
文書管理システム再構築に係る設計・開発業務　質問回答

項番 資料名 該当頁 章・項目 質問内容 回答

1 調達仕様書 8,9 3. 作業の実施内容　(1) 作業
の内容

今回の入札額は、範囲は3（1）作業の内容に記載されている、
ア. 設計・開発に係る作業内容、イ. 運用支援に係る作業内
容、ウ. パッケージソフトウェアの提供と理解していますがそれ
でよいでしょうか？

御認識のとおりです。
本件は文書管理システムの設計開発業務となっております
が、パッケージソフトウェアをベースとする場合は、当該パッ
ケージソフトウェアのライセンス調達費用も含みます。

2 調達仕様書 10 3. 作業の実施内容　(1) 作業
の内容　ウ. パッケージソフト
ウェアの提供

「ライセンスは保守サービス契約期間中に買い直すことなく永
続的に利用できること」、とありますが、今回の契約期間中に
ついて買い替えや追加ライセンス等が発生しないという理解で
良いでしょうか？

御認識のとおりです。
今回の契約期間中にパッケージソフトウェアのライセンスを購
入することで、その後保守サービス期間中も含め、原則、追加
費用が発生することなく、継続してライセンス利用できることを
想定しております。

3 要件定義書 14 3. 非機能要件　(2) システム
方式に関する事項　イ. 情報
システムの全体構成

図中の「負荷分散装置」は、共通基盤に既設されサービス提
供されると考えるべきなのか、仕様を提示し機器賃貸借で別
途購入する装置として考えるべきなのか、いずれでしょうか？

共通基盤にて負荷分散装置を用意し、共通基盤にて接続
サーバを振り分けます。

4 要件定義書 22 3. 非機能要件　(10) 情報セ
キュリティに関する事項　(ア)
主体認証

「職員情報は、イントラネット上のICSS から日次で全件を受領
する。」との記載があり、閲覧資料にはXML形式とCSV形式の
2種類との記載がありますが、
①データは全件データを受領できるという理解で良いでしょう
か？（全件または差分、差分の場合の削除データの扱い等）
②受領の際に更新フラグを付加する、または受領記録を残す
ような処理は必要でしょうか？

①使用を想定しているファイルはXML形式の全てとCSV形式
の一部で、いずれも全件での提供です。
②いずれも必要に応じて付加・記録してください。

5 要件定義書 22 3. 非機能要件　(10) 情報セ
キュリティに関する事項　(ア)
主体認証
（3. 非機能要件　(2) システム
方式に関する事項　イ. 情報
システムの全体構成）

「イントラネット経由の文書管理システムへのログインは、共通
基盤システムが提供するポータルサイトからの遷移以外は許
容しない。」との記載がありますが、「3. 非機能要件　(2) シス
テム方式に関する事項　イ. 情報システムの全体構成」P１４
図3-2では、文書保存センターからは直接文書管理システム
に接続しているように見えます。これは例外として直接参照が
必要な機能と考えれば良いでしょうか？
図の記載事項が（案）ということで22ページの記載を優先し、
直接参照は不要と考えれば良いでしょうか？

直接参照は不要です。
文書保存センターシステムは、文書保存センター内の保存箱
の管理のため、エクストラネットを介して文書管理システムと保
存箱データの連携を行います。
したがって、文書保存センターからログインし、文書管理シス
テムを参照する必要はございません。

6 要件定義書 22 3. 非機能要件　(10) 情報セ
キュリティに関する事項　(ア)
主体認証
（3. 非機能要件　(2) システム
方式に関する事項　イ. 情報
システムの全体構成）

「イントラネット経由の文書管理システムへのログインは、共通
基盤システムが提供するポータルサイトからの遷移以外は許
容しない。」との記載がありますが、モバイルからの接続は許
容しないという理解でよろしいでしょうか？

当該モバイルがイントラネットへの接続を許容されているので
あれば、共通基盤のポータルサイトから文書管理システムへ
ログインすることは可能と考えます。
但し、モバイルのイントラネット接続については、本市セキュリ
ティポリシーに従う必要があります。
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項番 資料名 該当頁 章・項目 質問内容 回答

7 要件定義書 38 3. 非機能要件　(15) 教育に関
する事項　（ア）

「研修会場は、本庁舎から公共交通機関を利用して30 分以内
の場所で受託者の負担で用意すること。」との記載があります
が、本システムについてはイントラからポータルシステムによ
るログインのみ許容する形式だと理解しております。
したがって研修会場については、貴市保有の研修設備であり
イントラネット内であるという認識でよろしいでしょうか？

研修においては、「操作手順書」の確認が主となるため、イント
ラネットに接続し本番環境を用いて研修を行うことは必須では
ないと考えております。そのため、研修会場は本市所有の設
備に限りません。
なお、ログイン機能については共通基盤からポータルサイトの
画面情報等の提供を受け、疑似的な環境を作成し研修を行う
ことを想定しております。

8 要件定義書 38 3. 非機能要件　(15) 教育に関
する事項　（ア）

「研修環境（クライアント端末、ネットワーク、サーバ環境等）は
受託者の負担で用意すること」とのことですが、特に共通基盤
の部分とネットワークについて、今回の調達範囲と異なる部分
の環境の構築は弊社では難しいことから、既存業者に対して
環境構築に関する費用が発生する場合に、弊社がその費用
を負担するということでしょうか？
また、その場合の費用交渉以前に、既存業者に対する協力要
請及び調整は、貴市に行っていただけるか、弊社にて行うの
か、いずれを想定しておりますでしょうか？

上記のとおり、研修環境において共通基盤との接続は必須で
はございません。
共通基盤のポータルサイトの画面情報等の作成については、
共通基盤構築受託事業者への協力要請は不要ですが、提供
される画面情報等を元に、研修に必要な環境等の作成を行っ
ていただくことを想定しております。

9 機能要件対応表 No.8
No.59
No.68

収受・到達
　収受情報管理
起案・決裁・施行
　起案文書情報

「当該文書の起案者及び決裁・承認者として設定した職員な
ど」だけでは判断できませんが、決裁ルート上の職員以外に、
個人職員を割り当てることがあるでしょうか？

御認識のとおりです。
決裁ルート上の職員以外の割り当てについては、係内の決裁
に関与していない他の職員や、決裁者の後任者等が考えられ
ます。

10 機能要件対応表 No.24
No.25
No.90
No.91
No.142
No.143
No.247

収受・到達
　添付文書登録
起案・決裁・施行
　添付文書登録

「サーバ上のファイルを直接編集することができ、クライアント
側の端末へのダウンロード、及び再アップロードによる差替え
作業を必要としないこと」とあり、さらに、対象ファイルがMS-
OFFICE文書になっていますが、これはOffice-Online等のサー
ビスを想定されているのでしょうか？

文書管理システムにてファイルを保持することを考えており、
Office-Online等のサービスの想定ではございません。

11 機能要件対応表 No.128 起案・決裁・施行
　差戻し、引戻し　決裁取消

「並列ルート上の承認者が差し戻す際には、並行する別ルート
への差し戻しはできないこと」とありますが、分岐前の承認者・
合議者、起案者への先戻しはあるでしょうか？
また、その際、再回議時の挙動はどうなりますでしょうか？

分岐前の承認者、起案者への差戻しはあり得る想定です。た
だし、合議者は並列ルートと考えられるため、差戻しの対象外
となります。
その場合、通常の再回議と同様に、「最初から再開、差戻し者
から再開、差戻し者の次の承認者（差戻し者から修正したなら
次の承認者から再開してよいとコメントがあった場合など）から
再開のいずれかを選択できる」運用を想定しています。
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項番 資料名 該当頁 章・項目 質問内容 回答

12 機能要件対応表 No.140 起案・決裁・施行
　修正、再回議

「修正箇所の色を変えるなど、どこが修正されたか分かりやす
い表現がされること」とは、文書情報という理解でよいでしょう
か？
文書内容については、負担も負荷も大きいと考えます。

文書の目録情報を修正した場合、どこが修正されたか分かり
やすく表現がされる必要があります。添付ファイル内の修正に
ついては当該ファイルの作成ソフトの機能により修正箇所が
分かるようにする運用を想定しております。

13 機能要件対応表 No.159 起案・決裁・施行
　文書番号取得

「告示については各区単位でも通し番号を自動で採番できるこ
と」とありますが、全庁と区との告示番号を、区では併用して業
務を行なうということになりますでしょうか？

区については、全庁単位か各区単位の告示番号を選択できる
運用を想定しております。

14 機能要件対応表 No.175 起案・決裁・施行
　公印申請・承認

校合処理の際、「目視等による作業を行わずに、システムによ
る支援機能のみで照合を実現する機能を有すること」とありま
すが、具体的な想定作業はありますでしょうか？

原議照合では、発送文書と当該発送文書の原議の案文（決裁
で確定したもの）が同一かどうか照合を行いますが、件数が多
いため、なるべく運用負荷をかけずシステムで効率化できる方
法を検討しております。
具体的な運用方法については、御提案いただくパッケージの
機能を元に、要件定義（補完工程）において検討することを想
定しています。

15 機能要件対応表 N0.178 起案・決裁・施行
　公印申請・承認

「公印の承認処理を必要とするかどうかは、運用に合わせて
設定変更できること」とありますが、承認なしに公印押印という
運用があるということでしょうか？

公印押印には承認が必須ですが、システム外で承認を行う運
用も想定されることから、具体的な運用は要件定義（補完工
程）において検討することを想定しています。

16 機能要件対応表 N0.180 起案・決裁・施行
　公印申請・承認

「公印使用が承認された文書について、システムに登録した印
影（1種類程度を想定）を打ち出した文書を出力できること」に
ついて、電子公印の使用ということでしょうか。本項目以外（実
公印の押印）では公印の押印数についての指定（最大数等）
はなかったため。また紙に押印する際の指定はありますでしょ
うか？

公印の印影を電子化したものを発送文書等に打ち出すことを
想定しています。
押印数の最大数について指定はありませんが、押印数は「公
印使用簿」にてシステム上で管理できることを想定していま
す。

17 機能要件対応表 No.253 保存・置換・廃棄
　分類管理

「分類ごとに保存期間等の設定ができること」は、簿冊の保存
期間を示しますでしょうか？、分類に開始および終了日を設定
すると言ことになりますでしょうか？

本市では、「共通文書」に属する第5分類に保存期間を設定
し、簿冊登録の際に、当該分類を選択することで、簿冊の保存
期間及び保存期間満了年度等が設定される運用を想定して
います。

18 機能要件対応表 No.297
No.298

保存・置換・廃棄
　保存場所管理

「保存場所を階層構造で、3階層（書庫、書架、書棚）で登録管
理」「保存場所（例えば棚）のサイズを管理できること」とありま
すが、書庫はセンター以外には、各課にあるという理解になり
ますでしょうか？。
その場合、書庫サイズはどうなりますでしょうか？

文書の保存場所は、「保存センター」、「文書担当課書庫」又は
「自課書庫」のうちから、課ごとに置換可能な書庫が設定され
ており、そのなかから保存場所を選択できるようになっていま
す。
「文書担当課書庫」及び「自課書庫」については、文書管理シ
ステム上、保存場所として選択するだけで、それ以上の登録
等はしません。
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項番 資料名 該当頁 章・項目 質問内容 回答

19 機能要件対応表 No.328 保存・置換・廃棄
　文書保存センター閲覧
　（文書保存センター機能）

「文書管理システムから連携された保存箱の閲覧依頼の情報
を基に、閲覧申込リストを出力できること」とありますが、貸出
とは異なり、書庫センターにて閲覧というケースということで
しょうか？

御認識のとおりです。

20 機能要件対応表 No.362 共通機能・運用支援
　操作性支援機能

「リキッドレイアウトに対応し、様々な液晶モニタのサイズ、解
像度に応じて」とありますが、今後、運用想定されているモニタ
サイズ、解像度はありますでしょうか？

今後の運用については本市内部で検討中であり、パッケージ
の機能を元に要件定義（補完工程）において検討することを想
定しています。

21 機能要件対応表 No.471 共通機能・運用支援
　文書編集

「文書管理システム外で作成管理していた収受文書や起案文
書、供覧文書」はどういう文書を指していますでしょうか。

紙の収受文書や、他システムで作成した起案・供覧文書等を
登録することを想定しています。
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