提案仕様書等に関する質問に対する回答
資料名及び
ページ番号

番号

質問内容

質問／回答

機能要件
1 2-07_固定資産税
項番36

現住所で検索できずに送付先で検索するというのはどのような
ケースかご教示いただけますでしょうか。

送付先設定された者からの問い合わせ等に迅速に対応する際に
使用する想定です。

機能要件
2-07_固定資産税
項番196

計算上の再建築費(強制入力)と本来の再建築費の２つの項目で
管理が可能か、という意味でよいでしょうか。また計算上の再
建築費と本来の再建築費が異なる場合、評価替や帳票ではどの
ような扱いになるのでしょうか。

前段のご質問につきましては、お見込みのとおりです。以下
に、詳細にご回答させていただきます。
現在、当市では、㎡当たりの再建築費をベースに評価額を計算
し、計算上の評価額が前基準年度評価額を上回る場合、どれだ
け上回っているかを表す『上昇率』を用いて、計算上の評価額
を割り戻し、評価額を前基準年度評価額に据え置くという計算
式を採用しております。しかし、この度の新たなシステム構築
にあたり、上昇率を評価額の計算に用いない運用に変更したい
と考えております。そのためには、『前基準年度評価額に据え
置くための計算上用いられる㎡当たりの再建築費（計算上の再
建築費）』の項目を持つ必要があると考えます。データ移行の
際、計算上の再建築費は、現在ファイルレイアウトにある㎡当
たりの再建築費を、上昇率で割った数字を移行することで可能
と考えます。
続いて後段の質問についてですが、『評価替えにより据え置か
れる前の本来の㎡当たりの再建築費（本来の再建築費）』を基
に評価替えを行います。評価替えで用いるため、本来の再建築
費の項目を持っていいただく必要があります。また、帳票に関
してですが、㎡当たりの再建築費を用いる帳票は、機能要件2－
07_固定資産税項番194及び項番195に記載しているとおりです。

2

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「総括表」と記載がありますが、これは何に対する総
票一覧
括表でしょうか。調定表とは別物でしょうか。
3 No.124
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
しょうか。

土地の概要調書において使用する総括表です。
帳票の見本につきましては「質問番号3_総括表サンプル.pdf」
を参照してください。

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「EDPデータ チェックリスト」と記載がありますが、
票一覧
EDPデータとはどのようなものでしょうか。新システムに切替後
No.140
も必要となるでしょうか。
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
4
しょうか。

償却資産の課税において、一品ごとに登録・評価せずに申告書
本表の取得価額、評価額をもとに課税することを本市ではＥＤ
Ｐ申告と呼称しており、この帳票は、申告内容のパンチデータ
のチェックリスト（更新後）です。なお、新システム切替後も
データチェックは必要と考えております。帳票の見本につきま
しては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してくださ
い。
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提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「EDPデータ 計算前後リスト」と記載がありますが、
票一覧
EDPデータとはどのようなものでしょうか。新システムに切替後
No.141
も必要となるでしょうか。
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
5
しょうか。

償却資産の課税において、一品ごとに登録・評価せずに申告書
本表の取得価額、評価額をもとに課税することを本市ではＥＤ
Ｐ申告と呼称しており、この帳票は、申告内容のパンチデータ
により計算した課税台帳のチェックリストです。なお、新シス
テム切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の
見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照
してください。

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「事業種目別リスト」と記載がありますが、事業種目
票一覧
とはどのようなものでしょうか。
No.145
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
6
しょうか。

事業種目とは、国の統計基準の産業分類コード（例：Ａ〇〇〇
〇）のことであり、現行システムの事業所情報に登録している
産業分類コードをもとに業種別の課税状況を把握するための統
計資料です。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サ
ンプル.pdf」を参照してください。

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「異動データ計算リスト」と記載がありますが、どの
票一覧
ような計算をしたものでしょうか。計算の内容をご教示いただ
けないでしょうか。
7 No.146
また、出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけま
すでしょうか。

償却資産の一品の増加・減少などの登録したものの確認用リス
トです。帳票の見本につきましては「質問番号4～9_帳票サンプ
ル.pdf」を参照してください。

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「償却資産課税連絡票チェックリスト」と記載があり
票一覧
ますが、連絡票とはどのようなものでしょうか。新システムに
No.201
切替後も必要となるでしょうか。
8
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
しょうか。

質問番号４にて回答させていただいているＥＤＰ申告のパンチ
データのチェックリスト（データ用）です。なお、新システム
切替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本
につきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照して
ください。

2-07_固定資産税_現行帳 帳票名称「償却資産異動チェックリスト兼修正連絡票」と記載
票一覧
がありますが、連絡票とはどのようなものでしょうか。新シス
No.202
テムに切替後も必要となるでしょうか。
9
出力データ項目および帳票サンプルをご教示いただけますで
しょうか。

償却資産申告書の一品登録においてパンチデータ送付分の
チェックリスト及び修正データ様式です。なお、新システム切
替後もデータチェックは必要と考えております。帳票の見本に
つきましては「質問番号4～9_帳票サンプル.pdf」を参照してく
ださい。

調達仕様書 p12
4.1.1 (1)留意事項
10 ⑤宛名データ

宛名情報の更新は新宛名システムでのみ実施し、各業務システ
ムでは実施しないという理解でよろしいでしょうか。
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お見込みのとおりです。

提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

調達仕様書 p13
4.1.2 (2)留意事項
④他システム連携
現行情報連携一覧(固定資
11 産税と市税収納の対象シ
ステム間連携◎)

「調達仕様書P13 4.1.2(2) 留意事項 ④他システム連携」及
び、「現行情報連携一覧」に記載のあるとおり、
固定資産税システムと市税収納システムとの連携の目的は、以
下であり、双方向の連携が必須と考えて良いでしょうか。
・収納システム側での課税状況把握(固定→収納)
・課税側システムでの収納状況把握(収納→固定)
・納付書の固定資産税システムからの再発行(収納→固定)
(当初納付書移行、紛失、汚損などに伴う再発行)
機能要件一覧
各業務の機能要件に対する「実現可否」の回答方針について確
05_企画提案書作成要領 認させていただきます。
p2
現時点でパッケージシステムに実装されていない機能におい
12 ③機能要件一覧(固定資産 て、本番稼働時期(2022年１月)までにパッケージ標準機能とし
税等システム)(様式８) て実装される機能については、「◎：ソリューション(パッケー
ジ)の標準機能で実現」という理解でよろしいでしょうか。
05_企画提案書作成要領 「4.3帳票要件」に関して①、②、③、④を記載すること。と記
p4
載がありますが、調達仕様書に「4.3帳票要件」がございませ
(4)帳票要件について
ん。
「個人市県民税等システム構築・運用業務委託 調達仕様書」
の15ページ4.3帳票要件に記載の内容と同等のご指定事項という
13
理解でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

01_明石市共通管理系シス 収納情報は調達仕様書に記載のとおり、先に調達を実施した個
テム活用方針_v1.01
人市県民税等システム業務にて導入する収納システムにて管理
p75
することと理解しております。
14
固定資産税システムから発行する納付書やOCRバンドについて
は、上記の収納システムの仕様に合わせるとの認識でよろしい
でしょうか。

ご認識のとおりです。
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お見込みのとおりです。

仕様書について欠落があり申し訳ありません。以下に仕様書に
欠落している項目について記載いたします。
「4.3 帳票要件」
本業務で導入する各業務システムにおける帳票要件について
は、別紙「現行帳票一覧」及び別紙「機能要件一覧」に記載の
帳票に対応すること。
別紙「現行帳票一覧」及び別紙「機能要件一覧」に異なる要
件の同一帳票がある場合には、別紙「機能要件一覧」に記載の
要件が優先される。

提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

06_公共性評価
「障害者雇用状況報告書」について、直近の６月１日現在の状
１ 障害者の積極的雇用 況によるものと記載があります。
について
本資料は公共職業安定書に７月中旬ごろに受理されるものと想
定しており、令和２年６月１日時点の報告書の提出は７月中旬
となる見通しです。（昨年度は7/11受理）。
15
以上のことから、６月16日に提出させて頂く際には、令和元年
６月１日時点の報告書になる見込みです。
今回は令和元年６月1日時点の報告書を提出させていただき、受
理後に令和２年６月１日時点の報告書を提出する形を取らせて
いただくことでよろしいでしょうか。
10_契約書案
契約書について、受託予定者として選定された後、約款記載事
項のご相談をさせていただいてもよろしいでしょうか。
16
調達仕様書 p13
固定資産税システムから「先に調達を実施した他の税業務シス
4.1.2固定資産税・都市計 テム」とデータ連携する際は、「先に調達を実施した他の税業
17 画税④
務システム」の連携インターフェースを準拠する形で連携する
前提との認識でよろしいでしょうか。

18

調達仕様書 p13
4.1.2(2)留意事項
①個人コード

調達仕様書 p13
19 4.1.2(2)留意事項
②物件コード
調達仕様書 p1

20

個人コードの新規採番については、住基・宛名システム側での
み行われると想定されます。
このため、固定資産税システム側としては、桁数や属性が対応
しており、当該個人コードをシステム間連携にて、取り込むこ
とができれば問題ないと考えております。この考え方でよろし
いでしょうか。
物件コードのチェックデジットを活用して実施されている処理
をご教示ください。

企画提案書提出時に提出できる「直近の６月１日現在の状況」
にてご提出ください。なお、企画提案書提出後に、最新の「直
近の６月１日現在の状況」が更新されましても、再度提出いた
だく必要はありません。

公開した契約書（案）の内容については、原則として変更しま
せん。
ただし、契約書（案）に記載されていない事項等については、
受託予定者と協議の上、取り決める想定です。
データ連携の内容に応じて協議・調整を行うことを想定してい
ます。

お見込みのとおりです。

物件コードはキー情報となるため、チェックデジットを用いて
います。

1.2 基本的な方針 (5)インフラリソースの共通化及び仮想化技 登記課税連携システムは、個人番号利用事務系のシステムと考
術の採用
えています。本市既存のLGWAN系機器を利用しない前提で提案し
「システムが稼働するサーバ等ハードウェアリソースは、共通 て下さい。
管理系システムが統一的に整備し、各業務システムに対して提
供を行うことを原則とする。」とございますが、登記課税連携
システムについてJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)の
LGWAN-ASPサービスとして登録されているサービスをご提案する
ことは可能でしょうか。固定資産税システムとの連携は可能で
す。
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提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

調達仕様書 p12

4.1.1 共通事項
宛名(納税管理人及び送付先含む)データに関しては、新宛名シ
ステムからのデータ移行という想定でよろしいでしょうか？
また、宛名(納税管理人及び送付先含む)データに対して、ホス
トシステムからの移行対象となるものがございますでしょう
か。

宛名データ（納税管理人及び送付先含む）に関しましては、新
宛名システムからデータ連携を行う想定です。
したがって、ホストシステムから固定資産税システムに対する
宛名データ（納税管理人及び送付先含む）のデータ移行は想定
していません。

調達仕様書 p16

5.1.3 必要サーバリソース ③予備環境
必要サーバリソースとして予備環境を用意する記載がございま
すが、予備環境は必須となりますでしょうか。
検証環境を予備環境と兼用することでもよろしいでしょうか。
5.5.2 データの暗号化
「各種サーバ及び端末機器におかれたデータ及び電子公印に関
しては、暗号化できること。」とございますが、電子公印の暗
号化とは具体的にどのようなことを想定されておりますでしょ
うか？

必須ではありません。
機器の利用内容は限定しません。

調達仕様書 p22

6.2.4 システム移行の実施
現行システムのデータレイアウト等の仕様資料の提供及び、初
回の現行システムのデータ抽出の時期は具体的にいつ頃になり
ますでしょうか？
弊社の希望としては、データレイアウトは８月初旬まで、デー
タ抽出は９月末までを希望しますが、可能でしょうか。

契約締結の時期にもよりますが、可能な限りご希望に沿うよう
にします。

調達仕様書 p43

データの取扱い方法については、協議の上、決定します。
また、個人情報を含むデータを取り扱うための作業場所につい
ては、本市庁舎内に用意します。

25

11.2.2 個人情報保護対策 ④本番データの取扱い
「テストの実施やデータ移行等において、使用場所等につい
て、事前に本市と協議の上で、厳密に管理を行うこと。」とご
ざいますが、固定資産税の計算検証において物件データと宛名
マスタの宛名番号のみをお預かりし、弊社セキュリティ区画内
で作業を実施することは可能でしょうか？ また、氏名・住所
といった個人情報データを含めた検証においては、貴庁庁舎内
を想定しておりますが、作業場所は別途ご用意いただけますで
しょうか？

機能要件一覧
0_システム共通事項
26 項番2

「アプリケーションのモジュールをインストールすることなく
動作すること。」とございますが、モジュールとは具体的にど
ういったレベルのものを想定されていますでしょうか。

端末毎に個別対応が必要なものを想定しています。
Web型のシステムでありながら、端末側でソフトウェア（バー
ジョンを含め）が異なる様なことの無い環境を想定していま
す。

21

22
調達仕様書 p18
23

24

5/7

電子公印のデータファイル形式としての暗号化、又は電子公印
データを含む格納データ領域の暗号化を想定しています。

提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

機能要件一覧
0_システム共通事項
27 項番40

「カレンダー表示は当月と翌月が横並びで」とございますが、
その理由をご教示ください。ボタンによるワンタッチでの切替
で要件は満たせますでしょうか。

機能要件一覧
0_システム共通事項
28 項番109

「パスワードの規約を設定できること。」とございますが、現
在、パスワードの規約はございますでしょうか。

機能要件一覧
2-07_固定資産税
29 項番11

メモ情報への添付ファイルをPDFファイルのみの形式を指定され
ている理由をお聞かせください。また、画像イメージファイル
（Bitmap、Jpeg、Tiff、PNG）での形式対応でも要件は満たせま
すでしょうか？
「法務局からの情報が外字の場合、もしくは宛名DBが外字の場
合について、データを突合させるための外字同定処理ができる
こと。」とありますが、外字同定処理とは具体的にどのような
機能を想定されておりますでしょうか？
「画面印刷時、画面印刷ログを取得すること。」とございます
が、画面印刷ログを何かに使用されておられますでしょうか。

機能要件一覧
2-07_固定資産税
30 項番171,225
機能要件一覧
0_システム共通
31 項番29

カレンダーの表示方法は、利用者の利便性を考えての要件とし
ています。
カレンダー表示については、当月のみ表示されており、ワンク
リックで翌月が表示されることで要件は満たせます。
現在のパスワード規約によらず、今回ご提案されるシステムに
ついてパスワード規約の設定ができることを要件としていま
す。
PDFファイル以外に他のファイル形式を添付できることは問題あ
りません。

法務局からの外字文字コードを課税システム側の外字文字コー
ドに置き換える処理を実施したうえで、課税システム側の宛名
DBと突合させることを想定しています。
現在の使用用途によらず、画面印刷ログを取得することを要件
としています。
なお、使用用途については、情報漏洩等の際に使用します。

共通管理系システム活用 3.1.2機能・業務の概要(3)ネットワーク基盤機能①ネットワー
方針
ク全体概要
32 p10
登記課税連携システムの構築環境は、A系（個人番号系、LGWAN
系）、B系のいずれを想定しておられますでしょうか。
共通管理系システム活用 (5)本庁機器利用環境構築
方針
サーバラックおよびネットワーク機器は、明石市様本庁機器を
33 pp.14-15,p17
利用させていただくことを想定していますが、よろしいでしょ
うか。
明石市固定資産税等シス （委託料）
テム構築・運用業務委託
2022年度から部分払有とありますが、2022年４月末から毎
34 契約（案）第2条第3項
月、委託料を支払という認識でよろしいでしょうか。

A系（個人番号系）を想定しています。

明石市固定資産税等シス （業務期間の延長）
テム構築・運用業務委託
新型コロナウイルス蔓延の影響やその他社会的事情により納
35 契約（案）第11条
期が遅れる場合、契約書11条により延長等の協議に応じるとい
う認識でしょうか。

契約書（案）第11条に記載のとおりです。
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お見込みのとおりです。
ネットワーク機器の利用は可能ですが、本業務用に機器、設定
の追加（VLAN定義、ルーティング等）は行いません。
ご認識のとおりです。

提案仕様書等に関する質問に対する回答
番号

資料名及び
ページ番号

質問内容

質問／回答

明石市固定資産税等シス （契約終了時の業務引継ぎ移行支援等）
テム構築・運用業務委託
既存に設置されている機器があった場合でも、引揚作業及び
36 契約（案）第29条
それに係る費用については、本調達には含めなくてよいとの認
識でよろしいでしょうか。
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本調達で導入した機器の引揚作業及びそれに係る費用について
は、本調達に含めてください。

