
2022年（令和4年）4月12日

令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借

質　　問

仕様書内納入期限日までに物品を納品できることは可能と確認が取れておりますが、
今後のコロナウイルスの影響や長期化によっては、納品等に不測事態が発生し、納期
遅延となる可能性があります。コロナウイルスの影響で納期遅延となった場合、当社へ
の指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じて
いただけますか。

回　　答
十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定しておりますが、今後の社会
情勢によっては協議に応じます。

質　　問
動産総合保険にて対応予定ですが、保険対象額が賃貸借期間の経過に応じて逓減し
ていく一般的な内容で宜しいでしょうか。

回　　答
動産総合保険への加入は任意ですが、通常の使用において発生した故障への無償対
応を行ってください。水零しや落下など、明らかに本市に責のある故障については、本市
が修理費を負担します。

質　　問
予算削減等で契約変更、解除となる場合、残リース料相当額の精算については別途協
議頂けますでしょうか。

回　　答
受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者及び受注者協議の上定め
ます。

質　　問
配備先について、詳細は未決定との事ですが想定として設置場所住所ベースで何か所
程度の配備を想定されてらっしゃいますでしょうか。

回　　答 30ヶ所程度と見込んでいます。

質　　問
(2)物件の規格「インターフェース⇒ディスプレイ⇒ミニD-SUB15ピン×1」
外付け機器での対応は可能でしょうか。

回　　答 内蔵した機種を選定してください。外付けは認めません。

質　　問
(2)物件の規格「光学ドライブ⇒スーパーマルチドライブ内蔵」
外付け機器での対応は可能でしょうか。

回　　答 内蔵した機種を選定してください。外付けは認めません。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
「4　初期設定作業並びに設置について　(2)受注者は、発注者が作製した展開用端末
ディスクイメージを各パソコンに複製し、納品すること。」
　落札業者の作業場所での作業は可能でしょうか。

回　　答 複製作業は落札者様の作業場所で実施してください。

質　　問

「4　初期設定作業並びに設置について　(2)受注者は、発注者が作製した展開用端末
ディスクイメージを各パソコンに複製し、納品すること。」
　明石市様ネットワークへ接続する必要がある作業について、作業場所のご提供はいた
だけますでしょうか。

回　　答 作業場所を提供します。

質　　問

「4　初期設定作業並びに設置について　（3）配備作業として、受注者が配備先の最終設
定（IP変更、ID/パスワード設定、管理シールの準備及び貼り付け等）と設置作業を行う
こと。なお、新規設置の場合は、必要に応じて設置作業までの簡易なLAN配線（ケーブ
ル支給）も行うこと。」
　新規配線に対してモール処理は必要でしょうか。

回　　答 モール処理は不要です。

質　　問

「4　初期設定作業並びに設置について　(1)発注者において展開用端末ディスクイメージ
を作成するため、契約後早期に端末2台を貸出すること。」
　貸出PCについては、メーカー出荷時の状態でお渡しでよろしかったでしょうか。また
は、OSをクリーンインストールし、ドライバまでインストールなどの作業を行ってからのお
渡しになりますでしょうか。

回　　答
出荷時の状態でお持ちください。
発注者がインストール作業を行いますので、ドライバーディスクも添付してください。

質　　問

「4　初期設定作業並びに設置について　(7)配備作業完了1週間後に、必要に応じてソフ
トウェアインストール及び設定漏れの対応作業を行うこと。」
　作業の目安はございますでしょうか。作業内容に応じて、作業期間の協議を頂くことは
可能でしょうか。

回　　答
ソフトウェアの導入依頼漏れなどを対応いただくことになりますが、作業日時等の協議は
可能です。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問

「5　保守について　(1)賃借物件が常に良好、適正な機能を発揮するよう、3賃貸借物件
等に掲げる機器について現地にて清掃等保守点検を行うとともに、機器、ソフトウェア等
の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。」
　清掃等保守点検は、年に何回対応を想定されておりますでしょうか。また点検対応は
設置場所、現地での対応になりますでしょうか。

回　　答
清掃及び異常の有無等の点検、修理を、当市が必要と認めた際に実施して頂くこととし
ております。実績としては、契約期間中最終年度に1回、各設置場所で実施していただい
ています。

質　　問 満了後、無償譲渡とありますが、固定資産税は、免除の認識でよろしかったでしょうか。

回　　答 本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。

質　　問
郵便入札になっていますが、開札に立ち会う必要はないという認識でよろしかったでしょ
うか。

回　　答 ご認識のとおり、立ち会いは必要ありません。

質　　問 契約書案をご提示頂けますでしょうか。

回　　答 6.質問回答に掲載しました。

質　　問

契約保証金は明石市規約規則第25条（1）のとおり、履行保証保険契約を保険会社と締
結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出可能でしょうか。
また、履行保証保険で対応可能な場合、付保期間や保険金額等の条件についてご教示
頂けますでしょうか。

回　　答

履行保証保険証書の提出でかまいません。単年度毎に賃貸借料の合計の10分の1以
上の保険金額で締結したものを提出してください。
なお、契約締結日から賃貸借終了日までの総額による履行保証保険については、条件
付契約解除をご了承のうえで締結いただく事は妨げません。

質　　問

明石市契約規則で25条（3）について、本契約は単価契約に当てはまるのでしょうか。
また、第25条（3）に、これらをすべて誠実に履行した者、とありますが、履行とは賃貸借
契約の契約満了を指すのか、それとも賃貸借期間中の契約も含まれるのか、ご教示頂
けますでしょうか。

回　　答 本案件は単価契約ではありません。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
今回、無償譲渡の条件が付いていますが、固定資産税は免除との認識でよろしいでしょ
うか。

回　　答 本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。

質　　問

ソフトウェアについては、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為、貴
市にて著作権所有者などから必要な手続きを取られるとの認識でよろしいでしょうか。ま
た、その旨を覚書等で締結可能でしょうか。

回　　答 必要であれば締結します。

質　　問
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。

回　　答
動産総合保険への加入は任意ですが、通常の使用において発生した故障への無償対
応を行ってください。水零しや落下など、明らかに本市に責のある故障については、本市
が修理費を負担します。

質　　問
次年度以降の予算減額又は削減により契約解除となった場合、残賃貸借料はお支払い
頂けるという認識でよろしいでしょうか。

回　　答
受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者及び受注者協議の上定め
ます。

質　　問

当社の責によらない事由（コロナウイルスやＣＰＵ不足等によるサプライチェーンへの影
響、補助金採択時期の遅延等）により納期が遅れた場合、協議して頂けるとの認識でよ
ろしいでしょうか。また、その際にペナルティを科されることはないという認識でよいでしょ
うか。

回　　答
十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定しておりますが、今後の社会
情勢によっては協議に応じます。

質　　問
プライバシーマーク等の認定証等写しの提出につきましては、リース会社が導入及び保
守を別業者に委託する場合、導入及び保守業務を請け負う業者の認定証等写しのみで
良いと認識しておりますが、よろしいでしょうか。

回　　答 ご認識のとおりです。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
国税の納税証明書につきまして、提出の期限は2022年4月28日までと認識しております
がよろしいでしょうか。また、国税の納税証明書原本の日付は2022年4月20日以降と認
識しておりますが、よろしいでしょうか。

回　　答 ご認識のとおりです。

質　　問
当日開札に立ち会わなかった場合、落札者には当日お電話等でご連絡いただけますで
しょうか。

回　　答
開札結果については、4月22日に市ホームページへ掲載する予定です。
個別の連絡は行いません。

質　　問
「ネットワーク端末機器賃貸借契約」の実績について、2022年3月末までに契約基本期
間が満了となっている必要がございますでしょうか。もしくは、現在実行中の契約（開始
から12ヶ月以上経っているもの）でもよろしいでしょうか。

回　　答 実績については、契約期間満了を条件とします。

質　　問
３-（2）-CPUについて、Intel Core i3-1115G4（最大4.1GHz）を可としていただけますでしょ
うか。

回　　答
仕様書に記載している「Intel Core i3-1125G4(最大3.70GHz)相当以上」の条件を満たし
ていないと判定します。

質　　問

３-(2)-その他について、「パスワードを入力することなくOSを起動できること」とは、BIOS
パスワードのみを設定した場合の動作を想定されていますでしょうか。
それとも、BIOSパスワード、ATAパスワード両方を設定した場合でもパスワードなしでOS
起動が必要でしょうか。
その場合、セキュリティ的に対応ができない場合がありますので、入力がある端末でも
お認めいただけないでしょうか。

回　　答
仕様書のとおりです。
BIOSパスワード、ATAパスワード両方を設定した場合でもパスワードなしでOSを起動で
きる必要があります。

質　　問
４-(2)クローニングソフトウェアはご提案いただけるでしょうか。業者にて調達する場合
は、指定のソフトウェアはございますでしょうか。

回　　答 クローニングソフトウェアの指定はありません。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
４-(6)について、各部署個別のソフトウェアについては、インストーラー、ライセンスおよ
び手順はご提供いただけるのでしょうか。

回　　答 提供します。

質　　問
４-(7)について、配備作業完了1週間後に実施する作業は、事前協議にあったソフトウェ
アの不足対応と考えてよろしいでしょうか。

回　　答 ご認識のとおりです。

質　　問
５-(1)については、賃貸借期間中の清掃等保守点検の回数および時期についてはご提
示いただけますでしょうか。

回　　答
清掃及び異常の有無等の点検、修理を、当市が必要と認めた際に実施して頂くこととし
ております。実績としては、契約期間中最終年度に1回、各設置場所で実施していただい
ています。

質　　問
５-(3)については、賃借物件の操作等の問い合わせは、仕様書にて調達した物品のみと
考えてよろしいでしょうか。各部門個別でインストールしたソフトウェアを含める場合、対
象のソフトウェア名を教えていただけますでしょうか。

回　　答 仕様書記載の物品のみです。

質　　問

03_kokukoku2022.pdf　-　２入札参加要件（4）
「兵庫県内に保守業者の事業拠点を有し、かつ、障害発生時の体制を整えていること」
とありますが、事業拠点は有していますが、保守体制は兵庫県外に事業拠点を設けて
いる場合でも、仕様に基づいた保守対応が取れる体制を整えていれば問題ありません
でしょうか。

回　　答 仕様書の要件を満たす必要があります。

質　　問
04_shiyou2022.pdf　-　３賃貸借物件等(2)
マウスとマウスパッドはノートパソコンのメーカー純正品でなくてもよろしいでしょうか。

回　　答 相性等の不具合が発生しないものであれば、メーカー純正でなくても結構です。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
04_shiyou2022.pdf　-　３賃貸借物件等(2)
ミニD-SUB15ピンは、ノートパソコンに具備されていない場合は、変換アダプタにて対応
でもよろしいでしょうか。

回　　答 内蔵した機種を選定してください。外付けは認めません。

質　　問
04_shiyou2022.pdf　-　３賃貸借物件等(2)
光学ドライブについて、スーパーマルチドライブはUSB外付けのものでもよろしいでしょう
か。

回　　答 内蔵した機種を選定してください。外付けは認めません。

質　　問

04_shiyou2022.pdf　-　４初期設定作業並びに設置について
職員様への業務影響を考慮する為、各出先拠点への配備作業前に庁内ネットワークに
接続する必要のある設定（ドメイン参加や個別設定等）を行うためのスペースを１か所お
借りする事は可能でしょうか。

回　　答 作業場所を提供します。

質　　問
04_shiyou2022.pdf　-　４初期設定作業並びに設置について
パソコン設置後の引き上げ作業について、設置場所から指定場所への移動は１度の想
定よろしいでしょうか。

回　　答
一旦展開作業場所まで回収物品を集め、後日、作業日毎に別保管場所まで移動してい
ただく予定です。

質　　問

04_shiyou2022.pdf　-　４初期設定作業並びに設置について
「現在使用中のパソコンと入れ替えとなる場合は、引き上げ作業も合わせて実施するこ
と」とありますが、引き上げ作業が必要となるパソコンの見込み台数をご教示いただけま
すでしょうか。

回　　答 200台程度を見込んでいます。

質　　問
04_shiyou2022.pdf　－　４初期設定作業並びに設置について
「引き上げ対象のパソコンについて、事前に各拠点内の一か所にまとめておいていただ
くご依頼は可能でしょうか。

回　　答 使用者のパソコンを順次入れ替えていくことになりますので、事前の集約はできません。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問
04_shiyou2022.pdf　－　４初期設定作業並びに設置について
各拠点での現地作業について、平日時間内での実施は可能でしょうか。平日時間外、も
しくは休日での実施を見込む必要はございますでしょうか。

回　　答 平日時間内の想定です。

質　　問
04_shiyou2022.pdf　－　４初期設定作業並びに設置について
本調達パソコンの設置が想定される出先機関の最大拠点数をお教えいただけますで
しょうか。

回　　答 30ヶ所程度と見込んでいます。

質　　問

04_shiyou2022.pdf　－　別紙 設置使用場所一覧及び作業内容
個別設定について、「スキャナドライバインストール等」とありますが、プリンタやスキャナ
はドライバインストールまででよろしいでしょうか。
現地でプリンタ等を利用する設定まで見込む必要はございますでしょうか。

回　　答
導入依頼がある機器のドライバについては、現地で利用できるよう設定する必要があり
ます。

質　　問

04_shiyou2022.pdf　－　別紙 設置使用場所一覧及び作業内容
個別設定について、インストールを想定しているアプリケーションの一覧を頂くことは可
能でしょうか。また、それらのアプリケーションの中で、実際に利用するユーザーでのイン
ストールや設定を行う必要のあるものはございますでしょうか。

回　　答
アプリケーションの一覧については、展開作業時に提示します。
ユーザーアカウントでの導入や設定を行う必要があるものもあります。

質　　問

04_shiyou2022.pdf　－　４初期設定作業並びに設置について
「配備作業完了１週間後に、必要に応じてソフトウェアインストール及び設定漏れの対応
作業を行うこと」とありますが、受注者の責によらないものや、マスターイメージ内での漏
れ等の受注者側作業範囲外のものについては対応不要の認識でよろしいでしょうか。

回　　答 使用者の導入依頼漏れなどに対応していただく必要があります。

質　　問
04_shiyou2022.pdf - ５保守について
派遣する専門技術者について、資格などを有している必要はありますでしょうか。
同等の対応実績があれば問題ないでしょうか。

回　　答
派遣する技術者については公的な資格を求めてはおりませんが、導入機器やソフトウェ
ア、ネットワーク等の技術的知見を持ち合わせ、障害の問題点を切り分けられる必要が
あります。
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令和４年度ネットワーク端末機器賃貸借業務名称

質　　問

04_shiyou2022.pdf - ５保守について
障害時の復旧について、「年末年始を除く9:00～17:00のうち48時間以内」とありますが、
金曜日の17:00に障害が発生した場合は、翌週日曜日の17:00までに復旧させる必要が
あるか、翌火曜日の17:00までか、もしくは1日を8時間として翌々の月曜の17:00まででよ
いか、どちらになりますでしょうか。

回　　答 年末年始を除く平日の9:00～17:00のうち48時間以内です。

質　　問

04_shiyou2022.pdf - ５保守について
「現地にて清掃等保守点検を行う」とは具体的に何を行うことを想定しておりますでしょう
か。
(2)にある機器の故障等の対応とは別に定期的に機器の正常動作を確認する作業という
事になりますでしょうか。また実施回数などの目安はございますでしょうか。

回　　答
清掃及び異常の有無等の点検、修理を、当市が必要と認めた際に実施して頂くこととし
ております。実績としては、契約期間中最終年度に1回、各設置場所で実施していただい
ています。

質　　問

04_shiyou2022.pdf - ５保守について
「機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行う」と記されています
が、
Windows10の大型アップデート対応などのセキュリティパッチ適用作業は、発注者にて実
施されるという認識で相違ありませんでしょうか。

回　　答 ご認識のとおりです。

質　　問

04_shiyou2022.pdf - ５保守について
故障修理について、予備機を社内に確保しておき、そちらを故障機と交換しての対応を
考えておりますが、問題ありませんでしょうか。また、この予備機をそのまま代替としてお
使いいただくことは問題ありませんでしょうか。

回　　答
一時的な代替機として設置することはかまいませんが、内部データを可能な限り残した
状態で復旧する必要がありますので、基本的には修理を行っていただきます。

質　　問
04_shiyou2022.pdf - ５保守について
パソコンが故障した際のローカル保存されているデータの担保は不要の認識でよろしい
でしょうか。

回　　答 内部データを可能な限り残した状態で復旧していただきます。

質　　問
04_shiyou2022.pdf - ５保守について
操作方法の問い合わせが含まれておりますが、一般的な使用方法以外の問い合わせ
(貴市独自のシステム利用方法など)は対象外でよろしいでしょうか。

回　　答 ご認識のとおりです。
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質　　問
04_shiyou2022.pdf - ５保守について
ノートパソコン以外の調達物品(液晶保護フィルター、マウス、マウスパッド)については消
耗品の認識でよろしいでしょうか。

回　　答 マウスパッドは消耗品ですが、その他物品は保守対象です。

質　　問
物品の納期について
新型コロナウイルス等の影響で落札後に納品が遅れる事が判明した場合には、
協議に応じていただくことは可能でしょうか。

回　　答
十分な調達期間を設けており、期限内の納品は可能と想定しておりますが、今後の社会
情勢によっては協議に応じます。

質　　問

03_koukoku2022.pdf - ２入札参加資格要件について（12）
導入または保守を別業者に委託する場合、委託された者が、プライバシーマークまた
は、ISMS認証済み事業者として登録をされていれば、提案業者がプライバシーマークま
たは、ISMS認証済み事業者として登録がなくても問題ありませんでしょうか。

回　　答 問題ありません。

質　　問 本件の契約書(案)を開示願います。

回　　答 6.質問回答に掲載しました。

質　　問
翌年度以降において予算削除等により契約解除となった場合、残賃貸借料はお支払い
頂けるという認識でよろしいでしょうか。

回　　答
受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者及び受注者協議の上定め
ます。

質　　問
契約保証金について、履行保証保険を付保する場合の保険金額は、税込み賃貸借料
60ヶ月分総額の10分の1以上で宜しいでしょうか。

回　　答

単年度毎に賃貸借料の合計の10分の1以上の保険金額で締結したものを提出してくだ
さい。
契約締結日から賃貸借終了日までの総額による履行保証保険については、条件付契
約解除をご了承のうえで締結いただく事は妨げません。
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質　　問 本件は満了後無償譲渡の為、固定資産税は免除との認識で宜しいでしょうか。

回　　答 本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。

質　　問
コロナ禍、半導体不足、自然災害等による社会的制約で止む無く傍記遅延が発生した
場合、貴市と導入業者とで直接協議して解決頂き、リース会社は責を負わない、という
認識で宜しいでしょうか。

回　　答 当市は、受託事業者と協議します。

質　　問
業務実績調書の注意書きに「平成24年4月1日～令和3年3月31日までの間に完了」とあ
りますが、契約締結または発注が上記期間の間に完了した実績という認識で宜しいで
しょうか。

回　　答 契約締結から契約期間満了までが含まれている必要があります。

質　　問 提出様式等について、ワードもしくはエクセルで頂けませんでしょうか。

回　　答
この度はＰＤＦのみの提供となります。
今後、検討させていただきます。
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