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播磨町財務会計システム更新等業務 

公募型プロポーザルに係る質問及び回答一覧 

 

番号 質問項目、質問内容及び回答内容 

１ 

質問項目 プロポーザル実施要領 5 募集方法等- (5)企画提案 

質問内容 
提案書のページ数に上限（または目安）は定められているの

でしょうか。 

回答内容 

Ａ4用紙 50 ページ以内で作成してください。表紙、目次は 50

ページに含めません。 

２ 

質問項目 プロポーザル実施要領 4 参加資格 

質問内容 

「本業務の遂行に必要な技術力～を有しており」とあります

が、提案事業者が本プロポーザルで提案するシステムを構築

出来ることを前提としているとの認識で宜しいでしょうか。 

回答内容 

提案事業者が当該システムを構築する際に、再委託すること

を妨げるものではありません。 

３ 

質問項目 仕様書 第 1条適用範囲 

質問内容 

「財務文書の電子決裁対応が可能なシステム」とのことです

が、単体でも財務文書を電子決裁可能なシステムを想定され

てますでしょうか。 

回答内容 

お見込みのとおり。 

４ 

質問項目 仕様書 第 7条システムの概要及び基本要件 

質問内容 
WindowsServer2019 の CAL は本調達に含まないとの認識で宜

しいでしょうか。 

回答内容 

本調達に含めてください。 
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５ 

質問項目 仕様書 2 頁 第 4条業務範囲 

質問内容 

既存システムのデータ移行について、本業務に影響の出ない

範囲で費用低減を理由に代替方法により移行することは可

能でしょうか（例えば、パンチ入力によるデータ作成など）。 

回答内容 

移行後のデータの正確性を担保出来ること、及び移行の準備

のために当町に過度の負担を生じないこと、以上２点を満た

すことが出来る場合は可能です。 

６ 

質問項目 仕様書 第 4条 業務範囲 

質問内容 

既存システムからの移行対象である「予算執行伝票データ（2

年分」は予算要求書の前々年度決算額の出力および所属科目

ごとの執行額が新システムで参照できればよろしいでしょ

うか。 

回答内容 

お見込みのとおり。 

７ 

質問項目 別紙「提出書類一覧」 

質問内容 
帳票サンプルとは、具体的にどの様な帳票を想定されている

のでしょうか。 

回答内容 

参加申込者に対し、ご提出頂きたい帳票をPDFで提供します。

また、それ以外に企画提案で利用したい帳票を含めることも

可能です。 

８ 

質問項目 プロポーザル実施要領 5 募集方法等- (5)企画提案 

質問内容 

企画提案書を鑑として、1 つのファイルにまとめるとのこと

から、紙ファイルへ綴じることを想定しておりますが、会社

の概要資料（パンフレット）等の添付資料も同様に綴じる必

要があるのでしょうか。 

回答内容 

同じファイルに綴じてください。 
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９ 

質問項目 仕様書 第 7条-（8）情報連携の概要 

質問内容 

財務会計システムと公会計システム（PPP）を連携する為に、

所属コードの桁数を同じにする必要があります。 

今後の運用等を考えた提案をさせて頂く為の判断材料とさ

せて頂きたいので、現在の所属コードおよび体系をご教示く

ださい。 

回答内容 

参加申込者に対し、別途提供します。 

１０ 

質問項目 ・仕様書３ページ 第７条システムの概要及び基本要件

（１）システムの構成方法。 

・仕様書７ページ 第７条システムの概要及び基本要件 

その他、構成附帯要件等 ⑫ 

質問内容 別紙「機能要件適合表（様式第９号）」には「必須機能要件」

と「必須以外の機能要件」の区別がありません。 

適合表の対応区分に「×…対応不可」があるので、全項目が

必須ではないという認識でよろしいでしょうか。 

回答内容 今回の機能要件適合表は、全て必須機能要件と考えておりま

すが、「×…対応不可」があったとしても直ちに失格になるわ

けではありませんので、出来る限り対応を図るようご検討く

ださい。 

１１ 

質問項目 実施要領１ページ ２業務概要（６）システム稼働日 

質問内容 

「令和４年１０月１日から令和５年２月２８日までの期間

を試験運用期間とする」とありますが、これは予算要求関連

のみが稼働するだけで、他の機能も本番に備えて運用試験を

１０月から開始出来るように、との要求ではないと理解して

よろしいでしょうか。試験運用の期間とはシステムの運用保

守やソフトウェアの利用開始が始まるのではないとの理解

でよろしいでしょうか。 

回答内容 

お見込みのとおり。 
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１２ 

質問項目 
実施要領２ページ ３選定方式及び契約方法（２）契約方法

①契約金額 

質問内容 

企画内容によっては、契約協議の上、決定する、とあります

が、これは企画内容に仕様書にはない追加提案をしたが、見

積金額に含めなかった内容があった場合の対応の事を想定

しての事でしょうか。 

回答内容 

機能要件を満たすためのカスタマイズで費用が発生する提

案は、全て見積もり金額に含めてください。 

「仕様書にはない追加提案をしたが、見積金額に含めなかっ

た内容があった場合」も、契約協議を行うことを想定してい

ます。 

 

 

１３ 

質問項目 実施要領 7ページ ６審査の実施等（２）審査の方法ウ 

質問内容 

「企画提案書等に関するプレゼンテーションは、先に提出し

た提出書類に基づいて実施することとし、…」とありますが、

プレゼン当日、企画提案書の抜粋資料を投影、配布してもよ

ろしいでしょうか。 

回答内容 

既に提出済みである資料の抜粋に限り、投影、配布は可とし

ます。その際、引用元の資料名・ページ数を明記してくださ

い。 

 

 

１４ 

質問項目 
仕様書２ページ 第４条業務範囲１主な業務範囲（１）シス

テム導入業務⑤ 

質問内容 

提案する OS,ミドルウェア及びウィルス対策ソフトウェアは

下記の通りであるが、貴町のライセンス保有状況はどのよう

な状況でしょうか？また今回の提案にあたり、追加ライセン

ス購入に関する費用は見積書に含める事が必要でしょうか。 

・OS：WindwosServer2019 

・ミドルウェア：MS Internet Information Services 10 

・ウイルス対策ソフト：TRSL ウイルスバスター ビジネスセ

キュリティ 

回答内容 

当町のライセンス保有状況に関わらず、今回の提案にあた

り、追加ライセンス購入に関する費用は見積書に含めてくだ

さい。 
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１５ 

質問項目 
仕様書２ページ 第４条業務範囲１主な業務範囲（３）デー

タ移行ア．システム共通データ 

質問内容 

現行データの抽出内容には、令和４年１０月に予定されてい

る貴町の機構改革（組織改編）に関する変更点は含まれるの

でしょうか。 

回答内容 

現行データの抽出内容には変更点は含まれていませんが、各

データが１０月以降、いずれかの所属課に所属するような変

更作業は含むと考えています。 

１６ 

質問項目 
仕様書２ページ 第４条業務範囲１主な業務範囲（３）デー

タ移行ウ．予算執行伝票データ（２年分） 

質問内容 
この２年分とは令和３年度および令和４年度の予算執行伝

票のデータとの理解でよろしいでしょうか。 

回答内容 
お見込みのとおり。 

１７ 

質問項目 
仕様書８ページ 第８条システム化要件の詳細１システム

構成（３）クライアント② 

質問内容 

OS は、複数のバージョンの混在が可能であること、とはクラ

イアント既存端末は Windows１０であるが、適宜 Windows１

１に置き換えるとの理解でよろしいでしょうか。あるいは新

規に増設される端末から Windows１１が導入され、それらが

既存端末と混在するという理解で宜しいでしょうか。 

回答内容 

クライアント既存端末はWindows１０であるが、適宜Windows

１１に置き換える予定です。 

１８ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.79 

質問内容 

「伝票処理は、イメージ等を付加する機能を有すること。」と

ありますが、具体的にどのような用途での運用を想定されて

いますでしょうか。 

回答内容 

納品書や請求書等を PDF 等で添付することで、電子決裁（テ

レワーク）に対応できる機能を想定しています。 
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１９ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.85 

質問内容 

「収受日」とは、会計部門様での支出伝票の受取日(審査日)、

という認識でよろしいでしょうか。異なる場合はどのような

日付を指すのかご教示いただけますでしょうか。 

回答内容 

収受日とは、担当部署が請求書を受取った日のことを指しま

す。 

２０ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.86 

質問内容 

人事給与システムから連携されるデータ内に財務会計シス

テム上の予算科目コード情報が含まれており、財務会計シス

テム内で給与費目から予算科目への変換は不要との認識で

よろしいでしょうか。 

回答内容 

給与費目コードと予算科目コードが必ずしも一対となって

おらず、コード体系も異なるため、人事給与システムからの

給与費目コードを予算科目コードと連携するには別途変換

テーブル等が必要です。 

２１ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.117 

質問内容 

本機能の実現には「人事給与システム側での支払者の情報」

を取り込む必要があると考えますが、現在も同運用を実施さ

れている場合、「人事給与システムで連携する職員データ作

成し、源泉徴収システムで取り込む」際の連携レイアウトを

開示いただけますでしょうか。 

回答内容 

参加申込者に対し、別途提供します。 

２２ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.118 

質問内容 

現在も同運用を実施されている場合、「給与システム側に取

り込むデータ」の連携レイアウトについて開示いただけます

でしょうか。 

回答内容 

人事給与システム側からは特段のデータ連携は行っておら

ず、源泉徴収システムから出力された取込用ファイルを加工

し（取込対象者にフラグを立てて）、再度源泉徴収システムに

取り組むことで源泉徴収票等発行対象者から除外していま

す。 
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２３ 

質問項目 機能要件適合表 予算執行 No.159 

質問内容 記載の「Excel 形式」とは、Excel にて閲覧可能な CSV ファ

イル形式でのご提供でも許容いただけるものでしょうか。 

回答内容 Excel 形式にて出力できることを必須とし、CSV ファイル形

式では不可とします。 

２４ 

質問項目 機能要件適合表 決算統計 No.23 

質問内容 

「歳出科目事業情報に予め設定されている経費種別」とあり

ますが、経費区分（経常／臨時）とは別の区分でしょうか。

別の区分でしたら、具体的な内容をご教授いただけないでし

ょうか。 

回答内容 

「歳出科目事業情報に予め設定されている経費種別」につい

ては、科目名称保守（財政担当にて科目を初めに登録するマ

スタ情報）において登録されている情報（経費区分、目的、

性質）のことを指しております。 

 


