
質問書 回答

項目 内容

1 仕様書P10

3.6.1(2)サーバ

ラック構成で構築する際、ラック

の耐震工事（アンカー工事）は必

要でしょうか。（アンカー工事が

必要、もしくはスタビライザー(ス

カート)の取付が必要など）

アンカー工事又はスタビライザー

（スカート）取付等、何かしらの

耐震対策が必要です。（現状、14

階サーバ室は、スカートでの対策

が多いです。）

2 機能要件回答書

8③予算執行状況一覧表は、課所

毎の明細とこれを集計した総括の

２パターンが指定できること。

流域単位での出力が必要になりま

すでしょうか。

流域単位での出力が必要です。

3 機能要件回答書

8⑧四半期毎の予算執行計画が登

録できること。

予算執行計画では資金が伴わない

執行分も含める必要がありますで

しょうか。

資金が伴わない執行分も含める必

要があります。

4 機能要件回答書

9③調定の減額の取消ができるこ

と。

調定の減額の取消とは、調定の減

額を行った伝票を削除するという

意味でしょうか。

当初調定に対する減額をなかった

ことにして（減額の伝票を削

除）、当初調定の状態に戻すこと

を想定しています。

5 機能要件回答書

9⑲流域配下にセグメントでの管

理ができること。

流域配下のセグメントとは「那覇

浄化センター」「宜野湾浄化セン

ター」等の単位と認識してよろし

いでしょうか。また、予算及び執

行の管理は「中部流域下水道」

「中城湾流域下水道」等の流域単

位、もしくは「那覇浄化セン

ター」「宜野湾浄化センター」等

のセグメント単位のどちらで管理

する予定でしょうか。

流域配下のセグメントとは「那覇

浄化センター」「宜野湾浄化セン

ター」等の単位です。予算及び執

行の管理は流域単位としつつも、

セグメント単位でも執行状況の確

認ができることを想定していま

す。

6 機能要件回答書

10③予定支出負担行為及び支出負

担行為の変更は予算執行整理簿に

おいて履歴の管理ができること。

変更とは更正伝票と認識してよろ

しいでしょうか。もしくは修正の

履歴を予算執行整理簿で管理する

という意味でしょうか。

支出負担行為の変更とは、更正伝

票のほか、変更支出負担行為の伝

票を想定しています。

7 仕様書P10

3.6.1(2)サーバ

サーバラックの筐体に制限はござ

いますでしょうか。（U数など）

特に制限はありません。

8 機能要件回答書

１②サービス提供型の接続回線

は、LGWAN接続または専用線に

よる回線とすること。

LGWAN-ASPの場合、貴県の

LGWAN接続機器の設定変更に係

る費用は貴県の負担という認識で

よろしいでしょうか。

よいです。
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9 機能要件回答書

８⑨予算科目に弾力条項適用（予

算執行超過）の設定ができるこ

と。

予算科目毎に予算超過を許可する/

しないを設定し、負担行為や支出

登録の予算超過時にエラーとする/

しないの運用を想定されていると

いうことでよろしいでしょうか。

よいです。

10 機能要件回答書

９③調定の減額の取消ができるこ

と。

調定減伝票を登録後に削除する運

用で要件を満たしているとしてよ

ろしいでしょうか。それとも、

「取消＝科目更正」として取消区

分設定すると科目更正の振替伝票

が作成される運用を想定している

のでしょうか。

調定減伝票を登録後に削除する運

用で要件を満たしています。

11 機能要件回答書

１０⑮予算科目の設定により予算

残がマイナスであっても執行がで

きる科目とできない科目を分ける

ことができること。

予算科目毎に予算超過を許可する/

しないを設定し、負担行為や支出

登録の予算超過時にエラーとする/

しないの運用を想定されていると

いうことでよろしいでしょうか。

よいです。

12 機能要件回答書

１２①入出金の明細表が、金融機

関別、預金種別ごとに、日単位で

一覧表として作成できること。

金融機関別・預金種別毎で管理で

きるように科目を細かく作成し伝

票登録を行う運用を想定しており

ますがよろしいでしょうか。

よいです。

13 機能要件回答書

１５①償却資産の登録時、システ

ムから耐用年数表を参照し、耐用

年数を登録できること。

資産区分に対応年数を初期設定す

ることで区分を選択するだけで対

応年数が初期表示されることで要

件を満たしているとして良いで

しょうか。

よいです。

14 機能要件回答書

１５⑪耐用年数変更による「年間

償却費」の変更ができ、これまで

の償却累計額を「修正益又は損」

で更正できること。

決算確定している減価償却費は変

わらずに残りの期間で償却額を調

整する為、「修正益又は損」は発

生しない想定ですが要件を満たし

ているとして良いでしょうか。

この場合、要件は満たしていない

こととなります。登録時の耐用年

数設定に誤りがあった場合など

は、登録時にさかのぼって本来の

耐用年数に変更し、過去の減価償

却累計額を修正して、修正益又は

損で処理することを想定していま

す。



15 機能要件回答書

１６②地方公営企業決算状況調査

表のうち損益計算書（20表）、費

用構成表（21表）、貸借対照表

（22表）、資本的収支に関する調

（23表）、「企業債に関する調

（24表）」、「企業債年度別償還

状況調（45表）」を円単位及び千

円単位で機械的に作成できるこ

と。

「企業債に関する調（24表）」、

「企業債年度別償還状況調（45

表）」は企業債金額の千円単位の

丸め処理が困難なため、円単位で

の参考資料出力となりますが用件

を満たしているとして良いでしょ

うか。

この場合、要件は満たしていない

こととなりますが、参考資料出力

という代替案での対応ということ

で、機能要件回答書の回答欄は

「○」になります。

16 機能要件回答書

１８⑤大量データの一括登録を可

能とすること。

取引先や固定資産の資産登録を想

定しておりますが、どのような

データを想定しているのでしょう

か。

取引先や固定資産、企業債、ユー

ザ情報をエクセル等に入力して、

一括でシステムに登録することを

想定しています。給与システム

等、他システムとのデータ連携の

ことではありません。

17 機能要件回答書

１③

「発注者からのカスタマイズの要

望に対応できること。」とありま

すが、当資料（機能要件回答書）

に記載のない（要望）事項がある

のでしょうか。あるならば、ご提

示いただけないでしょうか。

現時点では資料に記載のないカス

タマイズの要望事項はありませ

ん。将来的に要望事項が生じた場

合のことを想定しています。

18 機能要件回答書

４③

「中部流域についてはさらに「那

覇処理区」、「伊佐浜処理区」、

「再生水」の３つのセグメントで

管理できること」とありますが、

処理区別に集計する必要のある帳

票があればご教示ください。

予算執行状況一覧表、固定資産明

細書、企業債明細書等を想定して

います。

19 機能要件回答書

７⑧

「システムに蓄積されている情報

を基に、予算要求書、補正予算要

求書及び各種予算説明資料（予算

事項別明細書、予算実施計画書、

予算実施計画明細、予定キャッ

シュフロー計算書、予定損益計算

書、予定貸借対照表）等が機械的

かつ各帳票が連動して作成できる

こと。」とありますが、現行業務

でご利用している帳票がございま

したら、ご提示いただけないで

しょうか。

現在は官公庁会計のため、企業会

計における帳票は使用していませ

ん。



20 機能要件回答書

１４①

システムに蓄積されている情報を

基に精算表、決算報告書、損益計

算書、キャッシュフロー計算書、

剰余金計算書または欠損金計算

書、貸借対照表、収益費用明細

書、資本的収支明細書等の各種決

算資料が機械的かつ各帳票が連動

して作成できること。とあります

が、現行業務でご利用している帳

票がございましたら、ご提示いた

だけないでしょうか。

現在は官公庁会計のため、企業会

計における帳票は使用していませ

ん。

21 機能要件回答書

９⑧

「収納消込処理の誤処理」につい

て、具体的な例があればご教示く

ださい。

調定Ａの消込処理をすべきとこ

ろ、誤って調定Ｂの消込処理をし

てしまう場合などを想定していま

す。

22 機能要件回答書

６⑤

「決算欄の変更」とは具体的に何

を指しますか。ご教示ください

「決済」とあるのは「決裁」の誤

りです。申し訳ありません。「決

裁欄の変更」とは、役職名の変更

や、押印欄の追加等を想定してい

ます。

23 仕様書P10

3.6.2 ソフトウェア構成

「端末にソフトウェアのインス

トールをすることなく利用できる

こと」とございますが、弊社シス

テムでは、データ処理等を分散さ

せるため、Web の通信技術を使用

したリッチクライアント方式にて

構成しており、各端末に2 種類の

ソフトウェアをインストールする

ことが必要になります。今回のご

提案で、クライアントへのインス

トールをお認めいただけますで

しょうか。

クライアントへのインストールは

可能ですが、当該審査項目の評価

は低くなります。

24 機能要件回答書

１０㉘

本機能要件において、「更正処理

が行えること」と掲載されており

ます。本文中に掲載されている

「更正処理」とは、科目誤りや金

額誤りによる更正という考え方で

よろしいでしょうか。

よいです。



25 業務委託契約書（案）

第15 条

契約書案15 条において所有権が甲

に移転すると掲載されております

LGWAN（または専用回線）-ASP

での提案の場合、クラウド形式に

よるサービス利用という考え方に

なります。そのため、成果品とし

て掲載されているシステム一式の

所有権を、移転することが難しい

と考えております。つきまして

は、LGWAN-ASP（または専用回

線）で提案させていただく場合、

システム一式について、所有権移

転対象外とさせていただくことは

可能でしょうか。

可能です。

サーバ設置型でご提案させていた

だく場合、以下の点につきまして

ご教示ください。

①OS のセキュリティパッチ適用

につきまして、「P.8 3.2.2 情報

セキュリティ対策(1)セキュリティ

パッチ」の掲載がございます。こ

の場合、セキュリティパッチのダ

ウンロードは、貴庁のネットワー

クからダウンロードさせていただ

くことは可能でしょうか。

①サーバーへのセキュリティパッ

チは配信していないため、パッチ

適用後の稼働検証をした上で手動

で更新することを想定していま

す。

②「P.8 3.2.2 情報セキュリティ

対策(2)ウィルス対策」につきまし

て、定義ファイルを貴庁の管理

サーバから受取更新することは可

能でしょうか。

②LGWAN系でも更新可能な

WindowsOS向けSymantec

endpointを配布しているので、こ

れについては可能です。

③P.10 に掲載されている仕様か

ら、ラックは既存のラックではな

く新規に調達させていただく考え

でよろしいでしょうか。

③そのとおりです。

④バックアップ機器につきまし

て、データカートリッジ等の物理

媒体でバックアップすることをご

想定でしょうか。またその場合、

世代管理として何本の媒体をご用

意すればよろしいでしょうか。

④サーバ設置型の場合、基本的に

はテープカートリッジ等の物理媒

体でのバックアップを想定してお

り、毎年度２本程度の媒体が必要

と考えます。

仕様書

3.6.1(2)サーバ

27



⑤電話や現地訪問といったサポー

トの他に、VPN 接続による回線を

サーバに接続し、リモート保守を

行うことが可能です。リモート保

守につきまして、ご提案可能で

しょうか。

⑤リモート保守は、セキュリティ

の関係上認めていません。


