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播磨町学校給食費徴収管理システム導入等業務 

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 機能要件適合表 項番 39 

質問内容 
督促状や催告書を出力した場合、「発送記録」に自動的に登録

されます。この機能で良いでしょうか。 

回答内容 

ご質問の項目については、ご提示いただいた機能でも機能要

件を満たしているものとして判断しますが、当該項目の主旨

は、項目 38でいうところの「折衝記録」に一連の流れとして

ご指摘の発送記録も自動的に登録できる機能を求めるもの

ですので、契約協議を行う際、詳細を確認する必要があると

考えます。 

２ 

質問項目 機能要件適合表 項番 46  

質問内容 
取り下げ日の管理でなく期間「開始月と終了月」の管理で良

いでしょうか。 

回答内容 

詳細を確認しなければ判断しかねる点もございますが、ご質

問の内容では恐らく要件を満たさないものと思われます。 

児童手当の申出徴収の届出（申出）については、関係書類が

提出された状態で児童手当支給日を迎えることにより、公金

振替処理されますので、児童手当支給日を迎える前に当該届

出（申出）を取り下げられた場合は、届出（申出）がなされ

た時点で停止していた徴収業務を開始する必要があります。

ついては、正当な理由があり行政が徴収業務を停止していた

期間を記録するに当たり、届出日と取り下げ日を管理する必

要がありますので、最低限、児童ごとに入力等が可能なメモ

機能等により「届出日や取り下げ日」を登録できる環境を構

築いただく必要があります。 

３ 

質問項目 仕様書 P1 第 4条（1）④ 

質問内容 

Windows Server CALは PC3台分で良いでしょうか 

SQL Server CALは PC3台分で良いでしょうか。 

TRSL Trend Micro ウイルスバスターコーポレートエディシ

ョン Plus Govライセンスはサーバ 1台分で良いでしょうか。 
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回答内容 

本プロポーザルにより調達するシステムの同時稼働上限数

は 3台（以上）としておりますが、現時点では使用端末数

（当該システムを操作する可能性のある PC端末数）は未定

です。 

したがって、Windows Server CAL及び SQL Server CALにつ

いて、ご質問の内容が、使用端末数という意味合いであれ

ば、20台分とご認識の上、適切なライセンス数をお見込み

ください。 

なお、TRSL Trend Microウイルスバスターコーポレートエ

ディション Plus Govライセンスについては、本プロポーザ

ルにより調達するサーバ 1台分を想定しております。 

４ 

質問項目 仕様書 P8 第 9条（3） 

質問内容 

「保守管理時間は、開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15

分まで」と記載されているが、弊社保守対応について、開庁

日の午前 9 時 00 分から午後 5 時まで、年末年始休業日は 12

月 29日から 1月 4日として良いでしょうか。 

回答内容 

不可。 

土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに 12 月 29 日から 1 月 3

日までの閉庁日を除き、開庁日における就業時間中（8時 30

分から午後 5 時 15 分まで）については、保守の対象として

積算いただく必要があります。 

なお、優先交渉権者となった者と契約協議を行う中で、経済

的合理性等の理由から町にとって有利なご提案があった場

合は、保守条件の一部を変更する可能性があり得ます。 

５ 

質問項目 仕様書 P2 第 4条（3） 

質問内容 

口座振替依頼書のデータ入力について、対象者の紐付けを行

う必要があるため、貴町にて口座振替依頼書に宛名番号を補

記していただくことは可能でしょうか。 

回答内容 

不可。 

児童生徒氏名や生年月日等から個人を特定し、対象者に係る

口座情報を入力いただく必要があります。 

なお、口座振替依頼書に記載の情報のみで個人の特定ができ

なかった場合における貴社と町との連絡方法については、契

約協議時に調整し、当該場合における実際の個人の特定作業

は町が実施することになるものと想定されます。 
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６ 

質問項目 仕様書 P4 第 7条（2）③ 

質問内容 

「ネットワークを接続するためのＨＵＢ及びＬＡＮケーブ

ル等」とありますが、サーバ室からクライアント端末が設置

されている執務室までのネットワーク敷設については本提

案に含める必要はありますでしょうか。含める必要がある場

合、どれぐらいの距離があるのか、建物は別なのか、工事等

が必要な環境なのかをご教授いただけないでしょうか。 

回答内容 

サーバ室からクライアント用 PC 端末が設置されている執務

室までのネットワークを敷設する必要はございません。 

なお、サーバ室内に設置する調達サーバ機等間及びそれらと

既存の関係機器間を接続いただく必要がございますので、サ

ーバ室内の状況等を確認したい場合は、事前にお申し出くだ

さい。 

７ 

質問項目 仕様書 P6 第 7条（7） 

質問内容 

「原則として、利用者の端末には新たに特別なソフトウェア

をインストールすることなく利用できること。」とあります

が、帳票プレビュー表示用に ListCreator Webプラグイン（富

士通）のインストールは可能でしょうか。また、帳票を PDF

で出力する場合、Adobe Acrobat が必要となりますが、イン

ストールは可能でしょうか。 

回答内容 

ソフトウェアをご準備いただけるのであれば、既存設定（他

のシステムの正常稼働環境等）に影響を及ぼさない限りにお

いて、インストール可能です。 

なお、「Adobe Acrobat Reader DC」はインストール済みです。 

８ 

質問項目 機能要件適合表 項番 15 

質問内容 

通称名に対応した管理とは、本名と通称名を登録でき、いず

れでも検索が可能であれば要件を満たしていると考えてよ

ろしいでしょうか。 

回答内容 
ご質問の例であれば、要件を満たしていると考えて差支えご

ざいません。 

９ 

質問項目 機能要件適合表 項番 16 

質問内容 

「学校給食費申込者」を用いて、どのような運用を想定され

ていますでしょうか。対象者の登録を行い、システム画面よ

り確認できれば、要件を満たしていると考えてよろしいでし
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ょうか。 

回答内容 

学校給食費の金銭債権については、民法の規定により親権者

に対して請求できるものと認識しており、申込者イコール負

担者とならない可能性が想定されます。 

また、離縁等により、親権者が変更された場合においては、

申込書を新たに徴取する必要が生じる可能性もあります。 

その他訴訟沙汰になった場合に備え、任意の時点における申

込者と負担者を迅速に把握できるよう適切な管理機能を求

めるものです。 

したがって、任意の対象者について、任意の時点を指定して、

申込者と負担者をそれぞれシステム画面により確認できる

のであれば要件を満たしていると考えます。 

１０ 

質問項目 機能要件適合表 項番 18 

質問内容 
「その一部を任意に表示しないこともできること。」とあり

ますが、どのような運用を想定されていますでしょうか。 

回答内容 

検索結果を表示する際、検索する理由によっては、詳細な情

報が不要となる場合がありますので、当該場合には、最小限

度の情報のみ表示できるよう、不要な情報を任意に表示しな

いように設定した上で検索する運用を想定しております。 

１１ 

質問項目 機能要件適合表 項番 22 

質問内容 

「滞納繰越の有無」について、過年度の滞納データを、納期

限を指定して検索できれば、要件を満たしていると考えてよ

ろしいでしょうか。 

回答内容 
ご質問の例であれば、要件を満たしていると考えて差支えご

ざいません。 

１２ 

質問項目 機能要件適合表 項番 29 

質問内容 

「簡易な操作で前回の検索条件を再設定できること。」とあ

りますが、弊社システムでは、直近の検索対象者の履歴を保

存でき、選択することが可能です。この場合、要件を満たし

ていると考えてよろしいでしょうか。 
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回答内容 

ご質問の項目では、検索条件「aかつ bかつ c」で検索し、検

索結果が「A、B他 3名」であった場合に、「A」を照会した後、

再度「a かつ b かつ c」の検索条件を容易に設定でき、「B 他

3 名」についての照会を可能とする機能（前回と同条件で検

索する等の機能）を求めています（「A」を選択後、別処理を

した上で、再度「A」を検索する機能については、項番 28で

求めている機能と認識しています）。 

詳細を確認しなければ判断しかねるところですが、「直近の

検索対象者の履歴を保存でき、選択することが可能」との内

容は、項番 28 で求めている機能と推察されるため、項番 29

の要件を満たしていないと考えられます。 

１３ 

質問項目 機能要件適合表 項番 37 

質問内容 

対象者に兄弟がいる場合のデータの反映について、具体的に

どのようなデータを想定されておりますでしょうか。口座情

報や生活保護・就学援助情報を、保護者に対して登録すると、

紐づく兄弟にデータが反映される場合、要件を満たしている

と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 
ご質問の例であれば、要件を満たしているものと考えて差支

えございません。 

１４ 

質問項目 機能要件適合表 項番 50 

質問内容 

「なお、当該情報の対象者について、照会画面や検索画面で

選択した際、当該情報の対象者であることを新規ウィンドウ

でポップアップ表示する等、注意喚起する機能を有している

こと。」とありますが、対象者の喫食実績情報を入力する画面

で、誤入力を防ぐことを目的としているのでしょうか。他の

目的がある場合、ご教示いただけないでしょうか。 

回答内容 

学校給食費の徴収管理業務を行う際、アレルギー対応が必要

な児童生徒を認識するための機能を求めています（標準的な

業務執行手順と比較し、別途対応が必要と予想される属性を

保有する児童生徒を見落とさないためのヒューマンエラー

防止機能とご認識ください）。 

したがって、「新規ウィンドウでのポップアップ表示」は注意

喚起手法の 1つとして例示したに過ぎず、上記ヒューマンエ

ラーを防止する機能が備えられている場合は条件を満たし

ていると考えます。 
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１５ 

質問項目 機能要件適合表 項番 51 

質問内容 

「既に登録されている情報と連携時に取得した情報のいず

れで登録するか選択できること。」とありますが、個人毎に選

択することを想定されておりますでしょうか。 

回答内容 

原則としては、連携情報を優先することを想定しております

が、最初に住基情報以外の情報を優先して登録した児童生徒

については、基本的に登録情報と連携情報（住基情報）とに

毎回差異が生じるため、当該児童生徒については、児童生徒

単位で「既に登録されている情報を優先（維持）する」等を

設定できる機能を求めています。 

なお、上記機能のみでは、住基情報の異動（町外転居や町内

転居等）を認識できなくなる恐れがあるため、項番 51 の前

段に記載する対象者一覧データの出力機能も併せて必要と

しています。 

１６ 

質問項目 機能要件適合表 項番 78 

質問内容 
定例月に前月未納分を合算して口座振替が行えることで、要

件を満たしていると考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

項番 78 は、滞納者に対し口座振替による徴収を実施するこ

とを想定したものであるため、前月未納分に限らず、任意の

未納額を定例月分に加えて口座振替できる機能を求める主

旨であるため、ご質問の機能が前月未納分「のみ」を合算す

る機能である場合、要件を満たさない可能性がございます。 

なお、当該項番は、機能判定「B」であるため、ご質問の機能

であれば、「◎」とした上で、備考欄に「任意の額は対応出来

ないが、前月未納分※であれば対応可能」等と判断いただい

て差支えございません。 

※「前月未納分」の部分は、機能に応じて「（○○年○○月期

分等）任意の期を指定した未納分」等と記載内容を変更して

ください。なお、任意の額で対応できる場合は、「◎」のみで

結構です。 

１７ 

質問項目 機能要件適合表 項番 80 

質問内容 
兄弟がいる場合の合算請求する・しないは、児童毎に選択が

必要でしょうか。 
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回答内容 

基本的には「合算請求しない」運用を想定していますが、保

護者等からの申出に応じて、児童生徒によっては合算請求す

る選択肢を提示可能かシステムの機能を参考に判断したい

と考えております。 

なお、項番 80は、機能判定「B」であるため、児童生徒単位

での設定不可であっても、合算請求可能であれば「◎」とし

ていただいて差支えございませんが、児童生徒単位での設定

が出来ない場合は、その旨備考欄に記載してください。 

１８ 

質問項目 機能要件適合表 項番 83 

質問内容 

「昇順・降順等を任意に並び変えて出力できること。」とあり

ますが、どのような場合に降順に並び替えることを想定され

ていますでしょうか。 

回答内容 

基本的に降順で運用する想定はしておりません。 

なお、口座振替以外の対象者については、学校を通じて納付

書を配布する可能性があるため、項番 83は、項番 82の一覧

表と併せて、学校現場での配布が容易となるよう、学校別、

学年別、児童生徒等氏名昇順等を任意に並べ替えられる機能

を要求するものです。 

１９ 

質問項目 機能要件適合表 項番 89 

質問内容 

「QRコード納付」とは、固定資産税や自動車税等の地方税で

令和 5年度より開始を検討している、QRコードを活用する納

付方法のことでしょうか。その場合、将来的に対応可能であ

ればよろしいでしょうか。また、QRコード納付の対応費用は、

本提案に含める必要はありますでしょうか。 

回答内容 

お見込みのとおり。 

パッケージの標準機能として将来的に追加費用なしで QR コ

ード納付対応が可能となる見込みであれば「◎」、別途調整費

用等の経費が生じるのであれば「△」とし必要経費（見込額）

を備考欄に記載してください。 

なお、「△」の場合は、備考欄に「今般の導入業務等委託とは

別の時期に調整を実施する際にかかる参考価格を記載する」

こととし、当該費用は、本企画提案に係る経費には含まない

ものとします。 

２０ 質問項目 機能要件適合表 項番 104 
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質問内容 

「出力対象として学校単位を指定できること。」とあります

が、学校・学年・クラス順に並び替え、ページ指定して出力

できれば、要件を満たしていると考えてよろしいでしょう

か。 

回答内容 
ご質問の例であれば、要件を満たしていると考えて差支えご

ざいません。 

２１ 

質問項目 機能要件適合表 項番 109 

質問内容 

システム本稼働（令和 5年 1月 1日）以前に私会計で管理し

ている情報について、システム導入業務期間の受注者による

移行作業は不要であり、本稼働後に貴町にて登録していただ

くという認識でよろしいでしょうか。 

回答内容 お見込みのとおり。 

２２ 

質問項目 機能要件適合表 項番 117 

質問内容 

個人の照会画面より、時効中断の場合は時効中断理由や時効

中断日が設定でき、時効更新の場合は時効起算日を入力する

と時効成立日が自動計算されれば、要件を満たしていると考

えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

ご質問の例であれば、要件を満たしていると考えて差支えご

ざいません。 

なお、本プロポーザルにおいては、民間事業者の持つ債権管

理に係るノウハウも含めた給食費未納者の適切な管理（督

促、催告、時効管理等）も企画提案の一部として求めていま

すので、「どういった場合に時効が更新されるか」等について

も基本的には時効更新日の手入力を必要としない運用を想

定いただく必要がございます点、ご留意ください。 

２３ 

質問項目 機能要件適合表 項番 119 

質問内容 

「明示的に警告表示することができること。」とありますが、

対象者の照会画面に遷移した際に確認できれば、要件を満た

していると考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

個人単位の照会画面でのみ時効到達予定者であることが確

認できる機能であれば、不可。 

項番 119は、時効到達予定者を予め目に見える形で一覧表示

できる機能を求めています。 

なお、別目的の他の一覧表を表示・出力した際、時効到達予
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定者であることが確認できる表示機能を備えていれば、要件

を満たすものと考えられます。 

２４ 

質問項目 機能要件適合表 項番 120 

質問内容 

「執行停止通知書等の執行停止関係帳票」とありますが、執

行停止通知書、対象者の集計表以外に想定されている帳票が

ある場合、ご教示いただけないでしょうか。 

回答内容 

便宜上「執行停止関係帳票」としておりますが、項番 120は、

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 171条の 5に

規定される徴収停止の意思決定を行うに当たって必要とさ

れる帳票類の出力機能を求めています。 

ご提案いただくシステムにより出力可能な関係帳票が異な

りますので帳票名称は回答しかねますが、機能要件適合表に

て求めているデータ等（項番 38、39の折衝記録、項番 44の

生活保護受給状況、項番 124の個人台帳、項番 137の学校給

食費収納状況）については、意思決定時の参考資料として添

付する可能性があるため、これらに類する情報の帳票出力は

必要と考えます。 

２５ 

質問項目 機能要件適合表 項番 121 

質問内容 

「支払督促申立書関係帳票」とありますが、支払督促申立書、

対象者の集計表以外に想定されている帳票がある場合、ご教

示いただけないでしょうか。 

回答内容 

ご提案いただくシステムにより出力可能な関係帳票が異な

りますので帳票名称は回答しかねますが、機能要件適合表に

て求めているデータ等（項番 38、39の折衝記録、項番 124の

個人台帳、項番 137の学校給食費収納状況）については、支

払督促申立時の参考資料として添付する可能性があるため、

これらに類する情報の帳票出力は必要と考えます。 

なお、支払督促申立書については、播磨町を所管する地方裁

判所（簡易裁判所を含む。）に対応した書式である必要がある

点、ご留意ください。 

２６ 

質問項目 機能要件適合表 項番 127、130 

質問内容 

「学校給食費減免決定通知書」「学校給食費取消決定通知書」

とありますが、減免決定・取消の理由、調定額の変更前後の

情報が表記された通知書が出力できれば、要件を満たしてい

ると考えてよろしいでしょうか。 
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回答内容 

ご提示いただいた情報に加え、対象児童生徒及び保護者の相

手方を特定する情報、減免の期間、行政不服審査法（平成 26

年法律第 68 号）に基づく教示文といった情報が必要と考え

ます。 

なお、本町における学校給食費は、1 日当たり単価×対象月

の喫食日数（有償欠食日数を含む。）により求められる額につ

いて、翌月末を納期限として徴収する予定としておりますの

で、当該決定通知書においては、1 食当たりの単価が免除又

は減額になる旨記載される点、ご留意ください。 

２７ 

質問項目 機能要件適合表 項番 127 

質問内容 

「決定内容に応じた納付書が出力できること。」とあります

が、納付書の出力は年度当初に 1回または月次のどちらを想

定されていますでしょうか。月次の場合、減免対象者以外も

含め、変更後の調定額一括出力できれば、要件を満たしてい

ると考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

納付書の出力は、口座振替処理と同様に月次での処理を想定

しております。 

ご質問の例であれば、要件を満たしていると考えて差支えご

ざいません。 

２８ 

質問項目 機能要件適合表 項番 143 

質問内容 
「納付誓約書」とは、どのような帳票でしょうか。口座振替

以外の対象者へ発送する、誓約書のことでしょうか。 

回答内容 

誤解を招く表現で恐縮ですが、項番 143でいうところの「納

付誓約書」は、「債務承認書」や「分割納付誓約書」といった、

時効中断（更新）効力を伴う滞納者が債権者に差し入れる文

書を意図しています。 

一般的には、滞納者が滞納している債務について、債務の名

称や滞納額全額、その内訳（期別の残額）、債務を承認（分割

納付を誓約）する者の情報その他文書の性質に応じて必要と

される情報等が記載されるものと認識しております。 

２９ 

質問項目 機能要件適合表 項番 144 

質問内容 

「生活保護費請求書」とありますが、生活保護の対象者、調

定額が表記された一覧表が出力できれば、要件を満たしてい

ると考えてよろしいでしょうか。 
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回答内容 

生活保護の実施機関（県の出先機関）宛てに提出する書類で

あるため、契約協議時に関係機関間での調整が必要ですが、

一般的な請求書に求められる記載内容は最低限備えるべき

であると認識しています。 

したがって、請求先宛名、請求者情報（電子公印含む。）、請

求総額、請求内訳（請求内訳については「別紙のとおり」等

として、ご質問に例示いただいた主旨の情報を列記する対応

も想定し得る。）、請求日、納期限等の情報が必要と考えます。 

なお、当該請求書の出力に併せて、生活保護の受給対象者に

係る請求対象月分の生活保護の実施機関に宛てた集約納付

書を出力する必要も生じる点、ご留意ください。 

３０ 

質問項目 機能要件適合表 項番 145 

質問内容 
「児童手当等申出書」とは、どのような帳票でしょうか。 

ご教授いただけないでしょうか。 

回答内容 

誤解を招く表現となり恐縮ですが、項番 145でいう「児童手

当等申出書」とは、児童手当法（昭和 46年法律第 73号）第

21条第 1項又は第 2項の規定に基づき、児童手当受給者が播

磨町長に対し申し出るための文書を意図しています。 

３１ 

質問項目 機能要件適合表 項番 147 

質問内容 

「認定情報異動者一覧」とは、どのような帳票でしょうか。

生活保護情報や就学援助情報の登録・更新・削除を示す帳票

のことでしょうか。 

回答内容 

「認定情報異動者一覧」とは、項番 51で「～対象者一覧をデ

ータ出力できること」として求めているデータを意図してい

ます。 

３２ 

質問項目 機能要件適合表 項番 152 

質問内容 
「学校別状況一覧」とは、どのような帳票でしょうか。学校

別の食数や調定額、収入額を示す帳票のことでしょうか。 

回答内容 お見込みのとおり。 

３３ 
質問項目 機能要件適合表 項番 159 

質問内容 「宛名通知文」とは、どのような帳票でしょうか。 
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回答内容 

手法や規格を限定するものではありませんが、例えば、窓空

き封筒の窓部分に A4 判三つ折り状態で住所等を含む宛名情

報を表示できる帳票や 4×4、4×5等の A4判ラベルシートに

宛名情報を印刷できる帳票、これらを差込印刷等により作成

するために必要と考えられる CSV形式等のデータ等を想定し

ております。 

３４ 

質問項目 機能要件適合表 項番 160 

質問内容 
各種通知・帳票類を CSVで出力でき、加工できる場合、要件

を満たしていると考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

項番 160は、出力したい各種通知・帳票類に記載される内容

をシステム使用者が直接編集できる（ベンダー等でなければ

編集できない仕様ではない）機能を求めており、一例として、

各種通知・帳票類が、編集可能な状態のワードファイル

（.docx拡張子）等で出力可能であることを期待しています。 

３５ 

質問項目 機能要件適合表 項番 161 

質問内容 

「帳票の文言及びレイアウトを自由に変更できること。」と

ありますが、通知書の差出人、タイトル、文言、問い合わせ

先等がシステム画面より修正可能であれば、要件を満たして

いると考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

詳細を確認しなければ判断しかねる点もございますが、ご質

問の例では、項番 161前段の要件は満たしていると考えられ

ます。 

なお、項番 161では、同項後段により、既存の帳票フォーマ

ットを複写する等により利用して、新規帳票を追加可能であ

る機能を求めている点、ご留意ください。 

なお、新規帳票の追加については、保守対応（業者での作業・

調整が必要）であっても差支えございません。 

３６ 

質問項目 機能要件適合表 項番 161 

質問内容 

「既存の帳票フォーマットを利用して新規で帳票を追加で

きること。」とありますが、どのような帳票の追加を想定され

ておりますでしょうか。 

 例）督促状や催告書を納付書対象者と口座振替対象者で   

様式を変える等 
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回答内容 

汎用性の高さを確認するための機能要件を含むため、現時点

で想定される（実際の導入時に調整いただく）帳票を具体的

に想定している訳ではございません。 

制度改正や運用体制の変更等の事情に応じて、必要な帳票を

追加可能かについて確認する項番とご認識ください。 

３７ 

質問項目 機能要件適合表 項番 163 

質問内容 

「エクセル出力できること。」とありますが、帳票データが

CSV 形式で出力可能であれば要件を満たしていると考えてよ

ろしいでしょうか。 

回答内容 
PDF 形式と CSV 形式のいずれの形式でも帳票出力可能であれ

ば、お見込みのとおり。 

３８ 

質問項目 外字ファイル、フォントについて 

質問内容 

外字ファイルは EUDC.tte ファイルをいただけるという認識

でよろしいでしょうか。また、フォントは Windows標準フォ

ント（MSゴシック、MS明朝）を使用する想定でよろしいでし

ょうか。 

回答内容 

外字ファイル（EUDC.tte及び EUDC.euf）については、同ネッ

トワーク上で稼働する住基システムにより作成したファイ

ルが同ネットワーク上に出力されるため、当該ファイルを本

プロポーザルによる調達サーバ機に取り込んでいただく運

用を想定していますが、詳細については、優先交渉権者と関

係者との間で調整させていただきます。 

フォントについては、お見込みのとおりです。 

３９ 

質問項目 プロポーザル実施要領 P4 5募集方法等（5） 

質問内容 

① 提出書類の規格 

「全てＡ４判、縦書き、左綴じに統一」とありますが、「Ａ４

横判、横書き、上綴じ」でもよろしいでしょうか。 

提出した企画提案書を使用したプレゼンテーションを実施

するため、画面上、Ａ４横版の方が評価しやすいと考えられ

ます。 
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回答内容 

ご提案ありがとうございます。 

本ご提案を受け、「プロポーザル実施要領 P4 5 募集方法等

（5）企画提案①提出書類の規格」の内容を次のとおり修正さ

せていただきます。 

「提出書類の規格は、全て A4版（日本工業規格Ａ列４番）、

縦向き、左綴じ（又は A4版、横向き、上綴じ）に統一するこ

と。」 

４０ 

質問項目 仕様書 P3 第 7条 （2） 

質問内容 

個人情報を扱うので、クライアント用デスクトップ型 PC端

末 3台は、住民情報系ネットワークに接続されていると考

えてよろしいでしょうか。 

回答内容 お見込みのとおり。 

４１ 

質問項目 仕様書 P3 第 7条 （2）① 

質問内容 
サーバ機について、指定場所以外に設置してもよろしいでし

ょうか。 

回答内容 

原則不可。 

ただし、本町（他部署を含む）において既に導入しているシ

ステムを前提として、企画提案する場合等、やむを得ないと

認められる場合については、その限りではございません。 

４２ 

質問項目 仕様書 P4 第 7条 （2）⑤ 

質問内容 

パターンファイルについて、町のセキュリティポリシーに

従って住民情報系ネットワークのアンチウイルスサーバか

ら配信してもよろしいでしょうか。 

回答内容 既存ネットワークに影響がなければ、差支えございません。 

４３ 

質問項目 仕様書 P4 第 7条 （5） 

質問内容 

町のセキュリティポリシーに従って住民情報系ネットワー

ク上の二要素認証（指紋、パスワード）を使用してもよろ

しいのでしょうか。 
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回答内容 

前提条件として、本町が所有するクライアント用デスクトッ

プ型 PC 端末にサインインするに当たり、ご指摘の二要素認

証（指紋、パスワード）を必要としています。 

ご質問の項目では、物理デバイスやネットワーク上でのセキ

ュリティ対策ではなく、「システムのセキュリティ対策」を求

めているものとしてご認識ください。 

４４ 

質問項目 機能要件適合表 項番 79 

質問内容 

「口座振替を請求する月が、１か月分のみでなく、複数月

も任意に選択できること。」とありますが、分納計画に基づ

く口座振替に対応していれば要件を満たすと考えてよろし

いでしょうか。 

回答内容 お見込みのとおり。 

４５ 

質問項目 機能要件適合表 項番 175 

質問内容 

「会計単位マスタの登録・変更・削除ができること。」とあ

りますが、どのような項目の管理を想定されているのでし

ょうか。 

回答内容 

①学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）が規定する学校給

食費（小学校給食及び中学校給食に対し保護者が負担するこ

ととされている費用等）、②学校給食費に準ずる費用（主に町

立認定こども園で提供する給食に対し保護者が負担するこ

とになると想定される費用等）及び③一時預かり保育事業に

伴う費用のうち給食の食材料に係る経費について、それぞれ

の種別を管理するための項目です。 

４６ 

質問項目 機能要件適合表 項番 10 

質問内容 

「校務支援システムから基本４情報で個人特定し、当該児

童生徒の基本４情報、学校、学年及び学級情報並びに保護

者情報の取得ができること。」とありますが、WizLIFE 学齢

簿システムからの連携の想定で良いでしょうか。 

回答内容 
スズキ校務シリーズの校務支援システムから出力される CSV

形式ファイルからの連携を想定しております。 

 


