
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

1

調達仕様書
14ページ
4.3 帳票要件

別紙「現行帳票一覧」の「レイアウト指定」欄が「〇」の帳票
については、本市指定の出力様式（レイアウト）とすること。
との記載があります。
一方、調達仕様書「4.3 帳票要件」に「パッケージシステムの
標準機能又はEUC機能等において出力される帳票又はExcel一覧
を使用、若しくはオンライン画面等で確認するなど運用変更を
行う方針である」との記載があることから、「レイアウト指
定」欄が空白の帳票はパッケージ標準機能を優先するという解
釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
別紙「現行帳票一覧」の「レイアウト指定」欄が空白の帳票
は、パッケージ標準機能を優先します。

2

調達仕様書
15ページ
5.1.1ｵﾝﾗｲﾝ性能

ターンアラウンドタイム（送信キー押下から応答画面にて入力
が可能になるまでの時間）での性能目標値は、システム繁忙期
においても「３秒以内」とすること。との記載がありますが、
「ネットワーク負荷は含まない」という解釈でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。
ただし、ターンアラウンドタイムについて、ネットワーク負荷
に関する切り分けを実施して下さい。

3

調達仕様書P16
5.1.3必要ｻｰﾊﾞﾘｿｰｽ
機能要件一覧
「ｼｽﾃﾑ共通事項103
３．冗長性1」

機器障害を想定した冗長構成について調達仕様書には「～共通
管理系システムにて実現されるもの～」とあり、機能要件一覧
「システム共通事項103　３．冗長性1」には「システムダウン
を防止する為に、冗長化や耐障害性が考慮されていること。」
とあり、リカバリ用サーバの導入が必要であるか確認させて頂
きたくお願いします。

リカバリ用サーバの導入については必要ありません。

4

調達仕様書P17
5.4ｿﾌﾄｳｪｱ要件(2)ライセ
ンス

弊社のご提案するパッケージのライセンスは同時接続数に関係
なく、端末台数分が必要となります。仕様書では「最低限端末
50台が同時接続可能なライセンスを含むこと。」とあります
が、50台分のライセンス数を見込む形でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5

調達仕様書
23ページ
表10 データ抽出仕様
１

表10 データ抽出仕様「データ提供範囲」に「現行システムで保
持しているデータ」とあるが、現行で保持しているデータ種類
（例：シール、予防接種、４か月児健診結果、胃がん検診、胃
がん検診精検）を１月１４日までにご回答頂きたくお願い致し
ます。（データ移行に係る費用見積もりのため）。

現行システム（パッケージ・Access）が保有するテーブル数は
以下のとおりです。
・パッケージ：493
・Access　　：302

6

調達仕様書
23ページ
表10 データ抽出仕様
１

表10 データ抽出仕様「データ提供範囲」に「抽出可能な全ての
データを提供」とあるが、データ移行は何年分でしょうか。
（例：過去５年、過去７年）。
また、サーバ上のデータ保存年数に指定はありますでしょう
か。（例：５年、７年）。

データ移行は抽出可能な全てのデータを対象としてください。
保存年限等についてはデータ移行計画に基づき合意する認識で
す。
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7

調達仕様書
23ページ
表10 データ抽出仕様
４

表10 データ抽出仕様「データ抽出の回数」に「合計３回を想
定」とあるが、そのうち１回は、個人情報をマスキングして弊
社内で分析することは可能でしょうか（設計段階でデータ精度
を確認するため）。

調達仕様書30ページ「8.2.6作業場所・作業時間」に記載してい
るとおり、個人情報の持ち出しは禁止としています。
なお、個人情報をマスキングしての持ち出しについては、契約
後の協議事項となります。

8

調達仕様書
25ページ
図２ 2022 年４月以降の
システム間連携イメージ

システム間連携で必要とする情報は以下の認識でよろしいで
しょうか。
連携対象　：住記、国民健康保険、後期高齢者、市民税、マイ
ナンバー
連携対象外：生活保護、介護保険

システム間で連携する必要がある情報は以下に掲げる情報のほ
か、要件定義工程にて決定します。
住記、住登外、送付先、マイナンバー、個人住民税、後期高齢
者（資格）、国民健康保険（資格）、介護保険（資格）、住所
辞書や職員情報等共通データ

9

調達仕様書P38
9.5法改正等対応

「稼働時点で発表されている最新の法改正等に対応したシステ
ムを導入すること。」とありますが本調達が調達時点での費用
積算であるため、「稼働時点」ではなく「調達時点」という認
識でよろしいでしょうか。
現時点で想定される案件として、①不妊治療の助成拡充、②が
ん検診のデータ標準化、副本の中間サーバ送信対応、③新型コ
ロナウイルス、副本の中間サーバ送信を想定しております。

調達仕様書38ページ「9.5法改正等対応」に記載のとおりです。

10

調達仕様書P38
9.5法改正等対応

「パッケージのバージョンアップなどの対応費用は原則として
本業務の範囲内で実施すること。」とありますが、今回ご提案
させて頂きますパッケージにつきましては、法改正によるパッ
ケージ修正版の提供、及び機能強化版の提供は、レベルアップ
として保守対応にて実施いたしますが、パッケージのデータ
ベースを別ベンダーに切替える等のパッケージの大規模改修を
伴う場合はバージョンアップとし、別途ご契約させて頂く形と
なります。調達仕様書と相応しないご提案内容についても企画
提案書にて記載させて頂くことでよろしいでしょうか。

パッケージのバージョンアップの対応費用については、原則と
して、調達仕様書38ページ「9.5法改正等対応」に記載のとおり
です。しかし、バージョンアップの対応費用については、各社
それぞれの考え方があるかと思いますので、企画提案書には各
社の考え方を記載していただいて構いません。
なお、例示されている「パッケージのデータベースを別ベン
ダーに切替える等のパッケージの大規模改修」については、そ
の要因や必要性および規模等が明確でない状況では判断は出来
ませんが、法改正対応に伴う大規模改修となる場合は、対応に
ついて協議により調整をさせていただきます。

11

保健事業_現行帳票一覧
１ページ

№25「対物系ログリスト」、№26「対物系ログリスト」は同一
帳票でしょうか。
対物系ログリストとは何のログリストのことでしょうか。

医事、薬事、畜犬関係の登録におけるログのリストになりま
す。

12

保健事業_現行帳票一覧
１ページ

№21「医療機関一覧　」、№24「医療機関一覧」、№314「医療
機関一覧」は同一帳票でしょうか。

お見込みのとおりです。
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13

保健事業_現行帳票一覧
９ページ

国保連合会及び社会保険支払基金のレセプト情報は、国保連合
会及び社会保険支払基金からの入手データと認識しておりま
す。
№339「小慢　国保連合会及び社会保険支払基金のレセプト情
報」、№376「難病　　国保連合会及び社会保険支払基金のレセ
プト情報」はEXCEL一覧で宜しいでしょうか。

EXCEL一覧で構いません。

14

保健事業_現行帳票一覧
10ページ

№371「難病　市町民税課税状況表」はEXCEL一覧でよろしいで
しょうか。

EXCEL一覧で構いません。
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以下の帳票は、保健事業_現行帳票一覧で「EXCEL一覧で可」と
されているため、難病_精神保健_現行帳票一覧の方でも「EXCEL
一覧で可」と解釈してよろしいでしょうか。
№2  システムログリスト
№3  業務ログリスト
№5  業務設定ファイル一覧
№6  テーブル定義
№7  項目属性一覧
№8  項目データ一覧
№9  バッチレイアウト一覧
№10  住民基本台帳検索一覧
№11  世帯情報一覧
№12  宛名送付先一覧
№14  住民基本台帳異動エラーリスト
№15  異動者一覧
№16  住基ログリスト
№17  住登外一覧
№18  従事者一覧
№19  事業名称一覧
№21  担当者別事業予定一覧
№23  予定日別予約状況一覧
№24  医療機関一覧
№32  フォロー者一覧
№34  シール情報一覧
№36  訪問一覧
№38  指導件数集計表
№40  成人健康管理カード一覧
№42  出欠状況一覧
№44  受付者一覧名簿
№48  事業報告書一覧
№49  事業別報告件数一覧
№50  事業報告書職種別担当者数一覧
№73  電話・面接・こころの相談ダイヤル受付（対象者管理台
帳・集計）

難病_精神保健_現行帳票
一覧
１ページ

EXCEL一覧で構いません。

15
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16

保健事業_現行帳票一覧
１ページ

次の帳票は、汎用統計でよろしいでしょうか。
№51  支援計画及び実施報告書
№93  支払い明細
№100  委託料
№101  委託料明細事務
№104  月別出務表
№105  職種別出務表
№151  事業実施報告書
№275  子育て世代包括活動報告書（月報）
№292  保活様式１ア衛生教育の実施状況（保健師活動報告書）
№293  保活様式１イ健康相談の実施状況（保健師活動報告書）
№294  保活様式１訪問報告書
№295  保活様式２電話報告書
№296  保活様式１保健師活動家庭訪問指導件数別別報（保健師
活動報告書）
№297  ４健精密受診状況＋内訳（小児科・整形）
№298  ４健未受診者状況＋未受診理由＋再送付状況
№299  １．６健精密受診状況＋内訳（小児科・整形）
№300  １．６健未受診者状況＋未受診理由＋再送付状況
№301  ３健精密受診状況＋内訳（身体面・視覚＋聴覚）
№302  ３健未受診者状況＋未受診理由＋再送付状況

汎用統計で、必要な項目(委託単価計算・事務費計算(パラメー
タ使用項目）など）が出力可能であれば問題ないとの認識で
す。

17

難病_精神保健_現行帳票
一覧
１ページ

次の帳票は、汎用統計でよろしいでしょうか。
№73  電話・面接・こころの相談ダイヤル受付（対象者管理台
帳・集計）

汎用統計で構いませんが、質問No15で同帳票についてご質問い
ただいており、EXCEL一覧の方が望ましいです。

18

保健事業_現行帳票一覧
１ページ

帳票確認のため、次の帳票を１月１４日までに提示頂きたくお
願い致します。
№19  担当者別予定表
№66  乳幼児事業履歴
№267  出務予定表

別紙をご確認ください。
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19

保健事業_現行帳票一覧
１ページ

帳票確認のため、次の帳票を１月１４日までに提示頂きたくお
願い致します。
№54  出務者委託料請求書
№58  健診委託料明細書
№96  １０か月児検診委託料（１歳超）
№97  １０か月児検診委託料請求書
№98  １０か月児検診委託明細書
№99  １０か月児検診委託明細書（検査紹介状）
№108  ２歳児歯科健康診査委託料
№109  委託料請求書（２歳児歯科）
№110  委託料明細事務（２歳児歯科）
№115  妊婦歯科健康診査委託料
№116  妊婦歯科健康診査委託料請求書
№117  妊婦歯科健康診査委託料明細事務
№147  委託料請求書
№148  予防接種委託料明細書
№237  妊婦健診・妊婦タクシー医療機関（各種団体別）支払い
明細
№251  妊婦タクシー券支払い明細
№260  産後ケア医療機関（各種団体別）支払い明細
№264  産後ケア委託者等（各種団体別）支払い明細
№268  出務者委託料請求書（枠印刷）（各事業別）
№269  出務者委託料請求書（明細印刷）（各事業別）

別紙をご確認ください。

20

機能要件一覧
（難病・精神保健）

項番2「特定医療費（指定難病）助成受給者データを連携し
…」、項番3「精神障害者保健福祉手帳の交付データを連携し
…」について、この連携は自動連携ではなく、手動連携（例：
職員様がデータをＰＣにセットし、取込みボタンをクリックし
て取り込む）の解釈でよろしいでしょうか。

手動連携で構いません。
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