
公募型プロポーザル 質問回答書 

 

高根沢町 

 

業務名： 文書管理システム構築等業務 

 

№ 対象文書 該当箇所 質問事項 質問内容 回答 

１ 

  現行既存システム終了時

の対応について 

・契約終了後のデータ消去を委託され

る場合、別途見積となりますでしょ

うか。 

・この質問内容は、本業務に含むもので

はありません。 

２ 

  現行既存システム終了時

の対応について 

・契約終了後の自庁設置サーバの撤去

を委託される場合、別途見積となり

ますでしょうか。 

・この質問内容は、本業務に含むもので

はありません。 

３ 

  現行既存システム終了時

の対応について 

・次期システムへの移行に係るデータ

抽出は、別途見積となりますでしょ

うか。 

・この質問内容は、本業務に含むもので

はありません。 

４ 

実施要領 【Ｐ.１】 

２（４）イ 

稼働時期について ・システム稼働時期は令和５年１月１

日からとなっていますが、稼働時期

を１～２ヶ月前倒しで提案すること

は可能でしょうか。 

・稼働時期の前倒しについての提案は可

能ですが、システム稼働期間は令和９

年 12月 31日までとします。なお、本

町において、当該前倒しに係るシステ

ム使用料等は負担しません。 

５ 

実施要領 【Ｐ.４】 

12（１）ア 

項番２ 

企画提案書の構築等実績 ・導入実績は自治体のみで独立行政法

人は含まない認識で宜しいでしょう

か。 

・導入実績には、独立行政法人は含みま

せん。 

  



６ 

実施要領 【Ｐ.５】 

12（１）イ（ア） 

Ａ４判横書きで、表紙 、目

次等を含め  50 ページ 

（Ａ３判は１ページでＡ

４判２ページ相当分とカ

ウントする。） を限度とす

ること。について。 

・企画提案書の項目をわかりやすくす

るために 項番、項目、（1.事業者概

要～10.自由提案）の中表紙 10 ペー

ジを追加して 60 ページにしてもよ

ろしいでしょうか。 

・50 ページが限度であるため、60 ペー

ジとすることは認めません。項目等の

表記の仕方は制限しておりませんの

で、工夫し、50 ページ以内に収めてく

ださい。 

７ 

要求仕様書 【Ｐ.３】 

２（２）ア（ア） 

システムは不慮の障害等

が起きても業務に支障を

及ぼさない構成 

・システムを利用して業務を行うの

で、不慮の障害（例えば HW不良）が

発生した場合は、少なからず業務に

支障が出ます。業務への影響を最低

限に抑えるため、クラウド方式、自庁

設置方式ともに冗長化構成とするこ

とでよろしいでしょうか。 

・お見込みのとおりです。なお、自庁設

置方式における機器の冗長化は要求

仕様書に記載（P.5）のとおり必須とな

りますが、さらなる提案について妨げ

るものではありません。 

８ 

要求仕様書 【Ｐ.３】 

２（２）ア（ウ） 

監視ソフト等を導入し、問

題発生の原因を特定でき

るものとすること。 

・監視する対象に指定はありますか？ 

・指定がない場合は、クラウド方式、自

庁設置方式ともに死活監視、プロセ

ス、サーバーリソース（CPU、メモリ、

ディスク）とすることでよろしいで

しょうか。 

・監視対象の指定はありませんが、想定

している監視対象は、質問内容に記載

されているとおりです。 

９ 

要求仕様書 【Ｐ.４】 

２（３）ア（エ） 

クライアント用 PC が更新

された場合～ 

・更新による設定変更が発生する場合

は、サーバー側（クラウド方式、自庁

設置方式）の変更は受注者側の対応

範囲に含めますが、クライアント用

PC側も受注者側で対応が必要でしょ

うか。 設定マニュアルを作成し、受

注者が適切な支援を置こうことによ

・更新後のクライアント用 PC の設定変

更が必要となる場合は、本町において

対応するものとし、受注者の保守の範

囲内での対応としては、対応マニュア

ル作成などの支援の実施を想定して

います。 

・また、クライアント用 PCの更新は、令



り本町職員に設定を行っていただく

前提です。 

・また、クライアント用 PCの更新は予

定されていますでしょうか。わかる

範囲で共有お願いします。 

和４年２月１日時点において、令和５

(2023)年 10 月頃の予定となっていま

す。 

10 

要求仕様書 【Ｐ.４】 

３（１）イ 

システムに必要なソフト

ウェア及びライセンスは、

全て受注者が用意するこ

と。について 

・高根沢町役場様が保有する、ウイル

ス対策ソフトを、自庁設置予定の文

書管理システム用 Windows サーバ

へ、LGAWAN契接続の高根沢町役場様

管理のウイルス対策サーバより、ク

ライアントインストールする想定を

しています。受注者の追加ライセン

ス調達が必要な場合、既存使用のウ

イルス対策ソフト及び、追加が必要

なライセンス及び、バージョン等を

教えて下さい。 

・文書管理システム用の WindowsServer

分の追加ライセンスは不要です。 

11 

要求仕様書 【Ｐ.４】 

３（１）イ 

システムに必要なソフト

ウェア及びライセンスは、

全て受注者が用意するこ

と。について 

・自庁設置予定の Windowsサーバにて、

文書管理システムの構築を想定して

いますが、Windows Server2019 CAL

は、高根沢町役場様が、既に保有のラ

イセンスの使用を前提としています

が、あっていますか。 

・または、新規に受注者が調達する必

要がありますか。 

・お見込みのとおりです。本町が保有す

るライセンスを使用します。 

  



12 

要求仕様書 【Ｐ.４】 

３（１）ウ 

サーバのデータは適切に

バックアップでき、データ

が破損した場合にも迅速

に復旧できること 

・貴町が示す SLA はございますか。無

ければ弊社の SLA で構わないでしょ

うか。 

・町としてお示しする SLA はありませ

ん。他自治体において認容されている

SLA であれば、その内容で差し支えあ

りません。 

13 

要求仕様書 【Ｐ.４】 

３（２）ア 

操作処理及び更新時間に

おいて、レスポンスが一定

の速度であること（本町の

ネットワーク環境を前提

に、自庁設置方式と比べて

大きな差が生じないこと

とする。） 

・一定の速度とありますが、数値はご

ざいますか。同規模の自治体事例か

ら、同時接続数約 30ユーザーにて、

〇〇処理の画面切り替わりが 3～5

秒程度が自庁設置方式と比較して大

きな差が無いものと理解します。 

・数値設定はしていません。なお、質問

内容に記載されている速度であれば、

許容されるものと考えます。 

14 

要求仕様書 【Ｐ.５】 

３（３）イ 

サーバ等機器は、本庁舎内

に設置にあたり、既存ラッ

ク（EIA規格準拠の 19イン

チラック）を使用するこ

と。 

なお、既存ラックが使用で

きない場合、本町と協議の

上、受注者が新規ラックを

用意し、設置すること。に

ついて 

・既存ラックに、６Uの使用を想定して

いますが、本町と協議の上、受注者が

新規ラックを用意する場合は、本業

務に費用を含めるという事でしょう

か。 

・費用を含める場合は、新規ラック必

要な場合は設置にあたり、アンカー

工事など費用算出の為の、現調など

の許可をお願いします。 

・新規ラックを用意する必要がある場合

には、受注者が新規ラックを用意し、

設置することになるため、本業務には

当該費用を含むことになります。 

・費用算出のための現調については、自

庁設置方式の場合に限り、参加表明後

に必要に応じて許可しますので、希望

がある場合はお申し出ください。 

15 

要求仕様書 【Ｐ.５】 

４（１） 

運用できるようにしなけ

ればならない。当該データ

は、CSV 等により本町から

提供する。について 

・移行データに WORD、EXCEL 等の添付

電子データはありますでしょうか。

ある場合は、概算ファイル数及び概

算容量をお教えください。 

・移行データには、WORD、EXCEL 等の添

付電子データを含みます。令和４年１

月５日時点において、その概算ファイ

ル数は約２万件の内数、概算データ容

量は約 32GBの内数となります。 



16 

要求仕様書 【Ｐ.６】 

５（４） 

システム認証後の全操作

履歴（アクセスログ及び操

作ログ）について 

・ログの保存期間の指定はございます

か。 

・ログの保存期間の指定はしていません

が、ログ取得の目的に鑑み、文書保管

中、当該文書に係るログを保存できる

ことが望ましいと考えています。 

17 

要求仕様書 【Ｐ.６】 

６（２） 

ハードディスク等の記憶

装置の部品を交換する場

合は、情報漏えいを防ぐた

め、データを消去するとと

もに、当該記憶装置を物理

的に破壊するなどの措置

を講じること。について 

・交換した、もとのハードディスクを

回収しないという保守メニューで対

応し、受注者にて物理破壊するとい

う方法でもよろしいでしょうか。 

・また物理破壊した時に必要なエビデ

ンスがあれば教えて下さい。（写真と

か、物理破壊後、高根沢町役場様返却

など） 

・交換した、元のハードディスク等につ

いては、受注者にて物理的に破壊する

という方法で差し支えありません。な

お、当該破壊に係るエビデンスとして

は、「破壊したことを確認できる写真

の提出」を想定しています。 

18 

要求仕様書 【Ｐ.８】 

９ 

職員研修について ・職員研修はすべて貴町施設内での集

合研修を想定されていますか。 

・全職員向けの研修は、動画提供、また

はオンライン研修も可能でしょう

か。 

・職員研修については、対面により行う

もののほか、動画提供又はオンライン

により行うものも可能とします。な

お、どの方法であっても、受講者から

の質疑への対応を含め、十分な研修効

果が期待できるものであることが条

件となります。 

19 

要求仕様書 【Ｐ.９】 

10 

マニュアル、テキストにつ

いて 

・マニュアル、テキストはアプリケー

ション内のリンクより、いつでもダ

ウンロード、印刷が可能な環境を提

供しますが、その方向で宜しいでし

ょうか。 

・通常のシステム使用時においては、質

問内容に記載の環境提供は可能です

が、本業務の成果物としては、本町が

指定する期日までに電子ファイルで

納品いただくことになります。 

  



20 

要求仕様書 【Ｐ.９】 

10 項番４ 

システム設計書一式 に

ついて 

・成果品にシステム設計書一式があり

ますが、当システムはパッケージシ

ステムである為、設計書は納品致し

ておりません。システム設定のパラ

メータ、マスタのシステム設定書等

を納品いたしますが、よろしいでし

ょうか。 

・システム設定のパラメータ、マスタの

システム設定書等は、操作マニュアル

に類するものと考えます。システム設

計に関するものをシステム設計書一

式に類するものとして提出いただく

ことを想定しています。 

21 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.１】 

業務区分 12 

本町において使用しない

機能は、メニューに表示し

ないようにできること。 

について 

・使用しないメニューも表示されます

が、非活性でグレーアウト表示され

ます。このような仕様でもよろしい

でしょうか。 

・差し支えありません。 

22 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.２】 

業務区分 15 

入力欄に応じて、チェック

ボックス、プルダウン、入

力支援機能（カレンダー機

能や文字形式や半角英数

等を自動的に切り替える

機能等）を配することがで

きること。  

について 

・入力欄に応じてチェックボックス、

プルダウン、選択画面と最適な方法

で値が入力できるようにしていま

す。但し、手入力項目については利用

者の判断を優先する為、自動的に半

角/全角の切り替えを行っておりま

せん。このような方法でもよろしい

でしょうか。 

・差し支えありません。 

23 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.２】 

業務区分 33 

添付できる電子文書の容

量を制限できること。容量

を超えた場合は、警告メッ

セージが表示されること。 

について 

・文書単位で指定された容量を超えた

場合、エラーとなり添付ができなく

なります。但し、システム管理者は、

電子文書の登録状況を見ながら容量

を調整することも可能です。このよ

うな方式でもよろしいでしょうか。 

・差し支えありません。 

  



24 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.２】 

業務区分 57 

２画面（並列画面）表示に

より、起案文書、添付文書

のプレビューを確認でき

ること。 について 

・添付文書は、通常フォルダのファイ

ルのように開くことができます。開

いたファイルは利用者の操作により

並べて表示も可能です。このような

方法でもよろしいでしょうか。 

・差し支えありません。 

25 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.２】 

業務区分 59 

決裁者は、決裁後でも決裁

を取り消し、決裁者の変更

をすることができること。 

について 

・最終決裁者及び承認者は、自身の承

認、否認は取消しできますが、決裁者

の変更は起案者のみが行えます。こ

のような方式でもよろしいでしょう

か。 

・差し支えありません。 

26 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.３】 

業務区分 86 

全てのファイルの完結処

理を一括で行えること。ま

た、一部のファイルのみの

完結処理も行えること。 

について 

・ファイルは、予め設定された完結日

を過ぎると自動的に完結処理がされ

ますがよろしいでしょうか。また、一

部のファイルを未完結として、保存

期間の開始を未定にすることもでき

ます。 

・差し支えありません。 

27 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.４】 

業務区分 96 

書庫のロケーション管理

は、ツリー構造で表示さ

れ、マスタ設定で登録でき

ること。また、空き状況も

確認できること。 につい

て 

・書庫は、書庫名と書庫内のロケーシ

ョン（列－棚-段など）によってわか

りやすく管理されます。書庫の収納

場所や空き状況は書庫レイアウト表

により視覚的に分かりやすく表示さ

れます。このような方式でもよろし

いでしょうか。 

・差し支えありません。 

  



28 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.４】 

業務区分 101 

引継予定日の延長ができ

ること。また、その理由入

力が可能であること。 に

ついて 

・引継ぎ延長は可能です。延長理由は

備考に入力する方式でよろしいでし

ょうか。 

・差し支えありません。 

29 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表  

【Ｐ.４】 

業務区分 102 

タブレット等の利用によ

り、引継作業を行うことが

できること。 

について 

・タブレット等とありますが、バーコ

ードハンディターミナルでもよろし

いでしょうか。 

・差し支えありません。 

30 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.４】 

業務区分 106 

タブレット等の利用によ

り、廃棄作業を行うことが

できること。 

について 

・タブレット等とありますが、バーコ

ードハンディターミナルでもよろし

いでしょうか。 

・差し支えありません。 

31 

（様式４）文書

管理システム機

能要件確認表 

【Ｐ.４】 

業務区分 117 

紐付いた電子文書（添付文

書内のテキスト）を含め

て、キーワードによる全文

検索ができること。 

・添付文書は、Word、Excel、 

PowerPoint、PDFでしょうか。 

・お見込みのとおりです。 

 

 


