
杉並区住民情報系共通インフラ環境構築及び運用保守業務公募型プロポーザル 質問と回答 

 

平成 31年２月 12日 

※受付順に掲載しています 

No. 質問項目 質問内容 回答 

1 

実施要領 

P２ 

３．参加資格 

（６）（７）に記載のある内容を併せると、「住民情報系システムの運用を目的としたクラウ

ドサービスを２年以上運用している実績があるベンダ」が参加資格条件を満たしていると

理解しますが、よろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。なお、実績につきましては、特別区、市（当該業務の契約締結の際に

人口 30万人以上であったものに限る。）のいずれかに限ります。 

2 

提案依頼書（RFP） 

Ｐ５ 

第５ 業務内容 

１ 本業務の概要 

図表４ インフラ環境概要イメージに記載のある範囲について、破線で囲われている部

分に杉並区様のルーターが含まれています。 

この機器は既にあるものなのか、本調達において参加ベンダが用意する必要があるも

のかをご教示頂けないでしょうか。 

図表４の区設置ルーターも、本調達で必要となるものは、提案範囲内として取り扱います。 

3 

提案依頼書（RFP） 

Ｐ１８ 

第６ 業務内容 

８ ネットワーク要件 

（３）ネットワーク機器 

①に「許可された通信のみを通過させるようにすること」とありますが、ファイアーウォー

ルを新たに導入する必要があるという理解でよろしいでしょうか。 

※Ｐ５ 「図表４ インフラ環境概要イメージ」のデータセンター側には、ファイアーウォー

ルの図が記載されていないため、確認のため質問をさせて頂きました。 

特定のアプライアンスは指定しませんが、区の要求仕様を実現できる内容で提案願います。 

なお、図表はあくまでの概要イメージであり、構成要求仕様ではありませんのでご承知おき願

います。 

4 

企画提案書 

（様式第３号） 

 

提出書類欄に、「履歴事項全部証明書」「直近３期分の財務諸表」「直近２期分の法人税

申告書及び勘定科目内訳明細書」を２部用意する記載があります。 

これは、正本に２部綴じるという理解でよろしいでしょうか。 

企画提案書等実施要領１ページ２（１）②を参照願います。 

5 

企画提案書等作成要領 

Ｐ１ 

２ 留意事項 

 

（１）様式 ①に 「企画提案書の構成は、正本、副本ともに下表のとおりとし、記載の順

に綴じてください。」とありますが、企画提案書（様式第３号）の提出書類欄と比較したとこ

ろ「取得企画認証書の写し」の順序に違いがありました。 

提出する際は、企画提案書（様式第３号）に記載のある順序で綴じ、提出させて頂くこと

でよろしいでしょうか。 

企画提案書（様式第３号）に記載のある順序で編綴の上、提出願います。 

6 

企画提案書等作成要領 

Ｐ５ 

５ 提出方法 

（１）に 「青色系の紙製フラットファイルにて簡易製本」とありますが、ホチキス留めは行

なわずファイリングして提出する理解でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおりです。 

7 

 

        － 

 

社内に於いて契約時のリスクを判断するため、貴区における標準契約書をご提示頂く事

は可能でしょうか。 

事前に損害賠償、瑕疵担保における条件を確認させて頂ければ幸いです。 

区標準契約書は、区公式ホームページに公開しております。 

以下 URLの、「請負・委託 （PDF 267.0KB）」を参照願います。 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/readme/keiyakusho/1034346.html 

8 

企画提案書作成要領 

別紙4_インフラ要求仕様一覧 

データセンター要件 

建物要件 

マシン室電源設備 

項番１７ 

「非常用自家発電設備は、無停止かつ無給油で48時間以上の連続運転が可能であるこ

と。」とありますが、これは非常時も安定運用を確保することを目的として記載されている

と認識しております。 

備蓄燃料を含めて無停止で48時間以上の連続運転を保証できればよろしいでしょうか。 

 

項番 17 に記載のとおり、無停止かつ無給油で 48 時間以上の連続運転が要件です。備蓄燃

料を含めた場合、途中で給油が発生すると解釈しますので無給油の要件には該当しないもの

と判断します。 

9 

企画提案書作成要領 

別紙4_インフラ要求仕様一覧 

ネットワーク要件 

「平常時は、バックアップ回線・機器を含めて、論理的に１つのネットワークとして機能す

ること。」とありますが、「1つのネットワーク」とは1つのネットワークセグメントという理解で

よろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/readme/keiyakusho/1034346.html


No. 質問項目 質問内容 回答 

データセンターとの接続 

項番１２４ 

 

10 

企画提案書作成要領 

別紙4_インフラ要求仕様一覧 

ネットワーク要件 

データセンターとの接続 

項番１２５ 

 

「メイン回線とバックアップ回線は、業務継続性をより高めるために、異なる回線キャリア

を併用した冗長構成であること。」とありますが、異キャリアによる回線サービス間での自

動的な切り替えは、ネットワーク機器による切り替えのため、動作保証がされておりませ

ん。 

そのため、動作保証がされており、ネットワーク機器を介さずに自動的な切り替えが可能

な同キャリア回線での冗長構成によるご提供は可能でしょうか。 

大規模災害を除く、一つの障害に起因して、メイン及びバックアップ回線の両方が同時に利用

不可能とならない構成等の高い業務継続性を担保できるのであれば、同キャリアによる提案

も可とします。 

11 

企画提案書作成要領 

別紙4_インフラ要求仕様一覧 

ネットワーク要件 

データセンターとの接続 

項番１２６ 

 

「メイン回線は、帯域１Gbps以上の帯域保証型とすること。」とありますが、「安定運用に

耐えうる回線サービスであること」を目的とし『帯域保証型』と記載されていると認識して

おります。 

当該記載は、ベストエフォート型ではない安定した通信サービスであること、という理解で

よろしいでしょうか。 

その場合、安定運用を担保するため高水準のサービス品質保証（SLA）【稼働率・故障回

復時間・遅延時間】の設定された『帯域確保型』でのご提案は可能でしょうか。 

要求仕様のとおり、メイン回線は帯域保証型としますが、安定した高水準の通信サービスが

十分に担保されていれば帯域確保型での提案も可とします。 

ただし、区の要件に合致しているか、提案内容に基づき評価します。 

12 

企画提案書作成要領 

別紙4_インフラ要求仕様一覧 

ネットワーク要件 

データセンターとの接続 

項番１２９ 

「将来的な利用帯域の増加に備え、帯域の拡張が柔軟に対応できること」とありますが、

「柔軟な」とは利用帯域増加の際に、「通信帯域を拡張できること」という理解でよろしい

でしょうか。 

 

トラフィックの増加により帯域幅の拡張の他、通信速度の向上も検討する必要があると考えま

す。よって利用帯域は、帯域幅及び通信速度の拡張に柔軟に対応できる内容で提案願いま

す。 

13 

提案依頼書（RFP） 

別紙１_１ リソース一覧 

調達①本番の筐体内（外）バックアップ領域（GB）について8,700となっていますが、【別紙

１_２】の8,900が正しいでしょうか。 

筐体内（外）バックアップ領域（GB）は、別紙１_１リソース一覧に記載のとおり 8,700です。 

別紙 1-2上の 8,900は、別紙 1-1 リソース一覧上では「共有フォルダ：システムバックアップ領

域」「共有フォルダ：データバックアップ領域」「共有フォルダ：その他領域」の合計値にあたりま

す。 

また、別紙 1-1 リソース一覧上の「筐体内（外）バックアップ領域」の容量は、別紙 1-2 上では

「ストレージ データ（DDR有）」の合計値にあたります。 

14 
提案依頼書（RFP） 

別紙１_２ 仮想環境配置一覧(調達①) 

各サーバーについてOSの記載がありません。ご教示いただきたいです。 本番環境、開発環境、検証・研修環境全てにおいて、「Windows Server 2016 Standard」を使用

します。 

15 
提案依頼書（RFP） 

別紙１_３ 仮想環境配置一覧(調達②) 

各サーバーについてOSの記載がありません。ご教示いただきたいです。 本番環境、開発環境、検証・研修環境全てにおいて、「Windows Server 2016 Standard」を使用

します。 

16 

提案依頼書（RFP）P.4 

図表３ 各調達単位における役割分担 

以下は調達⑤との理解でよろしいでしょうか。 

・ウィルス対策ソフト 

・監視ソフト 

・バックアップソフト 

また、上記を稼働させるサーバーは今回調達⑤の仮想基盤内で準備してよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。左記ソフトを稼働させるサーバーにつきましても、本調達の提案範囲

内として取り扱います。 

17 

提案依頼書（RFP）P.4 

図表３ 各調達単位における役割分担 

ミドルウェアと連携したデータバックアップは今回調達⑤の対象外と考えてよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりミドルウェアとの連携については対象外です。 

ただし、データバックアップ領域やバックアップを行うためのコマンドスクリプト（筐体内（外）バ

ックアップコマンド）の提供は本調達の対象となります。 



No. 質問項目 質問内容 回答 

18 

提案依頼書（RFP） 

別紙１_４ 仮想環境配置一覧（調達③本番系） 

ClusterProで稼働しているデータバックアップはClusterPro側での設定が必要になります

ので、今回調達⑤の対象外と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおり ClusterPro 側での設定は対象外です。 

ただし、データバックアップ領域やバックアップを行うためのコマンドスクリプト（筐体内（外）バ

ックアップコマンド）の提供は本調達の対象となります。 

19 

提案依頼書（RFP）P.10 第６ 機能要件 

２ システム環境要件 

（３）リソース追加時の対応 

急なリソース追加となった場合でも２週間以内に提供を行うとございますが、リソース増

加量や対象リソースによっては都度ご相談させていただく前提でご提案させていただい

てよろしいでしょうか。 

要求仕様を原則とします。リソース追加における相談、調整、協議事項がある場合は、必要

事項を企画提案書に明記願います。 

20 

提案依頼書（RFP）P.11 第６ 機能要件 

３ 仮想化基盤要件 

（１） 仮想ホストサーバー・仮想サーバー 

④区標準テンプレート 

⑤業務個別テンプレート 

テンプレートは当社では作成せず、ご提供いただける認識でよろしいでしょうか。 【区標準テンプレート】については、区からの要件指示に従って本調達で作成願います。 

【業務個別テンプレート】については、業務システム及び共通基盤システム事業者の作成した

サーバーを、本調達で作成願います。 

なお、各調達事業者へのサーバーリソースの払い出し時期については、以下の通りとなりま

す。 

基幹業務システム：2019年 11月 30日まで 

福祉・子育て業務システム：2019年 8月 31日まで 

共通基盤システム：2019年 7月 31日まで 

なお、上記よりも早く払出しが可能であれば、いつから可能かご提案ください。 

 

21 

提案依頼書（RFP）P.11 第６ 機能要件 

３ 仮想化基盤要件 

（１）仮想ホストサーバー・仮想サーバー 

⑧仮想サーバーリソース変更 

リソースの拡張・縮小が仕様上不可の場合や条件がある場合がございますが、その旨を

企画提案書に明記の上、ご提案させていただいてもよろしいでしょうか。 

場合によっては、サーバー停止が伴いますが、許容頂けますでしょうか。 

条件付きで要求を実現する場合は、その条件を、企画提案書及び別紙 4_インフラ要求仕様一

覧(第 4号様式)に詳細を記載願います。 

また、サーバー停止の条件は、業務運用時間中及び時間外処理（バッチ処理、バックアップ

等）に影響が生じない範囲において計画的に実施する場合のみ許容するものとします。 

22 

提案依頼書（RFP）P.12 第６ 機能要件 

３ 仮想化基盤要件 

（１） 仮想ホストサーバー・仮想サーバー 

⑰OracleRAC対応 

「各調達単位で独立したサーバー上に」とございますが、調達①、③で物理的にホストサ

ーバーを分離するという意味でしょうか。また、ClusterProを利用するOracleサーバーは

OracleRACと同一のホストサーバーと考えてよろしいでしょうか。 

各調達単位でサーバーを独立させる件は、お見込みのとおりです。 

ClusterPro を利用する Oracle サーバーは提案依頼書（RFP）別紙 1_リソース一覧の記載を確

認願います。 

23 

提案依頼書（RFP）P.14 第６ 機能要件 

３ 仮想化基盤要件 

（３）不可分散機能 

⑩負荷分散グループ 

負荷分散のグループは必要数設定可能であることとありますが、必要数の目途はござい

ますでしょうか。 

もしくは、不可分散対象を別紙１_２～１_５内で明示頂けますでしょうか。 

負荷分散グループの必要数は、本業務の契約締結後、各システム構築事業者と協議の上、

詳細を決定していく予定です。 

現時点では、インフラ環境上に構築するシステムの調達単位、業務システム数及び貴社の実

績を踏まえ、想定される必要数を提案願います。 

24 
提案依頼書（RFP）P.14 第６ 機能要件 

４ ファイル共有 

ファイル共有プロトコルはCIFSと考えてよろしいでしょうか。 

（RedHatのサーバー向けにNFSは不要でしょうか。） 

共通基盤システムで RedHat を使用する予定のため、ファイル共有プロトコル NFS は必須で

す。 

25 

提案依頼書（RFP）P.15 第６ 機能要件 

５ バックアップ要件 

ディスクの物理バックアップの対象範囲はどこでしょうか。 

また、共用フォルダに取得するシステムとデータバックアップとの違いをご教示下さい。 

別紙 1_2、別紙 1_3、別紙 1_4 の「ストレージ データ（DDR 有）」に記載されている容量が、想

定する物理バックアップの対象です。 

また、「共有フォルダ：システムバックアップ領域」には仮想サーバーの OSのバックアップを取

得することを想定しており、「共有フォルダ：データバックアップ領域」は OS 以外のアプリケー

ションなどで必要なデータのバックアップを取得することを想定しています。 

26 

提案依頼書（RFP）P.15 第６ 機能要件 

５ バックアップ要件 

遠隔地バックアップを行う場合の要件はありますでしょうか。場所や距離等の指定がござ

いましたら、ご教示願います。 

二次バックアップ以降のバックアップは、バックアップストレージへの退避、又はテープへの退

避のいずれかを採用してください。なお、バックアップ先の遠隔地は、日本国内とします。な

お、区又はデータセンターとバックアップ先との距離制限はありませんが、データセンターと同

時被災しない程度の距離が確保されていることが望ましい事とします。 



No. 質問項目 質問内容 回答 

27 

提案依頼書（RFP）P.19 第６ 機能要件 

８ ネットワーク要件 

図表13 ネットワークセグメント 

備考欄の記載が一段ずれていると見受けられます。（業務セグメント(検証・研修環境サ

ーバー)の備考欄から上に一段ずれている）それに伴い、運用監視セグメントの備考欄の

記載が無いようにも見受けられます。正式な文言をご教示いただければと思います。 

記載に不備がありましたので、図表 13ネットワークセグメントは、下表に読み替え願います。 

セグメント名称 備考 

業務セグメント（本番環境） ・業務システムの本番環境用サーバーが接続される

セグメント 

・ネットワークは冗長化されていること 

業務セグメント（検証・研修環境） ・検証・研修用サーバーが接続されるセグメント 

業務セグメント（開発環境） ・開発用サーバーが接続されるセグメント 

Oracle RAC サーバー間セグメン

ト 

・共通基盤システム本番DBサーバー（Oracle RAC）に

おけるインターコネクト通信にて利用するセグメント 

運用監視セグメント ・運用監視にて利用するセグメント（運用監視専用の

セグメントが必要な場合のみ） 
 

28 

提案依頼書（RFP）P.20 第６ 機能要件 

１０ 仮想化基盤関連作業 

（１） 構築時における作業内容 

① 仮想サーバーの払い出し 

別途提供される区標準・業務個別仮想サーバーテンプレート以外での払い出し作業とい

う理解でよろしいでしょうか。 

区標準・業務個別仮想サーバーテンプレートを含めた仮想サーバーの払い出し作業全般を指

します。 

29 

提案依頼書（RFP）P.21、P.22 第６ 機能要件 

１０ 仮想化基盤関連作業 

（１） 構築作業時における作業内容 

⑮テスト支援 

⑰運用テスト支援 

「支援・協力」にあたり、受託者側で想定される作業がございましたら、ご教示ください。 区が想定する、インフラ環境構築事業者の支援・協力は以下のとおりです。その他、貴社にお

いて実績等から支援・協力が必要な事項（想定含む。）があれば提案願います。 

・業務システム構築事業者によるミドルウェア、ソフトウェア等のインフラ環境適用時における

インフラ構成情報等の提供・技術的助言 

・上記適用時における動作不良や障害等が発生した場合の原因究明 

・システムのベンチマークテスト、レスポンス計測、負荷テスト実施時における計測及び計測

値の提供、改善策の助言 
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提案依頼書（RFP）P.21、P.22 第６ 機能要件 

１０ 仮想化基盤関連作業 

（２） 運用・保守時における作業内容 

⑮セキュリティパッチ最新化作業 

WSUSサーバーのセキュリティパッチ最新化後の各サーバーへの適用は本調達対象外

と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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提案依頼書（RFP）P.21、P.22 第６ 機能要件 

１０ 仮想化基盤関連作業 

（３） 運用・保守時における作業内容 

⑯障害対応 

障害対応範囲は、P.4の図表３で調達⑤となっている範囲と考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。なお、他調達の役割となっている箇所につきましても、必要に応じて

インフラ環境にかかる情報提供を依頼する場合があります。 

32 

提案依頼書（RFP）P.26 第７ 非機能要件 

２ 信頼性要件 

（２）拡張性 ① 

スケールアウトやネットワーク機器の処理能力が容易に可能な構成とありますが、どの

程度の拡張性を見込めばよろしいでしょうか。 

「第７ 非機能要件 １前提要件」及び貴社実績等を踏まえて提案願います。 
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提案依頼書（RFP）P.28 第７ 非機能要件 

３ セキュリティ要件 

（２）ネットワーク ⑥ 

リモート保守用の設備（機器と通信回線など）は調達範囲内でしょうか。 

リモート保守を実施される人数は何名程度想定すればよろしいでしょうか。また、接続方

式（SSL-VPN、IP-VPN等）の指定がございましたらご提示ください。 

調達①～③事業者がリモート保守を行う場合、業務システム事業者からデータセンターへの

リモート保守用設備（回線接続用ルーター、ネットワークアドレス制御用ルーター等の機器及

び通信回線）は調達範囲外となります。ただし、データセンター側においてルーター等のリモ

ート保守用設備を設置するためのスペースや電源が必要な場合は、その箇所は本調達の範



No. 質問項目 質問内容 回答 

囲内となります。また、業務システムの各サーバー単位で、リモート用の専用 LANポートが必

要となります。 

なお、リモート保守にかかる人数は１～１２名程度、接続方式は、IP-VPN サービスの利用を

想定していますが、詳細につきましては今後の調達①～③事業者との調整事項となります。 
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提案依頼書（RFP）P.28 第７ 非機能要件 

３ セキュリティ要件 

（２）ネットワーク ⑦ 

次期業務システム構築事業者がSSL対応機器（SSLアクセラレータ機能を有したアプライ

アンスサーバー）をデータセンターに持ち込んでとありますが、その場合の想定機種及び

台数をご提示ください。 

SSL対応機器の詳細は下記のとおりです。 

項目 必要量（数量・単位） 補足事項 

IPCOM EX2-3200 2 ネットワークアプライアンス 

IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア 

V01 
2 UTM 型ネットワークサーバ 

SSLアクセラレーターライセンス 2   

EX2-3200 電源二重化オプション 2   

100V電源ケーブル 4   

IPCOM EX2-3500/3200 用 HDD1 2   

暗号カード A 2 暗号カード 

スイッチングハブ(L2SW) 2   
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提案依頼書（RFP）P.28 第７ 非機能要件 

３ セキュリティ要件 

（５）セキュリティ診断への協力 

ご協力に際し、受託者側で想定される作業、頻度がございましたらご教示下さい。 具体的な作業内容や頻度につきましては、現段階では未確定ですが、インフラ環境における

サーバー、ネットワーク機器、OS、ミドルウェア等のプラットフォームについての情報提供依頼

等を想定しています。 
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提案依頼書（RFP）P.29 第７ 非機能要件 

３ セキュリティ要件 

（６）監査等への協力 

ご協力に際し、受託者側で想定される作業、頻度がございましたらご教示下さい。 具体的な作業内容や頻度につきましては、現段階では未確定ですが、区職員及び監査実施

機関のデータセンターへの立ち入りや情報提供依頼等を想定しています。 
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提案依頼書（RFP）P.41 第10 運用・保守要件 

４ サービスレベル維持・管理： 

図表24 SLA基本事項 

稼働率は次期業務システムの稼働時間内での計算でよろしいでしょうか。次期業務シス

テムの稼働時間外については仮想基盤上の稼働時間をカウントしないと考えています

が、正しいでしょうか。 

次期業務システムの稼働時間の他、バッチ処理やバックアップ作業等の稼働時間外も含みま

す。 
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提案依頼書（RFP） 

別紙１ リソース一覧 

共用フォルダ（システムバックアップ、データバックアップ、その他領域）の容量はバックア

ップ３世代分を考慮している容量でしょうか。 

共用フォルダは一次バックアップで使用する領域であり、世代管理は考慮しておりません。三

世代以上を保持するのは、調達⑤で準備する二次バックアップ以降になります。 

39 
提案依頼書（RFP） 

別紙２ インフラ作業範囲定義書（SOW） 

システム及びデータのリストア作業は障害発生時のみ実施と考えてよろしいでしょうか。 障害発生時の他、アプリケーションの誤適用、バッチ異常処理又は処理誤り等で、インフラ環

境構築事業者のみリストア作業を担当する役割分担とした場合に実施します。 
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提案依頼書（RFP） 

別紙２ インフラ作業範囲定義書（SOW） 

別紙３ 統合運用設計方針 

別紙２に記載の役割分担と、別紙３のP.5に記載の役割分担に差異があるようにみうけら

れますが、どちらを前提とすればよろしいでしょうか。 

差異がある箇所につきましては、別紙２インフラ作業範囲定義書（SOW）に記載の内容に読み

替え願います。 
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提案依頼書（RFP）P.10 

第6 機能要件 

2 システム環境要件 

(3) リソース追加時の対応 

今回のご提案の中で、仮にホスティング形式を想定した場合、リソース追加（または次期

更新時）の際に追加費用となりますが許容範囲内でしょうか。 

区は IaaS型クラウドサービスによるインフラ環境の構築を要件としています。 

 


