
 件名：君津市立保育園等ICTシステム導入事業に係る公募型プロポーザル

番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

1 12月6日
仕様書
Ｐ９

３ システム内容　(6) 動作環境
市職員・施設職員の要件のブラウザにつきましては、
GoogleChromeでの動作環境のみでは利用不可の理解で問題
ないでしょうか。

動作要件に記載のとおり、市職員・施設職員の環境におい
ては、PC（既存）はFirefox、タブレットのブラウザは
Safariのみの対応となります。

2 12月6日
仕様書
Ｐ９

３ システム内容　(6) 動作環境
保護者の要件において、ブラウザ指定は見受けられません
が、すべてのブラウザに対応の必要はない（一部のブラウ
ザでも問題ない）という理解で問題ないでしょうか。

下記のとおり、ブラウザ指定とさせていただきます。
iOS:Safari
Android:Chrome

3 12月7日
実施要領Ｐ２　３
プロポーザル参加

資格要件

現在、君津市入札参加資格はございませんが、並行して入
札参加資格の申請をさせていただいた場合、公募に参加さ
せていただくことは可能でしょうか。

「実施要領Ｐ２　３　プロポーザル参加資格要件」にお示
しのとおり、参加表明書提出時に要件を満たしていなけれ
ば認めることはできません。

4 12月7日
仕様書 Ｐ４
ア タブレット端末
（Wi-Fi モデル）

Apple 社iPad(10.2 インチ)相当とあるが、10.1 インチも
お認めいただけないでしょうか。

仕様書記載のとおり、Apple社iPad（10.2インチ）相当と
するものとし、10.1インチは認められません。

5 12月7日
実施要領 P3
導入期間

iPad の世界的な生産遅延による納期の見通しが立たない
ことから、iPad の納期遅延をお認めいただけないでしょ
うか。

納期遅延を認めることはできません。

6 12月7日
仕様書 Ｐ４
ア タブレット端末
（Wi-Fi モデル）

iPad の納品見通しが立たない場合、保育支援ソフトが
Windows に対応していれば、Windows タブレットでiPad
と同等以上の仕様であればよろしいでようか。

仕様書記載のとおり、Apple社iPad（10.2インチ）のみを
認めるものといたします。

7 12月7日
仕様書 Ｐ４
ア タブレット端末
（Wi-Fi モデル）

指紋認証についてTouchID となっているが、同等の指紋認
証で良いか。

仕様書記載のとおり、Apple社iPad（10.2インチ）に対応
する指紋認証センサーとなります。

8 12月7日
仕様書 Ｐ５
イ Wi-Fi 接続用機
器（スイッチ）

仕様：湿度10～85%（結露なきこと）となっているが、低
湿度時の結露は考えにくいので、仕様：湿度30～85℃（結
露なきこと）でもよろしいでしょうか。

仕様書記載のとおり、湿度10～85%（結露なきこと）とい
たします。

質問内容及び回答（全体版）



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

9 12月7日
仕様書 Ｐ５
イ Wi-Fi 接続用機
器（スイッチ）

MAC アドレスフィルターを有していることとなっておりま
すが、アクセスポイントで有しているため、スイッチング
ハブでは不要と思われますので、有してなくてもよろしい
でしょうか。

いただいたご意見のとおり、各アクセスポイントにて有し
ていることから、スイッチングハブにMACアドレスフィル
ター機能を有しなくても可とします。

10 12月7日

仕様書 Ｐ５
ウ Wi-Fi 接続用機
器（アクセスポイ
ント）

仕様：湿度10～85%（結露なきこと）となっているが、低
湿度時の結露は考えにくいので、仕様：湿度30～85℃（結
露なきこと）でもよろしいでしょうか。

仕様書記載のとおり、湿度10～85%（結露なきこと）とい
たします。

11 12月7日
仕様書 Ｐ９
（６）動作環境

市職員 施設職員のPC とタブレットおよび保護者のスマー
トフォンの使用用途について教えてください。

市職員のPC：施設における園児の登園・利用状況や職員の
状況等をクラウドシステム上で確認する。
施設職員のPC、タブレット：施設の保育士等職員が保護者
連絡や帳票等の入力に使用する。
保護者のスマートフォン：施設から保護者への連絡内容の
受信など

12 12月9日
仕様書P2
システム構成

市立保育園等の拠点間でネットワーク的に疎通は可能で
しょうか？

可能です。

13 12月9日
仕様書P2
システム構成

市立保育園等のネットワークからインターネット上のサイ
トにアクセスする際、Web プロキシサーバーを利用する必
要がありますでしょうか？
また、Web プロキシサーバー経由でのアクセスが必要だっ
た場合、Web プロキシサーバーからユーザーID/パスワー
ドを求められるような認証の仕組みは存在しますでしょう
か？

Webプロキシを使用する必要があります。
認証は必要ありませんが、こちらで提供する証明書をイン
ストールする必要があります。

14 12月9日
仕様書P2
システム構成

各拠点のルータまでは君津市様にて調達されるとのことで
すが、各拠点のフレッツVPN プライイオの回線開通とルー
タ設置、各拠点からのインターネット網へのアクセス可能
となる時期はいつになるでしょうか？

１月下旬を予定しています。

15 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

Wi-Fi 接続用機器（スイッチ）の設置場所を平面図上に記
載いただくことは可能でしょうか。
また、Wi-Fi 接続用機器（スイッチ）の設置場所は、君津
市様管理のルータと同じ場所であるという理解でよろしい
でしょうか。

別添「Wi-Fi構築　機器設置イメージ図」のとおりアクセ
スポイント、スイッチの設置場所の参考イメージをお示し
します。なお、スイッチの設置場所は原則ルータ付近を考
えており、アクセスポイントは職員室は原則室内壁面、保
育室は廊下壁面への固定を想定しております。

16 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

資料P4 以降に平面図がございますが、寸法の記載箇所の
うち文字が潰れており読み取れない箇所がございます。
アクセスポイント用のLAN 配線の距離を確認するため、寸
法の記載箇所が鮮明に読み取れる平面図をご提供いただく
ことは可能でしょうか。

古い施設が多いことに伴い鮮明な図面がなく、現在公表し
ている図面のみの提供となります。ご容赦ください。



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

17 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

アクセスポイントの台数にご指定がございますが、現状想
定されている設置場所を図面内でご指定いただくことは可
能でしょうか。詳細な指定（例：保育室は廊下壁面、職員
室は室内壁面など）がある場合は併せてご指示をお願いい
たします。
また、無線LAN の利用エリアは、資料P4 以降の平面図に
て赤枠で囲まれている場所という理解でよろしいでしょう
か。

無線LANの利用エリアは、ご認識のとおりです。

18 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

アクセスポイント用のLAN配線工事について
資料P4 以降に平面図がございますが、施設内のLAN 配線
工事においては、ケーブルを天井裏（作業時は点検口使
用）に通すことはできるのでしょうか。それとも、基本的
に壁面や天井部分に配管を新設する形になりますでしょう
か？

施設によっては天井裏を通すことも可能な場合もございま
すが、基本的には壁面や天井部分に敷設していただく形と
なります。ケーブルの保護についてはご提案によります。

19 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

アクセスポイント用LAN 配線工事について、的確な見積金
額を算出するためには、全拠点での現地調査が必要になり
ますが、現地調査は可能でしょうか。可能な場合、現地調
査に伺う場合のお問合せ先や訪問可能時間のご教授をお願
いします。
現地調査ができない場合は、全拠点の平面図上で配線ルー
トを明確に図示した資料、および、全拠点の現地で撮影し
た配線ルート全区間の写真上に配線ルートを明確に図示し
た資料をご提供いただくことは可能でしょうか。

現地調査は可能となります。
予め君津市保育課に希望の日にちおよび時間帯等をお伝え
いただいたうえで、各園と調整させていただきます。

20 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

資料P4 以降に平面図がございますが、内箕輪保育園と中
保育園棟においては、職員室や保育室がある建屋と、遊戯
室の建屋が物理的に離れており、渡り廊下でつながってい
るように見受けられます。
この渡り廊下部分におけるLAN 配線工事にてどのような施
工ができるかを確認したいのですが、この渡り廊下の形状
は、室内（屋根あり、壁あり）になりますでしょうか。そ
れとも、屋外（屋根あり、壁なし）になりますでしょう
か。

屋外（屋根あり、壁なし）になります。



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

21 12月9日
【資料】導入予定
施設一覧及び参考
図面

令和4年1月中旬から2月28日の期間における、アクセスポ
イント設置（配線工事含む）の作業可能日、作業可能時間
帯について開示をお願いいたします。作業実施にあたり、
事故防止の観点から、園児不在の間が望ましいです。
また、工事前の現地調査が必要となりますため、令和4年1
月中旬～末日までの間で、各保育園への立ち入り可能日、
時間帯について開示をお願いいたします。

基本的に平日は７時から１９時まで（南子安保育園のみ７
時から２０時まで）が開園時間となっており、時間帯に
よって人数は異なるものの園児は登園している状況です。
土曜日については、午前中のみ開園施設が５園（上湯江、
内箕輪、常代、小糸、かずさあけぼの）、一日開園施設が
５園（久保、南子安、中、小櫃、人見）となっております
が、平日よりも利用者は少ない傾向にあります。
日曜及び祝日については休園日となっております。
基本的に利用者が少ない（いない）時間帯でお願いする形
となりますが、平日、土日祝日含めて市及び各施設側と事
業者との協議の上で決定していく形となると考えておりま
すので、現時点ではっきりとした日時等の開示は困難で
す。

22 12月9日
企画提案書記載要
領及び評価基準

0 参加資格について
システム運用業者が、プライバシーマーク、ISO/IEC27001
の認証を取得していること。とありますが、国際規格の
ISO27001 では個人情報保護も内包されているPマークの上
位規格なのでISO27001 が取得されていれば参加要件を満
たしていると考えますが宜しいでしょうか。

プライバシーマークについては、「個人情報について適切
な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等の評価」
であることに対し、ISO/IEC27001については「さまざまな
情報資産を守り有効に活用するためのマネジメントシステ
ム規格」とされております。
個人情報に焦点をあてて管理レベルが問われるプライバ
シーマークの認証の有無に関しては、個人情報を厳重に取
り扱うべき行政の立場としては着目すべきポイントである
と考えております。
そのため、実施要領記載のとおり、「(9) システム運用業
者が、プライバシーマーク、ISO/IEC27001の認証を取得し
ていること。」を要件とすることから、プライバシーマー
クの認証取得は必須となります。

23 12月9日

実施要領P4
４選定　(5)企画提
案参加申請書等の
提出　ア　提出書
類

（ウ）実績届出書（様式３）について
君津市立保育園等ICT システム導入事業に係る公募型プロ
ポーザル 実績届出書へ記載する内容は、ソフト会社が直
接納品した実績を含めてもよろしいいでしょうか。

システム運用業者の実績を含めていただいて構いません。

24 12月10日

実施要領
4-(3)選定スケ
ジュール
導入期間

機器の調達納期が間に合わない場合、導入期間を延長する
事は可能でしょうか？

納期遅延を認めることはできません。



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

25 12月10日
仕様書
2-(2)-イ
設置・動作確認

各園のルータおよび、PoEスイッチ・アクセスポイントの
設置位置と設置方法を教えて下さい。

別添「Wi-Fi構築　機器設置イメージ図」のとおりアクセ
スポイント、スイッチの設置場所の参考イメージをお示し
します。なお、スイッチの設置場所は原則ルータ付近を考
えており、アクセスポイントは職員室は原則室内壁面、保
育室は廊下壁面への固定を想定しております。

26 12月10日

仕様書
2-(2)-ウ
賃貸借期間満了後
の撤去

LAN配線の敷設および、撤去は現地調査を実施しないと見
積もりが困難なため、対象外とさせて戴くことは可能で
しょうか？

LAN配線の敷設及び撤去に関するご提案も含めていただく
必要がございます。現地調査については、施設側との日程
調整等により対応は可能となりますので、ご検討くださ
い。

27 12月10日
仕様書
2-(3)-エ
機器保守要件

アクセスポイントの代替機を5台見込んでいるが、障害時
の交換作業の実施は君津市様で可能でしょうか？

アクセスポイントの交換対応については、事業者様による
対応を見込んでおります。

28 12月10日

アクセスポイントの壁面への設置について
各拠点におけるアクセスポイント設置工事においては、壁
面への設置を考えておりますが、アクセスポイント設置ご
希望位置の壁の材質はどのような材質になりますでしょう
か。

別添「各施設壁材質、天井高一覧」をご参照ください。

29 12月10日

アクセスポイント用のLAN 配線工事について
各施設内のLAN 配線工事に際して、ケーブル配線ルート
（全区間）における天井高はそれぞれ何メートルになりま
すでしょうか。

別添「各施設壁材質、天井高一覧」をご参照ください。

30 12月10日 仕様書Ｐ５

Wi-Fi 接続用機器（スイッチ）用の電源について
各拠点においてWi-Fi 接続用機器（スイッチ）用に電源コ
ンセントが1口必要となりますが、各拠点の設置ご希望位
置にご用意いただくことは可能でしょうか。

既存の電源コンセントをご活用いただきますようお願いし
ます。

31 12月10日

実施要項 P7
（１１）第２次審
査
ウ 審査方法

(ｱ) プレゼンテーション
プレゼンテーションの説明は、本企画提案のプロジェクト
マネージャー（全体管理責任者）が担当すること。とあり
ますが、システムの機能等の説明は、システム担当者が説
明してもよろしいいでしょうか。

システム担当者による説明も可能とします。

32 12月13日
仕様書　3-(6)
動作環境

提案するシステムは、PC（既存）の要件（ブラウザ：
Firefox、OS：Ubuntu）には対応しておりません。本調達
にて調達されるタブレット及びスマートフォンには対応し
ておりますので、それらの端末のみでご利用いただくとい
う前提でご提案させていただくことは可能でしょうか。

調達していただくiPad上でシステム運用を行った上で必要
なCSVデータ等を抽出し、既存PCにデータを取り込める対
応ができれば問題ないと考えており、その場合はタブレッ
ト等の端末のみで利用すること前提でのご提案で構いませ
ん。
ただし、iPadから既存PCへのデータ移行が対応可能か否か
は、今後市側で試行しなければならないと考えておりま
す。



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

33 12月13日
仕様書　3-(6)
動作環境

上記質問と関連する内容となりますが、提案するシステム
はタブレット端末でご利用いただけますが、Excelを活用
しての機能を使用される場合は、windowsPCが必要となり
ます。
そのため、タブレット73台のうち、10台（各施設に1台の
想定）はwindowsOSの端末をご用意させていただいてもよ
ろしいでしょうか。

上記回答に関連しますが、iPadから既存PCへのデータ移行
が可能であれば、iPad73台のみの提案で構いません。
また、iPad73台に加える形でWindowsOSの端末をご用意い
ただくことは可能ととします。

34 12月15日

仕様書 P２
1 基本事項
(7)調達範囲 【シ
ステム構成】

タブレット端末OS 更新サイトとは、どのような機能で
しょうか。OS のバージョンアップなどを制御する機能で
しょうか。

お見込みのとおり、タブレット端末のOSのバージョンアッ
プなどを制御するサイトを想定しております。

35 12月15日

仕様書 P3～4、P7
2 機器内容
(1)賃貸借物件要件
(2)機器設定・設置
要件

P3～4「予備機」、P7「代替機」とありますが、同じ機器
ということでよろしいでしょうか。

同じ機器という認識で問題ありません。

36 12月15日

仕様書 P6
3 機器内容
(1)賃貸借物件要件
オ 登降
園端末

登降園用端末に予備機の記載がありますが、登降園用の二
次元コードの読取機器も同じく予備機が必要でしょうか。

登降園用端末一式の予備機として考えるため、読取機器が
登降園用の端末として必要な場合は、予備機をご用意いた
だく形となります。

37 12月15日

仕様書 P6
2 機器内容
(1)賃貸借物件要件
オ 登降園端末

予備機の保管は貴市または弊社のどちらになりますでしょ
うか。

予備機の保管は事業者様と想定しております。

38 12月15日

仕様書 P8
３ システム内容
(4)セキュリティ要
件 イ

「一部画面の通信暗号化」とありますが、セキュリティ
上、全画面で通信暗号化する必要があると考えています。
全画面の暗号化が必要ということでよろしいでしょうか。

全画面の暗号化でも構いません。

39 12月15日
仕様書 P9
3 システム内容
(6)動作環境

表No.1 のPC(既存)には、Excel やWordを加工したり、PDF
ファイルを開いたりできる環境はありますでしょうか。

お見込みのとおり、Excel やWordを加工したり、PDF ファ
イルを開いたりできる環境は整っております。

40 12月15日
実施要領 P7
４ 選定
(11)第2次審査

Web 実施となった場合も審査員用のデモ機を準備する必要
はありますでしょうか。必要な場合は、郵送先等どのよう
に準備すればよいでしょうか。

Ｗｅｂでの実施となる場合は、別途指示させていただきま
す。状況によりますが、今のところＷｅｂでの開催は予定
しておりません。



番号 受付日 該当資料名 質問内容 回答

41 12月15日
要求機能確認表
(イ) 登降園管理
17 料金計算

保育料管理システムとの連携データの項目や連携方法につ
いては、業者決定後お打ち合わせにて決定させていただく
ことでよろしいでしょうか。

業者決定後お打ち合わせにて決定させていただきます。

42 12月15日
要求機能確認表
(イ) 登降園管理
17 料金計算

請求書は各保育園から出力させますか。
市から保護者に対し請求する形となりますので、今のとこ
ろ各保育園からの出力は想定しておりません。

43 12月15日

要求機能確認表
（エ）職員情報管
理
30 職員情報管理

⑦勤務期間、⑨雇用期間、⑩施設所属期間のそれぞれの違
いは何でしょうか。また、どういった目的でご利用です
か。

⑦勤務期間：１日のうちの「勤務時間」を示します。
⑨雇用期間：会計年度任用職員であれば任用期間となりま
す。（正規職員は期間の定めなしのため、採用日のみ入力
される形を想定してます。）
⑩施設所属期間：当該園に勤務している期間が入力される
形を想定してます。
これらは、主に保育課が職員の労務管理のために利用する
予定です。


