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杉並区住民情報系共通基盤システムの構築及び運用業務公募型プロポーザル 質問と回答 

 

平成 30年 2月 21日 

※１ 受付順に掲載しています。 

※２ 企画提案の評価に影響すると判断した質問項目は、掲載ならびに回答を省略しています。 

No. 質問項目 質問内容 回答 

1  

提案依頼書P.26  

第7 非機能要件 7 開発要件 ウ 

プロジェクト管理内容 全般 

全体工程管理支援業者として、他業務の設計完了まで

の全ての打合せに出席する必要がありますか。 

全体工程管理支援業者は、全ての打合せに出席する必

要はありません。進捗管理を行う上で、必要と判断す

る打ち合わせにご出席ください。 

2  

提案依頼書P.26  

第7 非機能要件 7 開発要件 ウ 

プロジェクト管理内容(イ) 

事業者が違う場合、進捗管理指標が事業者によって異

なることが想定されます。この場合、共通基盤業者が

各事業者の情報や指標を集約し、共通的な指標に変換

した上で、貴区に報告する必要がありますか。 

共通基盤システム構築事業者が作成するプロジェクト

全体にかかる管理方針に示す進捗管理方法に基づき、

他事業者は開発行為及び進捗報告を行うことを想定し

ていますが、他事業者から当該管理方法と異なる進捗

管理指標の提示があった場合は、お見込みのとおりと

なります。 

3  

提案依頼書P.26  

第7 非機能要件 7 開発要件 ウ 

プロジェクト管理内容(ウ) 

他事業者の成果物に対する品質評価を行い、必要に応

じて修正指示を行うと記載がありますが、他ベンダー

の成果物に対する責任を負う必要がありますか。 

成果物の品質評価に基づく修正指示は区が実施します

ので、区が指示を行うに際しての助言等の補助的行為

と解釈して下さい。よって他事業者の成果物に対する

責任を負う必要はありません。 

4  

提案依頼書P.27  

第7 非機能要件 7 開発要件 エ 

個別進捗管理 全般 

共通基盤システム構築業者として、他業務の設計完了

までの全ての打合せに出席する必要がありますか。 

全ての打合せに出席する必要はありません。共通基盤

システム構築事業者として、必要と判断する打ち合わ

せにご出席ください。 

5  

調達③の統合運用に係る 

作業範囲について 

調達③の範囲には、調達④統合運用業務の前提となる

統合運用管理基盤で使用するソフトウェアの調達も含

まれますでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

6  

調達③の共通基盤インフラに係る

作業範囲について 

調達③の共通基盤インフラに係る作業範囲は下記の認

識で相違無いでしょうか。 

・共通基盤のクラウド型サービス利用の前提となるリ

ソース見積 

・共通基盤システム環境構築にあたっての共通基盤イ

ンフラに対する作業指示書の作成及び具体的な指示 

・共通基盤で必要となるハードウェア、ソフトウェア

仕様策定（各業務システムと共通する部分があった場

合の調整含む） 

・庁内で印刷する帳票があった場合のプリンター仕様

取り纏め 

・庁内で印刷する帳票に関連する印刷制御、外部委託

機能の設計、構築 

・調達①、②の設計を受けたインフラ(バックアップ)

の要件定義、遠隔地バックアップの仕様設計 

・調達①、②が示すネットワーク要件を受けたネット

ワーク要件定義 

・データセンターから、庁内フロアスイッチへの接続 

データセンターから、庁内フロアスイッチへの接続に

ついては、調達⑤の作業範囲となります。その他は、ご

認識のとおりです。 

7  

別紙7 配置予定者調書 

根拠書類について 

「実績の分かる書類を添付すること。」とあります

が、どのような書類をご提示すればよろしいでしょう

か。 

業務実績に記載したプロジェクトの実施体制表の写し

等、配置予定者の実績が分かる書類をご提示ください。 

8  

プロポーザル実施要領 

Ｐ8 ２．再構築の枠組み 

図表8 

プロセス監視について 

RFP P8の図表8では、ゲストOSのプロセス監視は調達

③においては要件策定のみと読み取れますが、別紙1 

機能要件No69では調達③で実現する機能として記載さ

れています。プロセス監視に関する調達③と調達⑤の

ゲストＯＳの運用監視は調達⑤が行いますが、ゲスト

ＯＳ上で稼働するアプリケーション／ミドルウェアの

プロセス監視につきましては、調達③において実施し

ていただく見込みです。 



3 

No. 質問項目 質問内容 回答 

分担(作業及び調達)についてご教授ください。 

9  

プロポーザル実施要領 

Ｐ4 第４ 再構築の枠組み 

中間サーバコネクタについて（質

問２点） 

 

RFP P4に中間サーバコネクタの説明として「住基ネッ

ト及び中間サーバとの連携を行うシステム」とありま

す。 

①住基ネット(CS)と連携する情報は、「情報提供用個

人識別符号取得要求」の認識でよろしいでしょうか。 

②住基ネット(CS)との連携方式は 

a)媒体交換方式 

b)ファイル転送方式 

c)メッセージ転送方式 

のいずれでもよろしいでしょうか。 

① ご認識のとおりです。 

② a)媒体交換方式への対応は必須とし、b)ファイル

転送方式 又は c)メッセージ転送方式 につきまして

は、いずれかの対応で構いません。 

 

10  

プロポーザル実施要領 

Ｐ16 第７ 非機能要件 

１． 前提条件（９） 

外字の文字数 

RFP P16に「区の全ての外字を移行するとUnicodeの外

字領域6,400文字を超過する」とあります。 

文字同定、外字移行の作業を行うことで、重複外字の

削除、及び既存外字⇒内字(JIS2004)への移行によ

り、外字を6,400文字以内に削減できる前提でよろし

いでしょうか。 

記載した課題の解決策等を含め、ご提案下さい。 

11  

様式４ 

個人IDと宛名番号の意味について 

【様式４】機能要件一覧 No22に「各業務アプリケー

ションの個人ID」、No.73 に「宛名番号」の記載があ

ります。これらは同意と解釈してよろしいでしょう

か。 

異なるものでしたら、それぞれの用途をご教示くださ

い。 

同意と解釈して構いません。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

12  

ファイルサーバについて 

 

 

EUCのデータ保存先として、ファイルサーバを準備す

る必要はありますでしょうか。 

本業務においてファイルサーバを準備する必要はあり

ませんが、本業務で実装する EUC 機能の適切なデータ

保存先はご提案下さい。 

なお、本業務の他、調達①の基幹系業務システム及び

調達②の福祉・子育て系業務システムも含めて EUC の

データ保存方法を検討する予定です。 

13  

企画提案書等作成要領 

Ｐ２ ３．記載項目③ 

別紙３（第３号様式） 

業務実績について 

別紙３（第3号様式）にて、共通基盤システムに関す

る業務実績を回答予定ですが、確認頂いている項目の

内、ご発注元の希望により契約金額については非公表

になる可能性がございます。公表可能な項目のみ回答

するかたちでもよろしいでしょうか。 

公表可能な項目のみ回答で構いません。 

14  

企画提案書等作成要領 

Ｐ２ ３．記載項目③ 

別紙３（第３号様式） 

業務実績について 

 

別紙３（第3号様式）にて、正本には、契約書の写し

など業務実績の分かる書類を添付すること。と御座い

ます。 

ご発注元の希望により契約書に関しては一部情報を非

公表とさせて頂く可能性がございます。非公表項目に

関してはマスキングさせていただいてもよろしいでし

ょうか。 

非公表項目に関してマスキングしても構いません。た

だし、マスキングの結果、実績の確認ができない場合

は、業務実績の対象外としますのでご承知おき下さい。 

15  

プロポーザル実施要領 

３．参加資格 

（６） 

「本業務又は類似する業務を引続き２年以上営業して

いること。」と記載が有ります。 

こちらについて、本業務とは地方公共団体の情報シス

テムに関する設計・構築と保守・運用業務との解釈で

よろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

16  
プロポーザル実施要領 

３．参加資格 

「東京特別区又は人口30万人以上の規模の地方公共団

体において共通基盤システムを導入した実績があるこ

旧所属会社での実績も記載して構いません。ただし、

旧所属会社と現在の会社との関係性がわかるような書
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No. 質問項目 質問内容 回答 

（７） と。」と記載が有ります。 

企業グループ内の組織異動があったため、旧所属会社

での実績も記載しますがよろしいでしょうか？ 

類を添付した上で記載して下さい。 

17  

企画提案書等作成要領 

４．費用見積書の作成 

（２）記載項目 

 

ソフトウェアの購入方法は以下どちらを想定されてい

ますでしょうか？ 

① 貴区にて買取 

② リース会社とのリース契約 

システム構築にかかる一切の費用は、本業務の受託事

業者に一括して支払います。ソフトウェアを買取るか

リースとするかについては、提案者が想定する最適な

方法をご提案下さい。 

18  

企画提案書等作成要領 

４．費用見積書の作成 

（２）記載項目 

 

上記で②リース契約とする場合、リースの開始時期は

以下どちらを想定されていますでしょうか？ 

① 貴区環境にソフトウェアをインストールする時期

（平成３１年８月頃を想定） 

② 本番稼働開始時（平成３３年１月） 

ソフトウェア毎にライセンス体系が異なると思われま

すので、リース契約により見積もる場合は、開発およ

び運用の期間を考慮して適切な時期を設定して提案し

て下さい。 

19  

企画提案書等作成要領 

別紙８ 見積書 

 

消費税率について、平成３７年度まで８％の数式が入

っています。 

 

税率の変更は考慮しない前提で見積を作成するという

解釈でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

20  

提案依頼書 Ｐ２４ 

６．セキュリティ要件 

（８）導入時のセキュリティ診断 

 

ミドルウェア以下のプラットフォームを用意する場

合、セキュリティ診断を行う旨が記載が有ります。 

 

こちらは調達⑤で準備するインフラ以外のハードウェ

アを導入する場合はセキュリティ診断を行う必要が有

るという理解でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

21  
提案依頼書 Ｐ２４ 

６．セキュリティ要件 

第三者のセキュリティ診断を実施しと記載が有りま

す。 

別事業者を想定していますが、別部署が第三者的性格

であることが説明できれば同一事業者でも可としま
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No. 質問項目 質問内容 回答 

（８）導入時のセキュリティ診断 

 

 

同一企業内のセキュリティ診断を専門に行っている別

部署を第三者と解釈してよろしいでしょうか？ 

す。 

22  

実施要領 P.2 

2.(3).履行期間 

①システム構築業務委託 

②システム運用保守業務委託 

構築システムは平成32年12月31日までに稼働し、シス

テム運用保守業務委託の期間は平成33年4月1日から平

成38年3月31日までと記載がありますが、平成33年1月

～3月の期間の運用保守については、①②とは別の委

託契約を締結されるご予定でしょうか。もしくは①の

契約に含まれるご予定でしょうか。 

①システム構築業務委託の契約に含みます。 

23  

実施要領 

様式5 

提出書類一覧 

履歴事項全部証明書／財務諸表／規格認定書の写し 

に社名が記載されている部分は、副本及び電子ファイ

ルについてはマスキングが必要でしょうか。 

副本はマスキング、電子ファイルはマスキング不要で

す。 

なお、履歴事項全部証明書、財務諸表及び取得規格認

定書は、企画提案書の表紙と目次の間に綴じ込むこと

とします。 

24  

作成要領 P.1 

2.(1)様式 

⑥用紙サイズ 

Ａ４を超えるサイズの用紙であっても、１ページとし

て積算する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。 

25  

作成要領 P.1 

2.(1)様式 

⑧ページ数 

提案書本文は100ページを上限とする、とあります

が、見積書は本文に含まれるでしょうか。 見積書は本文に含みません。 

26  

作成要領 P.2 

3.(1) 経営状況等の概要 

③実績 

導入自治体の意向により、契約金額、契約書の写し等

の開示が許可されない場合でも、実績としてその他の

項目を記載して問題ないでしょうか。 

開示が許可されない項目は、その旨がわかるように記

載した上で、その他の項目を記載して下さい。 

なお、契約書の写し等をマスキングした結果、実績の

確認ができない場合は、業務実績の対象外としますの

でご承知おき下さい。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

27  

作成要領 P.2 

3.(1) 経営状況等の概要 

③実績 

契約書の写しに社名が記載されている部分は、副本及

び電子ファイルについてはマスキングが必要でしょう

か。 

副本についてはマスキングして下さい。 

電子ファイルは正本と同様に、マスキングせずに提出

して下さい。 

28  

作成要領 

別紙4機能要件一覧表 

印刷（№59,№60） 

 

印刷制御・外部委託の対象は共通基盤システムだけで

しょうか。それとも調達①②の印刷管理も含まれるで

しょうか。 

仮に①②の印刷管理も含む場合、ソフトウェアのライ

センス数量がサーバ台数に応じて変動する製品は、現

状では数量を確定できないため、調達③のサーバ台数

を満たす数量のライセンスのみを見積ることで問題な

いでしょうか。 

印刷制御・外部委託の対象は、本業務のみで、他の調達

は含みません 

29  

作成要領 

別紙4機能要件一覧表 

運用監視（№68,№69） 

 

ログ監視・プロセス監視について、対象は共通基盤シ

ステムだけでしょうか。それとも調達①②の監視も含

まれるでしょうか。 

仮に①②のログ監視・プロセス監視も含む場合、ソフ

トウェアのライセンス数量がサーバ台数に応じて変動

する製品は、現状では数量を確定できないため、調達

③のサーバ台数を満たす数量のライセンスのみを見積

ることで問題ないでしょうか。 

ログ監視・プロセス監視の対象は、本業務のみで、他の

調達は含みません 

30  

提案依頼書 P.10 

第5 委託の範囲 

8 保守・運用マニュアル作成及

び運用引き継ぎ 

 

運用・保守マニュアルを作成すること、とあります

が、調達③の範囲内において、調達④（統合運用）を

受託した事業者が実施する運用・保守作業の設計及び

マニュアル作成するという認識でよろしいでしょう

か。 

また、調達①、調達②、調達⑤の運用・保守マニュア

ご認識のとおりです。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

ルは、それぞれの調達を受託した事業者が作成し、本

業務（調達③）の受託者は、受入基準を設計し、調達

④の受託者へのスムーズな引継ぎを支援するという認

識でよろしいでしょうか。 

31  

提案依頼書 P.20 

第７ 非機能要件 

5.(4).ア.システム中立性 

特定企業の製品に依存しないデータベースソフトとし

て標準的なOracleを採用する場合、今後調達をご予定

されている調達①②⑤の要件が現時点では定まってい

ないため、本調達の段階では正確な必要ライセンス数

量及び費用を算出することは困難です。 

そのため、本調達において調達①②⑤を含めたライセ

ンス費用を算出する必要がある場合は、貴区よりライ

センス数量をご指定頂くか、数量の算出根拠とすべき

情報をお示し頂くようお願いします。 

それが難しい場合は、本調達にて見積もるライセンス

数量としては、弊社にて調達③部分のみを独自の環境

で構築した場合を想定した、調達③分のライセンス数

としてもよろしいでしょうか。 

提案依頼書 P.13 に示した区の業務規模を踏まえた上

で、本業務にかかるライセンス数量を見積り下さい。 

32  

提案依頼書 P.45 

第7 非機能要件 

16(5) サービスレベル合意書

(SLA) 

本業務（調達③）の受託者がその運用プロセスを設計

し、統括者がサービスレベル管理を行うことで、サー

ビスレベルの維持、改善を行う認識で宜しいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

33  

【実施要領 P.10】 

１０ その他留意事項（8） 

契約書については、区指定の標準契約書を使用する旨

記載がありますが、事前に内容を確認するためサンプ

ルをいただくことは可能でしょうか。 

標準契約書は、選定した受託者候補者との契約に関す

る協議において提示するものとしますので、事前の公

表は行いません。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

34  

【提案依頼書 P.3】 

第３ 再構築における基本的な考

え方及び方向性 

図表３ 再構築の方向性 

④外部データセンタの活用 

「クラウド型のサービス利用を前提」との記載があり

ますが、これは本調達である「共通基盤（機能）【調

達③】」だけでなく、本調達以降に調達となる「基幹

系業務【調達①】」及び「福祉・子育て系業務【調達

②】」も同様とお考えでしょうか。 

この場合、「基幹系業務」及び「福祉・子育て系業

務」とのデータ連携で使用するHW等の調達・環境構

築・運用保守は本調達の範囲外との認識でよろしいで

しょうか。 

基幹系業務【調達①】、福祉・子育て系業務【調達②】

及び本業務のインフラ環境は、全てクラウド型のサー

ビス利用を前提としており、共通基盤（インフラ）【調

達⑤】として、一括調達を予定しております。 

調達①、②とのデータ連携に使用するＨＷは、調達⑤

の中に含まれる想定ですが、リソースの見積もりは本

業務で行う必要があります。 

35  

【提案依頼書 P.5】 

第４ 再構築の枠組み 

１ 再構築の範囲 

図表６ データ連携が必要なシス

テム 

本調達である共通基盤は、クラウド型のサービスの利

用となりますが、「図表６ データ連携が必要なシス

テム」のデータは貴庁内に設置されたサーバとの連携

となりますでしょうか。 

この場合、貴庁内に設置されているサーバに連携デー

タファイルの格納場所や連携ツールなどを配置する必

要があると考えております。連携ツールは本調達範囲

内と考えますが、貴庁内に設置のHW及びそれに関わる

環境変更作業は、本調達範囲外という認識でよろしい

でしょうか。 

図表６に示すオープン系システムとの連携は、庁舎内

に設置されたサーバとの連携となります。 

庁舎内設置のＨＷ及びそれにかかわる環境変更作業

は、本業務の範囲外となります。 

36  

【提案依頼書 P8】 

第４ 再構築の枠組み 

2 再構築の枠組み 

図表８ 調達③、調達④、調達⑤

の役割分担 

調達③の作業範囲の確認です。右図の「業務パッケー

ジ」と「ＭＷ」のHW・SW調達、構築、HW・SW保守の担

当は調達③とありますが、「共通基盤システム」は調

達③が担当、「基幹系業務システム」は調達①が担

当、「福祉・子育て系業務システム」は調達②が担当

と読み替えることで問題ないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

なお、調達①（基幹系業務システム）及び調達②（福祉・

子育て系業務システム）の調達における、データ連携

仕様、共通基盤上でシステム構築する際の前提条件及

びインフラ要件等の作成は本業務の対象となります。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

37  

【提案依頼書 P10】 

第5 インフラ要件定義 

 

「ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク技術仕

様書」を要件定義工程終了までに作成することと記載

がありますが、仕様書を作成するにあたり必要な情報

は要件定義工程にて、新旧の各業務システム構築担当

者から提示頂ける前提でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

38  

【提案依頼書 P.15】 

第７ 非機能要件 

1 前提条件 

（５）端末スペック 

現行2GBのメモリを4GBへ入れ替える予定があると記載

がありますが、平成32年１月の本番稼働前に入替えを

行う予定でしょうか。性能要件及び運用テスト時のク

ライアント環境の確認となりますが、本システムのタ

ーゲットの環境としては4GB想定でよろしいでしょう

か。 

平成３２年１月の本番稼働前に入れ替えを予定してい

るため、4GB 想定で構いません。 

39  

【提案依頼書 P.15】 

第７ 非機能要件 

1 前提条件 

（６）ソフトウェア 

 

提示されていないソフトウェアをクライアント端末で

使用する場合は、ソフトウェア費用、インストール費

用を見積りに含めるよう記載がありますが、対象は

1,200台程度で、平成32年１月の本番稼働前の対応を

計画することでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

40  

【提案依頼書 P.17】 

第７ 非機能要件 

2 システム構成 

調達⑤で提供する本番・検証環境がクラウドとなる場

合、開発環境においても本番同等の環境が望ましいと

考えます。開発環境を調達⑤に含める提案は可能でし

ょうか。 

提案依頼書 P.47 第８ 想定スケジュールを踏まえた

上で、ご提案ください。 

41  

【提案依頼書 P.28】 

第７ 非機能要件 

7 開発要件 

（２）開発体制 

プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーに

は、共通基盤に関する業務経験が必要と考えます。基

幹系システム開発における経験の記載において、基幹

系を共通基盤と読み替えることで問題ないでしょう

か。 

基幹系システムは共通基盤システムと読み替えて下さ

い。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

42  

【提案依頼書 P.32】 

第７ 非機能要件 

10 開発環境要件 

区と受託者の打ち合わせ場所は別途区が指定すると記

載がありますが、原則は貴庁内での実施と考えればよ

いでしょうか。東京都内以外の遠地での打ち合わせが

発生することはございますか。 

原則、本庁舎又は本庁舎近傍の当区管理施設での打ち

合わせを予定しています。 

東京都内以外での打ち合わせは予定しておりません。 

43  

【提案依頼書 P33】 

第11 システム移行要件 

（２）データ移行 

データ移行の役割分担として、移行対象データ抽出仕

様書の作成やその後のデータ整備が含まれています

が、現行システム仕様を完全に把握できていなければ

これらの作業が困難なケースが発生すると想定されま

す。 

費用を抑える目的でデータ抽出仕様書作成や抽出後の

データ整備について、現行システム保守事業者様に作

業協力して頂くことを前提として提案してもよろしい

でしょうか。 

提案者が最適と考えるデータ移行のあり方についてご

提案下さい。 

44  

【提案依頼書 P.39】 

第７ 非機能要件 

15 開発期間中の制度改正への対

応 

共通基盤システムの構築中に新元号対応が発生（2019

年5月1日施行予定）しますが、本調達には新元号対応

が含まれる認識でよろしいでしょうか。 
ご認識のとおりです。 

45  

【提案依頼書 P.47】  

第８ 想定スケジュール 

 

 

再構築スケジュールでは、「基幹系業務【調達①】」

及び「福祉・子育て系業務【調達②】」の設計が、共

通基盤の設計が完了した後となっているように見受け

られますが、連携I/Fについては同調して設計を行う

必要があります。そのため、「基幹系業務【調達

①】」及び「福祉・子育て系業務【調達②】」につい

ては、少し設計スケジュールを早める必要があると考

えます。 

他の調達スケジュールの最適化が必要と考える場合

は、その内容についてご提案下さい。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

46  

【提案依頼書 P.47】  

第８ 想定スケジュール 

 

 

再構築スケジュールでは、「共通基盤（インフラ）

【調達⑤】」の調達にて縮退サーバ調達以外の機器調

達（インフラ環境）を行い、「基幹系業務【調達

①】」及び「福祉・子育て系業務【調達②】」の要件

定義が「共通基盤（機能）【調達③】」のインフラ基

本設計が完了した後となっているように見受けられま

すが、新システムの情報も考慮して設計を行う必要が

あります。そのため、「基幹系業務【調達①】」及び

「福祉・子育て系業務【調達②】」については、少し

要件定義スケジュールを早める必要があると考えま

す。 

他の調達スケジュールの最適化が必要と考える場合

は、その内容についてご提案下さい。 

47  

【提案依頼書（別紙１）P.1】 

No.3 統合DB 

 

統合DBに保持するデータの廃棄（削除）条件はありま

すでしょうか。 

例えば、最終更新から７ヶ年経過で廃棄など。 

統合 DBに保持するデータの廃棄（削除）条件はありま

せんが、一定の条件に基づきデータ廃棄（削除）に対応

できる構成としてご提案下さい。 

48  

【提案依頼書（別紙１）P.1】 

No.3 統合DB 

個人状況照会 

「特定した個人について、宛名情報、税情報、国保資

格情報、所得情報、生保情報など、参照頻度が高い個

人の詳細情報を画面表示できること。」とあります

が、１業務（システム）からの情報だけでなく、複数

業務からの情報を組合せての表示も想定しております

でしょうか。 

例えば、生保受給情報と所得情報との組合せなど。 

複数業務の組合せが必要な場合、個人IDの突合だけで

なく、年度、受給期間等の他の条件も必要となると考

えているため、複雑度を確認させてください。 

別紙１「機能要件一覧表」には、機能要求事項に対する

提案者のパッケージ機能における対応可否について回

答して下さい。 

なお、複数業務情報の組合せや検索条件の複雑度等は、

パッケージシステム及び提案者の対応可能性として評

価しますので、ご提案下さい。 
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No. 質問項目 質問内容 回答 

49  

【提案依頼書（別紙１）P.1】 

No.8 データ連携 

連携インターフェース 

「ファイル連携したデータの登録（更新）」とありま

すが、例えば、宛名情報と国保資格情報を組合せて登

録などの複数ファイル（業務）を組合せてのデータ登

録はありますでしょうか。 

また、逆に統合DBからデータをCSV出力する際、例え

ば、宛名情報を複数業務に渡すなどの複数ファイルに

分割して出力も想定されていますでしょうか。 

ファイル統合・分割が必要かどうか確認させてくださ

い。 

別紙１「機能要件一覧表」には、機能要求事項に対する

提案者のパッケージ機能における対応可否について回

答して下さい。 

なお、複数ファイルのデータ登録や複数ファイルに分

割出力等は、パッケージシステム及び提案者の対応可

能性として評価しますので、ご提案下さい。 

 


