
令和４年11月29日

沖縄県企画部情報基盤整備課

　　（令和４年度）

  　　　インターネット接続系ネットワーク機器等の賃貸借に係る

　　　　質問事項回答

項番 質問該当項 該当項目 質問内容 質問回答

1

沖縄県公報P4
一般競争入札に参加
できる者の資格

申請方法２（4）
ネットワークの構築および
情報システムの保守管理
に関し直近３事業年度以上
の営業実績を有しているこ
と

リース会社が応札する場合、本事項につい
ては機器の設置設定および運用保守を行う
業務提携業者の営業実績を有するものと認
識してよろしいでしょうか。

業務提携証書の提出がある場合、業務提携者が
入札参加資格を持つことが示せるのであれば、
差し支えありません。

2

一般競争入札の公告
２(1)～(8)

本件に係る入札に参加で
きる者は、次に掲げる要件
をすべて満たす者とする。

弊社はリース会社の応札に際し、リース会
社応札時の機器の設置設定および運用保守
を業務提携業者として参加したいと考えて
おります。
その際に業務提携業者として公告２　一般
競争入札参加要件を満たす者に該当するこ
とが条件という認識でよろしいでしょう
か。

ご認識の内容で問題ありませんが、応札者に同
種業務の営業実績がない場合は、応札者と業務
提携者にて要求仕様書５要求仕様に記載のある
仕様を満たせることも条件といたします。
その際、業務提携証書には機器の設置設定や障
害対応に限らず、移行、運用支援、監視、保守
など提携者が実際に行う業務について記載し、
応札者との業務の切り分けを明確にしていただ
きますようお願いします。

3

一般競争入札の公告
５(1)

この公告による一般競争
入札の参加資格の登録を
申請する者は、次に掲げる
書類を直接持参又は郵送
により(2)に掲げる場所に提
出するものとする。

弊社はリース会社の応札に際し、リース会
社応札時の機器の設置設定および運用保守
を業務提携業者で参加したいと考えており
ます。
　その際に応札リース会社を通じ、業務提
携業者として入札参加に必要な資料につい
て、応札者を通じ、業務提携書の添付資料
として、以下を提出すればよろしいでしょ
うか。
・沖縄県公報　４(1)
・別紙４－２　誓約書
・別紙４－４
　業務提携書
　ネットワーク・情報システム構築作業及
び障害対応業務体制証明書
・様式第１号　同種の業務等の実績調書

左記の書類に加え
・機能証明書
・申請日直近の、労働保険料の納入が済んだこ
とが分かる書類の写し（加入義務がない場合を
除く）
・申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入
が済んだことが分かる書類の写し（加入義務が
ない場合を除く）
・社会保険に加入義務がないことについての申
出書（加入義務がない場合のみ）
の提出をお願いします。

4

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書5,6,7

6.1調達概要 調達機器数量（ソフトウェア含む）の(1)
ソフトウェア構成と(2)ハードウェア構成
に関して、備考に参考型番と記載のあるも
のは、6.1調達概要を実現できるものであ
れば、代替製品を提案してもよい理解で
しょうか？

参考型番等と機器、構成が異なる場合、当県が
示す調達仕様に対し、機能面、性能面で同等以
上であると認められる場合において、入札参加
を可能とします。

5

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書5,6,7

P7 6.2(2)ハードウェア構成 P5,6　6.1調達概要を実現出来る場合、P7
6.2(2)の仮想化基盤サーバはHCIサーバで
ある必要はございますでしょうか？3tier
構成で調達概要を満たす内容で提案をさせ
て頂くことは、問題がありますでしょう
か？その場合、個別のメーカー特有且つ
HCI特有の記述に関しては緩和いただくこ
とは可能でしょうか。

P7の参考型番に記載のある製品に関しては
１社特価優先制度があるメーカーのものと
なりますが、P9以降の機能要件には参考型
番の製品以外提案できない仕様が記入され
ております。性能要件を満たす代替製品の
ご提案は可能でしょうか。

参考型番等と機器、構成が異なる場合、当県が
示す調達仕様に対し、機能面、性能面で同等以
上であると認められる場合において、入札参加
を可能とします。

6

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書5,6,7

P7 6.2(2)ハードウェア構成 負荷分散装置にA10 Thunder 1040Sとハー
ドウェアアプライアンスの記載があります
が、P20の詳細要件には仮想版とありアン
マッチがあります。A10の負荷分散装置の
仮想アプライアンスの10G性能が出るモデ
ルをご提案すると理解してよろしいでしょ
うか？

機能、性能を満たしたものであれば、ハード
ウェアアプライアンスでも仮想アプライアンス
でも問題ありません。

7

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書p16

6.5機能要件
(5)メール無害化　機能要
件

本件、「参考型番：Mail Defender」でも
実現できない機能である場合は、必須要件
として求めない理解でよろしいでしょう
か？
送信を遮断することはできますが、受信を
遮断することはできない状況です。

項番26と同様の仕様といたします。

8

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書p5

p5,6 6.1調達概要
メール原本保管について

メール無害化製品と合わせてアーカイブ機
能を実装する理解であっていますでしょう
か？
その場合、アーカイブ期間は２か月程度で
しょうか？期間を教えていただきたくよろ
しくお願いいたします。

原本メールの保存期間については１か月間程度
を想定しております。

9

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書p21

(7)HW機能要件
9.UPS機能（シャットダウン
装置含む）

UPSの仕様の中の本項目のみ、運用上の機
能要件ではなく、参考型番に記載のある製
品固有の形状に関する内容となります。
PDU単体が1U→2Uになることで貴県の本調
達概要の目的に影響が生じますでしょう
か？

ラック内に納まるのであれば影響は生じないと
考えます。



10

公示5　申請方法等 入札参加申請について 当社はリース会社であり、物件構築、設
置、保守対応等については別法人に業務委
託の上対応を予定しておりますが、入札参
加資格登録申請書含め、申請に必要な書類
は業務委託先のものも提出が必要でしょう
か。

項番２と同様です。

11

公示5　申請方法等 固定資産税の納税につい
て

物件の固定資産税は物件所有者である受注
者が負担するとの認識でしょうか。

ご認識のとおりです。

12

契約書第3条 月額料金の記載について 月額を記載する部分について、消費税の記
載がありませんが、消費税込みの金額を記
載する認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
実際に毎月支払われる税込みの額を記載いたし
ます。

13

契約書第5条 契約保証金について 契約保証金の始期をお教えください。 契約保証金は、契約締結時より前に納付して頂
くことになります。
契約保証保険契約を締結する場合も、契約締結
時より前に締結して頂きます。

14

契約書第14条 動産総合保険について ・機器類に付保する動産総合保険とは、一
般的な保険（地震、津波等による損害が対
象外）でよろしいでしょうか。
またソフトウェアにも動産総合保険の付保
は必要でしょうか。
・賃貸借物件は屋内持ち出しは無く、屋外
持ち出しは無く、屋外に持ち出された際の
保険事故については保険対象外という認識
でよろしいでしょうか。

いずれについてもご認識のとおりです。

15

契約書第16条 ソフトウェアについて ・ライセンスの譲渡に係る権利等の取り扱
いについては、貴県側で納入業者と手続き
頂く認識でよろしいでしょうか。
・ソフトウェアのみ無償譲渡という認識で
よろしいでしょうか。

いずれについてもご認識のとおりです。

16

契約書第23条
契約書第25条

賃貸薬量の変更について 過去の貴県の賃貸借契約において、過去に
賃貸借料を変更した事例、また減額した事
例はございますか。

消費税額の変動に合わせ、賃貸借料を変更した
ことがあります。

17

契約書第30条 立入権について ・構築、保守業務等については保守業者で
の対応を予定しておりますが、立入権も業
務委託の範囲に含まれる認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
構築に携わる予定の保守業者にも立入権は認め
られます。

18

契約書第34条 契約解除について 契約解除は本条文に該当する場合のみ発生
する認識でよろしいでしょうか。また、過
去に予算削減等の理由で契約を解除した事
例はございますでしょうか。

ご認識のとおりです。
予算削減を理由とした解除の事例はございませ
ん。

19

入札書（単体用）に
ついて

同左 入札書に記載する金額は総額での記載か、
月額での記載かどちらになりますでしょう
か。

総額をご記載ください。

20

契約形態について 同左 本契約は長期継続契約にあたるとの認識で
よろしいでしょうか。

本契約は債務負担行為に基づく契約であり、長
期継続契約ではございません。

21

納品遅延について 同左 半導体不足等当社起因でない事由により納
品遅延が発生した場合は納品期日及び履行
期間について協議の上変更は可能でしょう
か。

業務上支障が生じるため、原則として変更はで
きません。

22

入替前物件の使用に
ついて

同左 本導入は入れ替えと記載がありますが、入
れ替え前の物件の使用年数をご教示くださ
い。

平成29年3月1日から利用しているため、入替の
タイミングである令和5年7月31日時点で6年4カ
月程度使用する想定です。



23

インターネット接続
系ネットワーク機器
等の賃貸借　要求仕
様書4.4

消去結果証明書の提出に
ついて

消去結果証明書の提出は、業務提携先から
の直接の提出でよろしいでしょうか。

差し支えありません。

24

解約発生時の損害賠
償について

同左 予算削減等受注者に起因しない事由で契約
解除が発生した場合、受注者は解除によっ
て生じた損害の賠償を発注者に請求できる
認識でよろしいでしょうか。

契約解除の事由を踏まえて受注者・発注者間の
協議の上で対応を決めることとなります。

25

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P7
6.2

調達機器数量（ソフトウェア
含む）
（2）ハードウェア構成

仮想化基盤スイッチ、管理用スイッチ、業
務用システム集約用スイッチに関して、P8
6.4機器設置条件（３）「省スペース・省
電力に配慮すること」を考慮し、他の仕様
を満たした構成を維持できる範囲内で、機
器の統合・集約することは可能でしょう
か。

可能です。

26

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P14
6.5

機能要件
(5)　メール無害化

「システムにアカウント登録されていない
メールアドレスの送信・受信を遮断する機
能を有すること。」について参考型番の
Mail Defenderでは送信を遮断することは
可能ですが、受信については警告メールを
システム管理者に通知する機能しかござい
ません。
「システムにアカウント登録されていない
メールアドレスの送信は遮断、受信は警告
メールをシステム管理者に通知する機能を
有すること。」に仕様緩和いただけますで
しょうか。

項番7と関連しますが、要求仕様書　P14 6.5の
(5)No.1メール無害化の「システムにアカウン
ト登録されていないメールアドレスの送信・受
信を遮断する機能を有すること。」について
は、「システムにアカウント登録されていない
メールアドレスの送信は遮断、受信は警告メー
ルをシステム管理者に通知する機能を有するこ
と」へと仕様緩和いたします。

27

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P22
6.5

機能要件
(7)　HW　機能要件

「無停電電源装置は給電を継続したままイ
ンバータモジュール交換、バッテリ交換等
のメンテナンス作業が実施出来ること。」
について参考型番のAPC Smart-UPS
SRT5000VAでは「給電を継続したままイン
バータモジュールの交換」ができませんの
で文言を削除いただけないでしょうか。

要求仕様書　P22 6.5の(7)No.9UPS機能の「無
停電電源装置は給電を継続したままインバータ
モジュール交換、バッテリ交換等のメンテナン
ス作業が実施出来ること。」については、文言
を削除いたします。

28

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P22
6.5

機能要件
(7)　HW　機能要件
9　UPS機能（シャットダウン
装置含む）

「PDUは１U型でラックマウントが出来る計
上であること。」についてP8 6.4機器設置
条件（３）「省スペース・省電力に配慮す
ること」を考慮し、PDUを19インチラック
側面にOU型で固定することを許容いただけ
ないでしょうか。

差し支えありません。

29

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P2
4.4

賃貸借機器返還時の注意 データ消去は現地で行わなければならない
でしょうか。

現地で行うことが望ましいですが、困難な場合
は協議の上で対応することとなります。

30

別紙1　インター
ネット接続系ネット
ワーク機器等の賃貸
借要求仕様書　P21
6.5

機能要件
(7)　HW　機能要件
6　管理用スイッチ

CDPはCisco社独自プロトコルとなり、参考
型番のJuniper EX4600では対応していませ
んので文言を削除ただけないでしょうか。

要求仕様書　P21 6.5の(7)No.6管理用スイッチ
の「隣接するデバイス間で、トポロジの管理を
行う機能を有すること。(CDP)」については、
文言を「隣接するデバイス間で、トポロジの管
理を行う機能を有すること。」へと改めます。

31

再リース契約の扱い
について

同左 現契約満了後物件を継続して使用される場
合は、別途再リース契約を締結して頂くと
いう認識でよろしいでしょうか。

再リース契約を新規に締結することになりま
す。
再リースが必要になった時点で協議を行わせて
頂ければと考えております。


