
№  資料名称  該当頁 該当項目 質問内容 回答

1

公告 2 ４提出書類

９グループ提案者の…

グループ提案の場合5 見積書について、1 社に統一し

て提出することは可能でしょうか？

可能です。

様式第１-２号グループ申請構成書で示すグループ名

で作成することが望ましいです。

2

実施要領 3 ４提出書類－【企画提案

書の作成方法】 ア

提出書類は紙媒体で７部（正本及び副本６部）及び

PDF 化した電子媒体を１枚提出すればよろしいで

しょうか。

お見込みのとおりです。

3

実施要領 4 ７提出書類の審査－

（１）審査方法－イ．二

次審査

プロジェクタ及びスクリーンはお借りできますで

しょうか。またお借りできる場合、プロジェクタの

入力端子は HDMI でしょうか。

プロジェクタ及びスクリーンについては、二次審査

会場である「プラザおでって」から借用しておりま

すが、プロジェクタの入力端子がRGB（D）端子のみ

となっており、変換アダプタとの相性が悪い場合が

あるとのこと。自前用意を推奨します。

4

実施要領 4 ７提出書類の審査－

（１）審査方法－ア．一

次審査

一次審査の結果はいつ頃に発表されるご予定でしょ

うか。

二次審査前日（８月３日）までに提案者へ結果を通

知します。

5

実施要領 4 ７提出書類の審査－

（２）審査項目及び採点

基準

業者選定は、一次審査及び二次審査の評価の総評で

行われますでしょうか。それとも一次審査は二次審

査の選定のみにご評価されるものでょうか。

受注候補者の選定は一次審査及び二次審査の評価の

総評で行います。

6

仕様書 2 ６システム要件－（１） オンプレミス型システムの場合、サーバ等はすべて

受注者側が準備（市と接続するネットワーク環境及

び設置場所等含む）するということでしょうか。

受注者側にサーバ等の用意を求めているものではあ

りません。発注者が用意する施設内の業務用端末及

びネットワーク環境で稼働する支援システムをご提

案ください。
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7

仕様書 2 ６システム要件－（２） オンプレミス型システムの場合、「外部ネットワー

クへのアクセスが不要なものにすること。」とあり

ますが、保護者との連絡機能も外部接続を必要とし

ない方法で構築する必要があるということでしょう

か。

オンプレミス型システムの場合において、保護者と

の連絡機能を含め外部接続を必要とする機能を搭載

する場合は、部分的なクラウド型システムとして扱

い、LGWAN-ASPサービスとしてご提案ください。

8

仕様書 2 ６システム要件－（２） LGWAN-ASPで提案する場合、提案時点でLGWAN-

ASPサービスリスト（アプリケーション及びコンテ

ンツサービス）に登録されていなければならないと

いう認識でよろしいでしょうか。

支援システム導入期間までにLGWAN-ASPサービス

リストに登録される場合は、提案時点で登録されて

いなくても構いません。

9

仕様書 2 ６システム要件－（６） 「施設内の端末８台で支援システムを稼働する」と

の記載がございますが、こちらの端末 で利用予定 の

ネットワークは有線でしょうか。無線でしょうか。

施設内のネットワークは有線で整備を行います。

（別途業務委託により9月末日までに整備予定で

す。）

10

仕様書 2 ６システム要件－（６） 調達内容には、「６０か月分のシステム使用ライセ

ンス及びシステム保守ライセンスを含めるもの」と

ありますが、システムの導入にかかる費用及び６０

か月分のシステム使用ライセンス費用の合計額が、

提案上限額以内でなければならないということで

しょうか。

お見込みのとおりです。
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11

仕様書 3 ６システム要件－（７） 利用されるブラウザに指定はありますか。また指定

されたブラウザで全機能が動作しなければならない

という認識でよろしいでしょうか。

利用するブラウザに指定はありませんが、一般的に

利用されているものに限ります。なお、提案はWeb

ブラウザベースのシステムに限定しているものでは

ありません。

また、提案対象の機能が全て動作することを前提と

して評価しますので、動作しない場合は評価に影響

します。

12

システム

機能要件

－ － 対応可否について、〇：対応可、△：条件付きや一

部対応可、×：対応不可という回答方法で問題ない

でしょうか。また、必須の項目は〇でなければ失格

という認識で間違いないでしょうか。

機能要件の対応可否の回答方法については、ご提示

の方法で問題ありません。ただし、必ず凡例を示し

てください。また、対応可以外の場合は理由等を記

載してください。

システム機能要件の必須機能については、対応でき

ない機能がある場合でも、それだけで参加資格を失

うものではありません。ただし、全ての必須機能を

搭載することを前提として評価を行いますので、未

対応の機能がある場合は審査の評価に影響します。

なお、対応できない機能がある場合でも、運用との

組み合わせなどにより代替案を提示できる場合は評

価対象となることがあります。
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13

システム

機能要件

－ 優先度 優先度A（必須）については、提案時点で満たしてい

なければならないという認識でよろしいでしょう

か。

必須機能は支援システム導入期間までに搭載する必

要があるものとし、提案時点では未対応でも構いま

せん。ただし、搭載の見通しが確実に立っている場

合に限るものとします。

14

システム

機能 要件

1 優先度については、以下

の通りとする。

A 必須機能（原則として

カスタマイズを行ってで

もその機能を備えている

こと）

カスタマイズの場合 、導入までか 、導入後の対応で

良いか教えていただきたい。

優先度Aの機能要件は導入時点で備わっていることを

原則とします。導入後のカスタイマイズにより対応

をされる場合は、評価に影響するので、改めてその

旨を表示ください。

15

公告 2 4　提出書類 、 NO.3 機能

確認表

「機能確認表で対応できない機能がある場合は審査

の対象としない」について 、 対応できない機能があ

る場合は参加資格が無いというこ と でしょうか。

システム機能要件の必須機能については、対応でき

ない機能がある場合でも、それだけで参加資格を失

うものではありません。ただし、全ての必須機能を

搭載することを前提として評価を行いますので、未

対応の機能がある場合は審査の評価に影響します。

なお、対応できない機能がある場合でも、運用との

組み合わせなどにより代替案を提示できる場合は評

価対象となることがあります。

16

システム

機能要件

－ №40 「各園で任意の項目を設定できること。 」とありま

すが、出欠理由を園で自由に追加、変更ができると

いうことでしょうか。

出欠理由を任意で設定できることを想定します。

※選択項目追加や理由の自由記載など
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17

システム

機能要件

－ №65 ６領域とありますが、５領域を頂点とするレーダー

チャートで問題ないでしょうか。

保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号）

に規程する基本5領域（健康、人間関係、環境、言

葉、表現）に「養護」を加えた6つの側面での領域設

定とします。

18
システム

機能要件

－ №73 同項目は、行事後に作成される行事記録簿のことで

しょうか。

お見込みのとおりです。

19
システム

機能要件

－ №74 発達指導計画の様式をお示しください。 様式を盛岡市公式ホームページに掲載します。

20

その他 － － QRコードでの登降園を行うためには QR コード

リーダー及びリーダー接続用端末が必要となります

が、該当機器類は貴市にて別途ご準備いただける想

定でよろしいでしょうか。

バーコード又はQR コードリーダーは別途調達するこ

とを想定しています。システムとの相性から汎用的

なバーコード又はQR コードリーダー使用できない場

合は、その旨とバーコード又はQR コードリーダーの

見積書をご提出ください。

また、リーダー接続用端末は想定しておりません。

（登降園記録用のタブレット端末は調達予定）

ただし、貴社システムの運用上必要な場合は、当該

機器の導入も本業務に含むものとします。

21

システム

機能要件

1 №13 「更新権限」「閲覧権限」「クラス権限」「ダウン

ロード・印刷権限」については全て必須でしょうか

。

「更新権限」及び「閲覧権限」は必須とします。

（IDによっては更新を制限することを想定していま

すので、更新制限機能を指します。）

22
システム

機能要件

1 №14 14 について 、項目が無くても登録出来れば問題ない

でしょうか 。※園児名簿メモ欄利用想定

選択式でなく、自由記載でも構いません。
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23
システム

機能要件

1 №19 進学予定小学校はて選択ではなく 、手入力で問題無

いでしょうか 。

選択式でなく、自由記載でも構いません。

24

システム

機能要件

1 №38 任意でマークの設定ではなく、システムで決まった

マークの印刷となりますが問題ないでしょうか 。

マーク指定はありません。

例えば、出席：〇、欠席：×、早退：△など、理由

に応じた内容を選択出来れば構いません。

25
システム

機能要件

№57 健康診断の内容は何を想定されてますでしょうか。 身長、体重、異常項目を基本とします。

（肥満度などあるとより良い）

26
システム

機能要件

2 №77 国の様式で問題ないでしょうか 。 様式を盛岡市公式ホームページに掲載します。

（国参考様式と同じ様式となります。）

27
システム

機能要件

3 №94 保険記録とはNo.95の「検温結果・機嫌・食事量・排

泄等の状況」でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


