
回答書（令和４年５月３０日及び６月１日受付分） 

件名：君津市児童家庭相談システム導入事業に係るシステム選定の公募型プロポーザル 

番号 該当資料名 質問内容 回答 

１ 実施要領 P２ 

「様式３ 実績届出書」に記載する実

績について、弊社の実績ではなくご提

案するシステムの導入実績でもよろし

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

君津市児童家庭相談システム導入事業に

係るシステム選定の公募型プロポーザル

実施要領 ８ プロポーザル参加資格要件

の「（６）千葉県内の市町村で児童家庭相

談システムの導入実績があること。（７）

複数の市区町村で児童家庭相談システム

の導入実績があること。」とは、千葉県内

を含む全国の市区町村において導入実績

がある児童家庭相談パッケージソフトウ

エアを納入できる者を求めるものです。 

2 

実施要領 P.1 

5,(4) システムの基

本要件 

「ユーザーＩ Ｄ 、パスワード及び指

紋認証により管理し、システムを使用

できる職員を制限できること。」とあり

ますが、指紋認証の機器について貴市

のご指定の製品はございますでしょう

か。ある場合、設定に関する手順書を

ご提供いただけますでしょうか。ない

場合、指紋認証を搭載したパソコンで

問題ないでしょうか。 

指紋認証の機器の指定はございません。

また、指紋認証を搭載したパソコンで問

題はございません。 
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3 

実施要領 P.2 

8,(6)・(7) プロポ

ーザル参加要件 

「（6)千葉県内の市町村で児童家庭相談

システムの導入実績があること。」 

「（7）複数の市区町村で児童家庭相談

システムの導入実績があること。」とあ

りますが、こちらは千葉県内で複数の

自治体において導入実績があることと

いう認識でよろしいでしょうか。 

「（６）千葉県内の市町村で児童家庭相談

システムの導入実績があること。（７）複

数の市区町村で児童家庭相談システムの

導入実績があること。」とは、千葉県内を

含む全国の複数の市区町村において導入

実績がある、児童家庭相談パッケージソ

フトウエアを納入できる者を求めるもの

です。 

4 

実施要領 P.4 

9,(9),① 選定 提出

書類 

ウ 見積書（様式

８） 

「提案するシステム構築にかかる見積

額の上限金額（ ５ 年間分） は１６，

７００，０００円（ 消費税及び地方消

費税を含む） とする。」とあります

が、システム構築に関する費用のみで

あり、保守費用は含まれないとの認識

でよろしいでしょうか。 

保守費用を含めるものとなります。 

5 

実施要領 P.4 

9,(9),② 選定 企画

提案書の提出 提出

部数 

②提出部数の表に「Np.1 企画提案書～

25 枚/50 ページ」とありますが、これ

は表紙や目次を除いて 50 ページ以内

という認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

6 

仕様書 P.4 

4,(2),⑤ システムの

前提条件 機器設

置・調整 

ウ サーバーコンソ

ール 

「既設のコンソールとキーボードやマ

ウスとサーバーを接続すること。接続

用のケーブルは本調達に含めるものと

する。」とあります。一方で実施要領

P.2 6 システム構築内容の(1)に

「KVM ケーブルは本市の設備を利用

する」とあります。どちらが正しい表

仕様書の内容が正しい表記となります。 

また、実施要領 6(1)の表記については、

「サーバーラック及びコンソール（モニ

ター、キーボード、マウス）は本市の設

備を使用する。別途、KVM ケーブルは本

調達に含めるものとする。」に改めるもの

とします。 
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記となりますでしょうか。 

また、本調達に含む場合は接続用ケー

ブルの調達にあたり、既設のコンソー

ルの製品名や型番をご教示頂けないで

しょうか。 

また接続用のケーブルにご指定があれ

ば、製品名や型番をご教示頂けないで

しょうか。 

なお、サーバーコンソールの製品名及び

型番並びに接続用のケーブルとなる KVM

スイッチの製品名及び型番は下記のとお

りです。 

 

・サーバーコンソール 

製品名：富士通 

型番：RC25/PG-R4DP1 

・KVM スイッチ 

製品名：富士通 

型番：PG-SB205 

7 

仕様書 P.3 

4,(2),① システムの

前提条件 サーバー

の要件 

ク サーバー仕様 

「サーバーOS ライセンスについては

本市で保有するライセンスを使用する

為、本調達に含めない。」とあります

が、その上部の調達に含めるサーバー

の仕様には「ＯＳ Windows Server 

2019 Standard」「クライアントアクセ

スライセンス（CAL） Windows 

Device CAL×９」と記載があります。

サーバーＯＳライセンスにつきまし

て、本調達への有無をお知らせいただ

けますでしょうか。 

表記に誤りがありました。 

サーバーOS ライセンスについては、本調

達に含めます。 

8 

仕様書 P.3 

4,(2),②・③ システ

ムの前提条件 クラ

イアントの要件、プ

「クライアントは既存のクライアント

を使用するが下記仕様を満たすこと」

とありますが、仕様を確認させていた

だきますと、具体的な製品名の記載が

表記に誤りがありました。 

クライアントについては、仕様書 4(2)②

クライアントの要件のア～オを満たすも

のを調達していただきます。 
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リンターの要件 

②,オ クライアント

の仕様 ③,ア プリ

ンターの仕様 

ございませんでした。クライアント端

末が本調達に含まれないのであれば、

具体的な製品名等をお知らせいただけ

ますでしょうか。 

また、プリンターにつきましても、

Canon 社製 LBP224 同等品以上可と本

調達に含めるような記載がありました

ので、本調達に含まれますハードウェ

ア機器についてお知らせいただけます

でしょうか。 

また、プリンターについては、4(2)③プ

リンターの要件のアを満たすものを調達

していただきます。 

9 機能要件書 No.19 

千葉県マニュアルに沿った帳票は用途

が同じであればレイアウトが異なる場

合でも運用可能でしょうか。 

レイアウトについては、千葉県マニュア

ルの帳票に可能な限り合わせていただき

ます。 

10 機能要件書 No.23 

ケース担当者の一括変更は、地区ごと

に設定した担当者の一括付替機能で対

応可能でしょうか。 

例）AA 地区の担当者を担当者 B に付

替 

ケース担当者については、現状として地

区ごとに担当者を定めておりません。 

例として、職員 A が担当しているケース

を一括して職員 B が担当するよう変更す

ることを想定しております。 

11 

仕様書 ４.業務内容 

（２）システムの前

提条件 エ 

「仕様書 ４.業務内容 （２）システ

ムの前提条件 エ」についてバックア

ップデータの保存方法について、指定

はありますでしょうか。 

例） 

・貴市既存の共有フォルダに格納 

・NAS を新規に購入して格納 

バックアップデータの保存方法について

は、4(2)①クのバックアップ装置の項目

を参照してください。 



回答書（令和４年５月３０日及び６月１日受付分） 

・新規購入するサーバ機に RDX 等の

装置を組込み、外部媒体に格納 

12 

仕様書 ６.システム

基本仕様 （２）児

童相談情報管理 ②

業務帳票 ウ 

「仕様書 ６.システム基本仕様 

（２）児童相談情報管理 ②業務帳票 

ウ」についてケース会議票とはどのよ

うな帳票でしょうか。 

会議日時や会議録等の内容が出力され

る帳票という認識で間違いないでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

13 

仕様書 ４.業務内容 

（1）システムの業務

範囲 ③既存データ

移行 

「仕様書 ４.業務内容 （1）システ

ムの業務範囲 ③既存データ移行」に

ついて移行対象となるのは現在アクセ

スで管理している情報および添付ファ

イルということでしょうか。 

アクセスで管理している情報を移行す

る場合、移行件数および移行内容（相

談内容、支援内容、児童の属性情報 

など）をご教示願います。 

データ移行の対象については、お見込み

のとおりです。 

移行件数については、4(2)⑧現在の業務

データー量を参照してください。 

移行内容については、ケースにおける

日々の相談内容とその対応記録等となり

ます。 

14 
【様式 7】機能要件

書 No.16 

「【様式 7】機能要件書 No.16」につ

いて経過記録の概要一覧について、内

容欄で概要と詳細内容を管理し、Excel

で経過記録票を出力後に、職員様で加

工して対応いただくことは可能でしょ

うか。 

経過記録の概要一覧及び詳細内容を作成

し、エクセルでの出力ができれば、職員

が当該データを加工して対応することは

可能です。 

15 
仕様書 8 事業期間

と主な導入スケジュ

「サーバ構築・テスト 令和 4 年 10

月下旬～」と記載がありますが、シス

本稼働開始までのスケジュール進行に問

題がなければ、前倒しで進めることに問



回答書（令和４年５月３０日及び６月１日受付分） 

 ール テムテスト等の都合上、遅くとも 10

月上旬ごろに実施させていただくこと

は可能でしょうか。 

題はございません。 

16 機能要件書 No.7 

福祉サービスとはどのような情報を指

していますか。また、出力した CSV 上

でフィルタリングし、対象者を把握し

ていただく運用でご対応いただけます

でしょうか。 

福祉サービスについては、障害福祉サー

ビスや生活保護等の受給状況等の情報を

指しております。また、出力した CSV に

フィルタリングを掛けて対象者を把握す

ることに問題はございません。 

17 機能要件書 No.17 

「担当者別のスケジュール表」とあり

ますが、スケジュール画面のハードコ

ピーを行っていただく、またはスケジ

ュールとして支援の予定日を入力して

いただき、未来日で抽出した支援一覧

をご利用いただく運用で対応いただけ

ますでしょうか。 

そのような運用方法で問題はございませ

ん。 


