-COM となってお
りましたが、IP-COM は現地調査していた際に見受けられませ
んでした。IP-COM は更新対象でしょうか。

現在IP-COMは存在しないため、更新対象外です。

32
実施要領２業務概要
（５）業務規模

「機器・設定費用は、令和４年１１月からの５年リースする」
とありますが、賃貸借契約を締結する場合は、応募者が指定す
るリース会社と貴町で賃貸借契約を締結する、との認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、リース会社についても当町に業者登録
がある会社とします。

33
実施要領２業務概要
（５）業務規模

本件構築業務は債務負担行為でしょうか。もしくは長期継続契
約となりますでしょうか。

債務負担行為です。

34
実施要領２業務概要
（５）業務規模

翌年度以降に貴町で本件の予算削減があり賃貸借契約が契約解
除となった場合、残賃貸借料はお支払いいただけるという認識
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

35
実施要領２業務概要
（５）業務規模

賃貸借契約を締結する場合、賃貸借契約は貴町様式の賃貸借契
約書で締結予定でしょうか。また、その場合契約書案をご提示
いただけますでしょうか。

別紙の通りです。ただしこちらの様式は標準様式となるため、最終的に
は受注者と協議のうえ決定します。

36
実施要領２業務概要
（５）業務規模

賃貸借期間は、令和４年１１月１日から令和９年１０月３１日
までの５年（６０ヶ月）でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、「実施要領２業務概要（４）業務期
間」に記載のとおり、機器搬入の動向等やむを得ない事情に限り、賃貸
借期間を変更する場合があります。

37
実施要領２業務概要
（５）業務規模

賃貸借物件に付保する動産総合保険は地震・津波・噴火等の天
災は補償に含まず、リース期間の経過に応じて保険金額が減額
となる一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

38
実施要領２業務概要
（５）業務規模

「リース終了時、機器等は無償譲渡とする」とありますが、ソ
フトウェアについて、リース会社はライセンスの使用権許諾、
再使用兼設定許諾を受けているのみで、リース期間満了ととも
にソフトウェアの使用権も消滅してしまうため、貴町にて著作
権所有者などから必要な手続きをとられるとの認識でよろしい
でしょうか。また、その旨覚書等で締結していただくことは可
能でしょうか。

お見込みのとおりです。覚書等への記載は別途協議することとします。
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39
実施要領２業務概要
（５）業務規模

本件満了後の物件は無償譲渡となりますため、固定資産税の負
担は不要であるとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

40
実施要領２業務概要
（５）業務規模

契約保証金は必要でしょうか。必要である場合、本件構築業務
に係る契約ごとに保証金が必要となりますでしょうか。

福崎町財務規則（昭和58年４月１日規則第４号）第124号第３項第3号に
該当する場合は、不要となります。
【参考】
(３) 契約者が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じ
くする契約を２回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であ
り、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

41
実施要領２業務概要
（５）業務規模

契約保証金に代えて履行保証保険にて対応してもよい場合、履
行保証保険の保険期間と保険金額及び保険証券の提出期日をご
教示ください。

履行保証保険契約でも構いません。詳細については受注者と別途協議す
ることとします。

42
実施要領６企画提案書等
の提出（１）

製本のデータは、Word・Excel形式となっておりますが、
PowerPoint形式も含めて問題ないでしょうか。

PowerPoint形式で提出いただいても、問題ありません。

43
実施要領６企画提案書等
の提出（１）

業務実績調書について「実績を全て記載すること」とあります
が、発注者の意向確認等により全ての記載が困難なことから、
実績の一部記載とすることで問題ないでしょうか。

全てを記載してください。なお、発注者名の記載が難しい場合は、「A
市役所」「B町役場」と言った記載でも構いません。また記載について
は、８か所までとし、受注合計数を欄外に記載してください。

44
実施要領８受注者決定後
の契約の概要（４）

「支払方法は受注者と協議の上、契約により定める」とありま
すが、賃貸借料は当月分を翌月末にお支払いいただくというこ
とでよろしいでしょうか。

受注者との協議によりますが、その支払方法も可能です。

※仕様書から変更になった部分については赤字で記載しています。
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