
令和２年3月2日現在

札幌市防災情報システム構築業務の公募型企画競争に係る質問回答集
これまでになされた質問の内容とその回答について掲載しております。

項番 資料名 項目 質問内容 札幌市　回答
1 調達仕様書 データ移行について 過去データの取り込みは必要と考えて宜しいでしょうか。 仕様書の「５　移行、5.1　データ移行」に記載のとおりです。

2 調達仕様書 「1.3　業務期間」について
業務最終日（令和３年３月25日）の翌日から本番稼働日（令和３年４月）までの
期間における、本業務での対応事項（費用算出が必要となる作業等）は、無いと
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。

3 調達仕様書
「2.1.2　システムの要件」につ
いて

「別紙１　機能要件一覧」に記載の業務機能名称については、調達仕様書を満た
す機能を有していれば、パッケージシステムが持つ機能名称での提案や導入が可
能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。

4 調達仕様書
「2.1.2　システムの要件⑷」に
ついて

札幌市の所有物となる「業務データ」とは災害情報や各種マスタ情報のことを指
し、GIS関連やプログラムは含んでいない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。

5 調達仕様書
「2.1.2　システムの要件⑷」に
ついて

「受託者は、業務データの活用に必要な情報提供及び技術指導を本市に対して行
うこと。」については、本業務の業務期間内に実施する内容との認識で間違いな
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 調達仕様書
「2.2.1　システム導入」につい
て

「データ移行」の対象データを具体的にご教示ください。 「4.1.3　データ量　表９」に示すデータを想定しております。

7 調達仕様書
「2.2.1　システム導入」につい
て

札幌市が別途調達する「OS等基本ソフトウェア、サーバ等機器、ネットワーク
機器等」は、システム導入に向けた単体・結合テスト等のために、いったん受託
者に貸与頂けるとの認識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

8 調達仕様書
「2.2.1　システム導入⑴要件確
認（業務分析）」について

現行の業務フローをご教示ください。 別紙１のとおりです。

9 調達仕様書
「2.2.1　システム導入⑺結合テ
スト」について

「別に検証環境を構築し、その環境下で実施すること」とは、札幌市に構築する
本番環境とは別に「受託者が社内に検証環境を構築し、その環境下で実施する」
という認識で間違いないでしょうか。

本番環境とは別に検証環境を構築していれば構築場所は問いません。

10 調達仕様書
「2.2.1　システム導入⑽運用テ
スト

「検証環境」とは「受託者が社内に構築する検証環境」との認識で間違いないで
しょうか。

上記９と同じ。

11 調達仕様書
「2.2.2　プロジェクト管理⑸委
託業務実施報告書等の作成」に
ついて

「定期的（週に１回以上）に書面等で経過について報告」は、経過の分かる報告
資料をメール等で提出することも可能との認識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 調達仕様書
2.2.2　プロジェクト管理⑽ア
管理対象となるドキュメント」
について

現行運用している帳票のフォーマットをご教示ください。
別紙２のとおりです。
なお、項目に差異はありますが、基本的なフォーマットとして提示いたします。

13 調達仕様書 「2.3　成果物」について 現行の業務フロー、帳票一覧、帳票レイアウトをご教示ください。
上記８、12のとおり。
なお、帳票一覧については、別紙３のとおり
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14 調達仕様書
「3.2.4　ネットワーク　図３シ
ステム概要図」について

「防災システム専用PC」に係る以下内容をご教示ください。
①想定台数をご教授ください。
②機器は、別途札幌市が調達予定との認識で間違いないでしょうか。
③ネットワーク回線は、別途札幌市が調達予定との認識で間違いないでしょう
か。
④PC設定作業は、システム構築にかかる業務委託に含むとの認識で間違いない
でしょうか。

①50台程度
②お見込みのとおりです。
③お見込みのとおりです。
④専用PC設定作業は、今回の構築には含まず、設定が必要な場合は、本市で設
定を行うほか、本市のみで設定ができない場合は、保守業務または別途業務発注
を想定しております。

15 調達仕様書
「3.2.4　ネットワーク　図3シ
ステム概要図」について

「職員PC(イントラネットPC）」に係る以下内容をご教示ください。
①PC設定変更作業は、システム構築にかかる業務委託に含むとの認識で間違い
ないでしょうか。
②イントラネット側のネットワーク設定変更作業は、別途札幌市が調達予定との
認識で間違いないでしょうか。
③上記②について企画提案書への記載及び経費計上は不要との認識で間違いない
でしょうか。
④停電等で庁舎ネットワークが接続不可となった場合は「職員PCから防災情報
システムへの接続は出来ない想定」という認識で間違いないでしょうか。

①、②　③について、職員PCにおいて設定変更作業を想定しておりません。
④お見込みのとおりです。

16 調達仕様書
「3.2.4　ネットワーク⑴」につ
いて

札幌市DC側のインターネット接続回線は、別途札幌市が調達予定との認識で間
違いないでしょうか。また、それらの企画提案書への記載及び経費計上は不要と
の認識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

17 調達仕様書 「3.2.5　端末」について

以下の内容をご教示ください。
①最大同時利用台数はログイン数であり、同時アクセス数ではないという認識で
間違いないでしょうか。
②6,000台の内訳（PC、スマートフォン、タブレット等）をご教示ください。
③防災システム専用PCの内訳（PC、スマートフォン、タブレット等）をご教示
ください。
④職員個人が所有する端末は含まれないとの認識で間違いないでしょうか。

①お見込みのとおりです。
②ほとんどがPCで、300台ぐらいをスマートフォン、タブレットとして想定して
おります。
③PC50台程度を想定しております。
④個人が所有する端末で使用する場合も想定しております。

18 調達仕様書 「3.3.1　基本方針」について
「原則としてパッケージ製品とする」とありますが、想定しているパッケージ製
品の製品名や製造会社等についてご教示ください。

各社で開発済みのパッケージ製品を想定しており、特定の製品、製造会社を指定
しているものではありません。

19 調達仕様書
「3.3.3　ミドルウェア」につい
て

「各サーバの障害監視、ログ監視等についてはDC側で標準で用意されているソ
フトウェアの利用を想定している」とありますが、札幌市DCにも標準で用意さ
れているとの認識で間違いないでしょうか。またそれらソフトウェアの製品名等
についてご教示ください。

システムを監視・管理するためのPC（機器は本市調達）を市役所に設置するこ
とを想定しており、ソフトウェアを含む構築を本業務としております。

20 調達仕様書
「3.3.3　ミドルウェア」につい
て

本システムのライフサイクル期間は10年程度と想定しています。また、機器
（ハードウェア）のライフサイクル期間は３～５年毎の更新等を想定しています
が、認識に間違いはないでしょうか。

お見込みのとおりです。

21 調達仕様書
「4.1.2　システム利用者」につ
いて

約19,000名の利用者が、最大6,000台の端末からログインする可能性があるとい
う認識で間違いないでしょうか。

19,000人分のアカウントを作成し、そのうち最大で6,000台からの同時ログイン
を想定しております。
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22 調達仕様書
「4.1.3　データ量　表９防災情
報システムのデータ量」につい
て

記載されているデータ量は目標数値であり、保証数値ではないとの認識で間違い
ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

23 調達仕様書
「4.1.3　データ量　表１０防災
情報システムの性能要件」につ
いて

記載されている処理速度は目標数値であり、保証数値ではないとの認識で間違い
ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

24 調達仕様書
「4.2.1　不正アクセスの防止⑴
利用者の権限管理イ　アクセス
管理(ァ)、(ィ)」について

「定期的に検証を行い、必要に応じて見直しを行う」とありますが、定期的な検
証を札幌市で行い、年に１度程度のマスタ更新作業を保守運用委託業務で実施す
るとの認識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

25 調達仕様書 「4.2.3　ログ管理⑶」について
「端末管理ソフトウェアで取得している操作ログ」とは、ノートPC等の管理端
末からサーバにアクセスして操作ログが取得できることを想定しているという認
識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

26 調達仕様書
「4.3.1　データバックアップ」
について

「年次の大規模バッチ処理」とは、具体的にどのような内容を想定されているか
ご教示ください。

各社のご提案内容によりますが、年表等、年次ごとのデータ集計等の場合を想定
しております。

27 調達仕様書
「4.3.2　データのリストア」に
ついて

「検証環境へのリストアを運用保守にて実施」とありますが、運用保守の中で過
去分のDB状態を参照できればよいとの認識で間違いないでしょうか。

原則、検証環境へのリストアを実施し、過去分のDBの状態を参照できることが
必要となります。

28 調達仕様書 「5.1　データ移行」について

「本市が保有する以下のデータ」とは、「4.1.3　データ量表９防災情報システム
のデータ量」に記載されているデータを指しているという認識で間違いないで
しょうか。またその場合、データ移行前後でのデータ量（導入時）は同容量の
0.1GBになるとの認識で間違いないでしょうか。間違いの場合は、正しい内容を
ご教示ください。

お見込みのとおりです。
データ移行時のデータ量の想定として0.1GB程度としております。

29 調達仕様書
「5.1.1　初期データ設定」につ
いて

「システム構築手順書等」は、再セットアップのマニュアルのことで間違いない
でしょうか。

システム稼働に必要な初期設定の手順書となりますので、再セットアップに伴う
手順書も含まれます。

30 調達仕様書 「7　教育引継ぎ」について
「利用する本市の職員（委託先なども含む）とありますが、利用者教育が必要な
人数をご教示ください。

「7.1　業務操作研修」のとおりです。

31 調達仕様書
「8.2　遵守する法令等」につい
て

「システムが対象とする業務に関わる本市の条例、規則、規定及び要領」を具体
的にご教示ください。

札幌市災害対策本部条例、札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程、
札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程事務取扱要領、札幌市国民保
護対策本部及び札幌市緊急対処事態対策本部条例、札幌市国民保護対策本部及び
札幌市緊急対処事態対策本部の組織及び運営等に関する規程、札幌市個人情報保
護条例、札幌市個人情報保護条例施行規則

32 調達仕様書 「9.1　通常時保守」について
「システムで利用する端末についての稼働支援」とは、利用者からの端末稼働に
関する問い合わせ等に対応することであるという認識で間違いないでしょうか。

システムで利用する端末で何らかの支援が必要となった場合、利用者個々からで
はなく、危機管理対策室システム担当者からの問い合わせに対応することを想定
しております。

33 調達仕様書
「9.3　サーバ環境等変更」につ
いて

データ連絡先の変更により、設定変更では対応できない連携インターフェース改
修等のシステム開発が発生する場合は、運用保守の範囲に含まれないとの認識で
間違いないでしょうか。含まれる場合は「想定されるデータ連携先の変更内容」
についてご教示ください。

システム開発が必要となった場合は、別途、改修作業について業務委託を想定し
ております。
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34 調達仕様書 「2.2.1 システム導入」

「なお、本システムの構築、稼働のために必要な OS 等基本ソフトウェア、サー
バ等機器、ネットワ ーク機器等の調達については、本市が別途調達するが、開発
に必要になる機器及びミドルウェアの調 達、開発場所の確保は、受託者の負担と
する。」
との記載がありますが、緊急防災減災事業債の活用を踏まえ、メインの札幌市の
データセンターに設置する物理サーバと同じ仕様の物理サーバをバックアップ側
データセンターに設置することを想定されており、メイン、バックアップともに
クラウドサービスの利用は想定していないと理解して良いでしょうか。（緊急防
災減災事業債ではクラウドサービスは認められていないため）

クラウドサービスの利用は想定しておりません。

35 調達仕様書 「3.2.4 ネットワーク」

「(1) 外部DC側のインターネットへの接続帯域は上り下りともに占有線で1Gbps
以上のベストエフ ォート回線を用意すること。」との記載がありますが、ご提示
する見積もりには、
外部バックアップセンターのインターネット及びVPN利用料だけでなく、札幌市
データセンター側のインターネット回線利用料及びVPN利用料も含まれるので
しょうか。

札幌市データセンター側インターネット回線については、本調達に含まず、本市
にて調達いたします。


