
No. 資料名／ページ／項目 質問項目 質問内容 回答

1

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

１ページ

２　委託業務の概要

委託業務の概要について

「なお、本システムの運用に必要なコンピュー

タ機器（ハードウェア、ソフトウェア）の　～

本業務受託者（平成26年度以降は共同事業体を

含む。）と法人による契約を予定している。」

とございますが、以下のように分かれるとの認

識で宜しいでしょうか。

①平成25年度での一括支払い分：導入経費及び

平成26年3月末までにかかる保守費用

②平成26年度～30年度の賃貸借契約：ハード

ウェア、ソフトウェア（財務会計システムパッ

ケージ費用も含む）

③平成26年度～30年度の保守契約：保守対象分

（②と共に月額）

④平成27年度。：新病院への移行費用（対象年

度で一括支払い）

間違っている場合は、具体的に異なる点もご教

示下さい。

お見込みのとおりです。

2

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

１ページ

２　委託業務の概要

(４)提案上限額

提案上限額について

質問No.1での解釈で問題ない場合、記載されて

いる上限額は、①～④の内、どこまでが範囲で

しょうか。

お見積書に記載する金額は、上記範囲について

算出した金額で、質問No.1での解釈が間違って

いる場合についても、範囲をご教示頂けないで

しょうか。

提案上限額は質問No.１の①の金額です。

3

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

２ページ

２　委託業務の概要

(６)契約保証

契約保証について

契約保証人1人とございますが、履行保証保険に

加入することで、この保険を保証人とする解釈

でよろしいでしょうか。

その場合、業者決定後、委託契約締結前に保証

人承認願に保険加入契約書の写しを添付するこ

とでよろしいでしょうか。

この契約については、同等の資力及び資格能力

を有する者を契約保証人として立てることを条

件としており、履行保証保険は認められませ

ん。

交付資料④委託契約書（案）の第２条に契約保

証人について規定しています。

市民病院及市民病院及市民病院及市民病院及びせのおびせのおびせのおびせのお病院病院病院病院のののの地方独立行政法人化地方独立行政法人化地方独立行政法人化地方独立行政法人化にににに伴伴伴伴うううう財務会計財務会計財務会計財務会計システムシステムシステムシステム構築業務委託企画競争構築業務委託企画競争構築業務委託企画競争構築業務委託企画競争にににに係係係係るるるる質問及質問及質問及質問及びびびび回答回答回答回答
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No. 資料名／ページ／項目 質問項目 質問内容 回答

4

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

５ページ

９　書類の提出

(１)提出書類

提出書類について

⑧提案書について、「添付資料としてパッケー

ジの基本機能、オプション機能を記載した資料

も併せて提出すること」とございますが、この

添付資料も提案書の指定された50ページ以内の

内の１ページ分とみなされるのでしょうか。

⑧ウ）応募資格にかかる業務実績について、契

約書の写しの提出が求められていますが、これ

も提案書の指定された50ページ以内の内の１

ページ分とみなされるのでしょうか。

どちらも提案書とは別資料になりますので、１

ページ分とみなしません。

5

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

５ページ

９　書類の提出

(３)様式

CSVデータ一覧表について

⑤CSVデータ一覧表について、CSVデータとして

出力できるデータ名称の一覧を示しているので

しょうか。各データの項目明細含むすべての一

覧を示しているのでしょうか。

CSVデータとして出力もしくは取込できるデータ

の名称やその概要等が分かる一覧を提出してく

ださい。

6

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

７ページ

11　審査及び特定について

(２)審査方法

審査方法について

ウ）注意事項について、「プレゼンテーション

では　～　提出書類の説明をすること」とござ

いますが、これは提案書と併せて提出するプレ

ゼンテーション用資料のみの説明という意味で

しょうか。システムのデモンストレーションを

交えた説明でも可でしょうか。

プレゼンテーション資料を用いた説明になりま

す。デモンストレーションという意味では、

「プレゼンテーション用資料 ア）システム概

要」

「プレゼンテーション用資料 カ）拡張性・柔軟

性について」

のところでの提案内容がそれに該当します。提

案書及びプレゼンテーション用資料のア）と

カ）に提案内容（デモ内容）を記述の上、資料

提出及びプレゼンテーションを実施してくださ

い。
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No. 資料名／ページ／項目 質問項目 質問内容 回答

7

交付資料①

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託企画競争実施の公示

８ページ

11　審査及び特定について

(５)失格

失格について

⑩提案書ア）～カ）で１つでも0点と評価される

項目がある場合は失格とありますが、機能要件

一覧表やシステム要件一覧表で0点（0ポイン

ト）の項目があったとしても失格にはならない

という認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8

交付資料③

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託仕様書（案）

２ページ

５．システム・ネットワー

ク全体概要図

システム・ネットワーク全

体概要図について

事務系ネットワーク（新規構築）と記載がござ

いますが、これは今回の調達範囲内で、ネット

ワーク機器、VPN回線及び構築が必要になるので

しょうか。

事務系ネットワークの設計及び構築は別途契約

しますので必要ありません。

9

交付資料③

市民病院及びせのお病院の

地方独立行政法人化に伴う

財務会計システム構築業務

委託仕様書（案）

３ページ

８．成果物と納入方法

成果物について

弊社提案におきましては、弊社財務会計システ

ムパッケージソフトをベースに貴市向けのカス

タマイズを追加させていただき、システム導入

を行わせていただくことを提案いたします。

そのため、成果物に関しましてはカスタマイズ

部分のみの納品と考えておりますが、よろしい

でしょうか。

お見込みのとおりです。

10

交付資料⑤

機能要件一覧表

全般

機能要件について

帳票名や出力メニュー名が異なるだけで求める

仕様通りの事ができるのであれば標準とみなし

ても宜しいでしょうか。

仕様で求められた内容が複数の帳票もしくは画

面での確認が必要な場合でも標準機能でできれ

ば標準対応可能という解釈で宜しいでしょう

か。

帳票名や出力メニュー名が異なるだけで求める

仕様通りの事ができるのであれば標準とみなし

て構いません。

仕様で求められた内容が複数の帳票もしくは画

面で確認する必要がある場合は、確認するため

の処理手順・確認方法によりますので、提案内

容欄に詳細な操作方法を記載してください。
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No. 資料名／ページ／項目 質問項目 質問内容 回答

11

交付資料⑤

機能要件一覧表

１ページ

項目No.７

（No.67,68にも関連）

消費税処理について

「内税、外税方式を選択することで、選択され

た方式での財務諸表の出力を可能とすること」

との記載がございますが、システムでの消費税

処理において外税対応は運用上、必要となりま

すでしょうか。

現在、外税方式で消費税処理をしていますので

必要です。

法改正等により内税方式で処理しなければなら

なくなった場合に対応できるように、当要件を

入れています。

12

交付資料⑤

機能要件一覧表

１ページ

項目No.8,9,10

データ移行について

「旧システムの請求先・支払先マスタデータの

移行を可能とすること、旧システムの固定資産

データの移行を可能とすること、旧システムの

未収調定データのデータ移行を可能とするこ

と」とありますが、連携用のデータは電子デー

タで貰えますでしょうか。

CSV形式のデータを電子データでお渡しする予定

です。

13

交付資料⑤

機能要件一覧表

１ページ

項目No.8,9,10

データ移行について

移行対象となるデータの種類および件数をご教

授ください。データ移行について、こちらから

提示させていただく所定フォーマットに合わせ

てデータ抽出いただくことは可能でしょうか。

また、現行システムからのデータ抽出は、岡山

市様で対応いただけるという認識でよろしいで

しょうか。

移行対象となるデータの種類、件数は以下のと

おりです。（２４年度末現在）

抽出データはCSV形式です。提示されるフォー

マットに合わせる事はできません。

データ抽出は岡山市側で行います。

種別

債務者 11,624 8,052

債権者 1,812 544

土地 14 1

建物 33 2

建物（設備） 260 43

構築物 14 5

器械備品 1,722 466

車両 87 33

未収調定 632 632 596 596

※固定資産データは除却を除いた資産台帳数

市民病院 せのお病院

13,436

2,130

8,596

550
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No. 資料名／ページ／項目 質問項目 質問内容 回答

14

交付資料⑤

機能要件一覧表

１ページ

項目No.8,9,10

データ移行について

データ移行費用の算出のためのご参考として、

現行財務会計システムのメーカー名・システム

名についてご教示頂けないでしょうか。

現行の財務会計システムの構築業務は株式会社

両備システムズに委託しました。

15

交付資料⑤

機能要件一覧表

１ページ

項目No.13

マスタデータについて

マスタデータについては有効期限を設け、不要

なマスタデータは、有効期限の終了で入力画面

より呼び出せなくし、過去利用したデータは参

照できるようにする運用で、利用されているマ

スタデータを誤って消してしまうといったミス

を防ぐという方法で、仕様を満たせるという解

釈で問題ないでしょうか。

問題ありません。

16

交付資料⑤

機能要件一覧表

10ページ

項目No.309

資産登録について

償却停止とは、運用上どのような状況となった

際に、登録されますでしょうか。

税務上では事業所の閉鎖等により、使用しなく

なった固定資産の償却費の損金算入が認められ

ていないため、償却停止することがあります。

地方独立行政法人会計ではあまり考えられない

ケースです。

17

交付資料⑤

機能要件一覧表

10ページ

項目No.323

資産一覧表について

取得・減価償却・売却・廃棄・除却・償却停

止・再開・移動・一部除却・一部売却ごとの異

動事由を指定し、固定資産ごとの明細および合

計の出力を可能とすることという要件で、合計

は何単位での合計を求められていますでしょう

か。

資産一覧表には固定資産ごとの明細（取得年月

日、取得金額、耐用年数、減価償却額、残存価

格、異動事由、異動年月日等）が掲載されると

思いますが、この要件では、異動事由を指定し

て一覧表を作成し、一覧表出力の際、明細及び

一覧表の取得金額等の合計額の出力を可能とす

ることを求めています。
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18

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.１サーバ

サーバについて

「サーバ本体、ディスプレイ装置、その他サー

バ管理に必要な装置をEIA規格・JIS規格に準拠

した19インチラックに搭載し・・・」とありま

すが、ラックの購入・設置も提案範囲内でしょ

うか。設置する場合、もし電源工事は必要で

しょうか。また、設置スペースがわかる図面を

いただけますか。

ラックの購入・設置も本業務の範囲内です。

電源工事、コンセント設置工事は本市で行いま

すので、入力プラグ形状、必要コンセント口

数、各ハードウェア機器の消費電力等工事に係

る必要情報を教えてください。

設置スペースについては、サーバ室をこれから

準備しますので、現時点では図面をお渡しでき

ませんが、用意するサーバ室は４０㎡程度を検

討しており、他のシステム等も含めラックを３

つ程設置する予定です。

19

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.１サーバ

サーバについて

「サーバ本体、ディスプレイ装置、その他サー

バ管理に必要な装置をEIA規格・JIS規格に準拠

した19インチラックに搭載し・・・」とありま

すが、既存のラックに搭載する場合はラックの

メーカー・型番を教えてください。

本システムを既存のラックへの搭載は予定して

おりません。ご用意ください。

参考に人事給与システムについては、富士通製

で型番は19R-272A2のラックを予定しており、同

じラックであればサーバ室の省スペース化する

（耐震用対策としてラックを合体させることに

より転倒防止用スタビライザの数を減らす）こ

とができるのではという考えもありますが、特

に指定するものではありません。

20

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.１サーバ

サーバについて

「サーバ本体、ディスプレイ装置、その他サー

バ管理に必要な装置をEIA規格・JIS規格に準拠

した19インチラックに搭載し・・・」

その他サーバ管理に必要な装置とありますが、

ＫＶＭコンソールスイッチは必要でしょうか。

必要な場合、ポート数はいくつ必要でしょう

か。

ハードウェア構成は提案の中でお任せします。

最適な構成になるようお願いします。

21

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.１サーバ

転倒防止用装置について

要求仕様では、設置するサーバ用ラックに対し

て震度5以上の耐震性を備えた転倒防止用装置

（振動、地震対策）を備える旨の記載がござい

ますが、設置場所は、ラックの固定（床下への

アンカーリング等）に対する制限事項はござい

ますでしょうか。

転倒防止用装置については、約１年でサーバの

移転があるため、本調達時においてはアンカー

止めは不要とします。別契約で新病院におい

て、アンカー止めを行う予定です。本調達にお

いては、転倒のリスクを少しでも軽減するた

め、ラックに転倒防止用スタビライザだけ設置

することとします。
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22

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.３端末利用環境

端末利用環境について

「導入するシステムは、WEBブラウザもしくは

WEBシステムとし、追加プログラムを端末に置く

必要のないシステムであること」とあります

が、リモートデスクトップサービスを利用する

形式のご提案でも良いでしょうか。

WEBブラウザ、WEBシステムとしてはいますが、

各PCにプログラムのインストールが不要でWEBブ

ラウザ、WEBシステムのメリットが担保され動作

速度が十分に保証されるのであれば同等としま

す。

23

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.６ネットワーク

　　（セキュリティ）

ネットワークについて

「導入システムのサーバ群、管理端末等のネッ

トワーク設計および必要なセキュリティ機器や

ネットワーク機器について導入、設定等を行う

こと」との記載がございますが、ネットワーク

設計は本調達対象外の認識で誤りはないでしょ

うか。

お見込みのとおり、ネットワーク設計は本調達

対象外です。ネットワーク構成としては、基本

方針書にあるとおりで、ネットワーク機器構成

としては、ルーター、コアスイッチ、サーバ集

約スイッチ、フロア兼エッジスイッチによる構

成を考えています。ファイアウォールについて

は、本ネットワークがインターネット環境を持

たないことから構成要素に入れておりませんで

したが、ＷＡＮ回線次第で必要となれば事務系

ネットワーク構築業務で調達します。その上

で、本財務会計システムを事務系ネットワーク

上での運用すために必要な設定及び別途必要と

考えられるネットワーク機器等についての提案

となります。

24

交付資料⑥

システム要件一覧表

１ページ

１．システム環境

No.７ウイルスソフト

ウイルスソフトについて

ウイルス検査を行うための最新のパターンファ

イルの取得におきまして、パターンファイルを

配信するサーバを貴市にてご用意または既に稼

働済みということはありますでしょうか。

新病院のネットワークでは検討していきます

が、本事務系ネットワークではサーバを用意す

る予定はありません。

25

交付資料⑥

システム要件一覧表

２ページ

１．システム環境

No11 LANケーブル

LANケーブルについて

「財務会計システムで調達する機器に接続する

ために必要となるLANケーブルを用意すること」

とありますが、サーバおよびＰＣ、プリンタ設

置場所からＨＵＢ設置場所までの距離を教えて

ください。

執務室そのものはそれほどの広さはありませ

ん。また、各執務室にエッジスイッチを置くの

で、エッジスイッチからの距離になります。詳

細なレイアウトは今後事務系ネットワーク構築

段階で検討していきますが、エッジスイッチか

ら端末やプリンターまでの距離が遠いようなら

ば、島ハブの設置も考慮します。
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26

交付資料⑥

システム要件一覧表

６ページ

４．セキュリティ

No.３ウイルス対策

ウイルス対策について

「今回導入するシステムとして、ウイルス対策

を講じること」

とありますが、ウイルス対策ソフトについて既

存のライセンスはありますか。ライセンス購入

時は新規か追加かで価格が変わります。追加で

良い場合は使用しているソフト名、バージョン

情報を教えてください。

本システムを運用する事務系ネットワークにつ

いては、インターネット環境にありません。そ

こで、オフラインでもパターンファイルの更新

を行えるウイルスソフトを提案してください。

尚、新病院移転後はパターンファイル配信サー

バの構築を視野に入れていますが、法人システ

ム全体に係わることなので、それに向けての本

システムのウイルスソフトはどうするのか（ウ

イルスソフト変更の有無、可否、経費）につい

ては今年度受託者と協議していきたいと考えて

います。

27

交付資料⑥

システム要件一覧表

６ページ

４．セキュリティ

No.６ファイルのセキュリ

ティ対策

ファイルのセキュリティ対

策について

要求仕様は、各端末側で、出力データの暗号

化、印刷禁止等のデータ漏えい対策ができるよ

うな、ソフトウェア等の仕組みが必要という意

味でしょうか。

ソフトウェアも含め要求仕様にあるファイルの

セキュリティ対策を講じた提案をお願いしま

す。

28

交付資料⑥

システム要件一覧表

６ページ

４．セキュリティ

No.７暗号化

暗号化について

要求仕様のうち、「サーバ内の保存データ」と

は、財務会計システムデータのことを示します

か。

お見込みのとおりです。

29

交付資料⑥

システム要件一覧表

７ページ

５．データ保全

No.３バックアップデータ

格納装置

バックアップデータ格納装

置について

「テープライブラリ等の電子媒体装置を最終的

なバックアップ先として利用すること」とあり

ますが、ネットワーク接続型の外付ＨＤＤを

バックアップ先としても良いでしょうか。

最終的なバックアップ機能として外付ＨＤＤは

想定していません。

30

交付資料⑥

システム要件一覧表

12ページ

８．マニュアル整備・教育

研修

No.3研修、No.4研修場所

職員研修について

対象職員様人数、想定される会場の収容人数を

ご教示ください。

対象職員は30名程度です。使用する会場にもよ

りますが、30名を一度に収容できる会場を準備

することも可能です。
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31

交付資料⑧

独法化に伴うシステム・

ネットワーク移行概観図

データ連携対象について

他システム連携の対象として、人事給与システ

ム、医療会計システム(平成27年度より)との連

携がありますが、いずれも仕訳情報（支払、収

入情報）の連携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。

32

交付資料⑧

独法化に伴うシステム・

ネットワーク移行概観図

データ連携に伴う改修につ

いて

他システムと連携する場合に、元先のシステム

で連携ファイルレイアウトが異なった場合、ど

ちらのシステムが修正を行うことを想定されて

いますでしょうか。

人事給与システムについては、新財務会計シス

テムへの執行情報データの出力を想定していま

すが、他システムとのデータ連携におけるイン

ターフェース仕様、文字コード体系、文字コー

ド変換主体等については、相手方システムベン

ダーとの協議により、双方にとって効率がよい

と岡山市が考える方法で実現してもらいます。

33

交付資料⑧

独法化に伴うシステム・

ネットワーク移行概観図

データ連携に伴う費用につ

いて

他システム連携に関する費用を算出するための

ご参考としてですが、財務会計システムに連携

する又は連携予定システム（人事給与システ

ム、医療情報システム、医事会計システム、薬

剤、オーダリングシステム等）のメーカー名・

システム名についてご教示頂けないでしょう

か。

人事給与システムについては、富士通株式会社

が契約の相手方と決まりました。医療系システ

ムについては、26年度構築予定となっておりま

すので、現段階ではまだ決まっておりません。

34

交付資料⑨

企画提案書作成要領及び配

点表

２ページ

提案書 ｶ)拡張性・柔軟性

について

ハードウェア、ソフトウェ

アの費用について

システムの運用に必要なコンピュータ機器

（ハードウェア、ソフトウェア）に関する費用

は、提案上限額に含まないという認識でよろし

いでしょうか。

システムの運用に必要なコンピュータ機器の平

成26年度以降の賃貸借や運用保守に関する費用

は、提案上限額に含まれません。

35

交付資料⑨

企画提案書作成要領及び配

点表

２ページ

提案書 ｶ)拡張性・柔軟性

について

システムを利用する職員数

について

新病院にサーバ移転後の対象端末は４０台程度

になる予定との記載がありますが、この人数を

最大利用数として考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。新病院移転後は職員PC

のポータル画面からのリンク、又はSSOによる運

用を想定しています。
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