回

答

書
令和３年 ８月１ ６ 日
鳥取県西 伯郡南 部町 デジ タル推進 課

地域とつながる未来ラボ備品調達及び保守管理業務 に係る質問事項について、以下のとお
り回答い たしま す。

No.

質問事項

回

答

【業務仕 様書】
12 業務の実 施内容
（１） 南部町では以 下の サービス 提供を
想定して いるが 、提 供方 法（通 信手段 等）
及びこれ 以外の サー ビス について も効果
的と思わ れるも のは 予算 の範囲内 で積極
的に提案 をする こと。
ア マイナン バー申請 支 援
イ 各種電子 申請支援
ウ 確定申告 相談
エ 総合相談
オ 認知症予 防プログ ラ ム（タッ チパネル
体験）・・・ 専用端末 は 町が既所 有
カ へき地巡 回診療
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その他、 総合防 災訓 練で の活用、 災害時
の避難所 派遣な ど

（以下質 問）
貴町サー ビス提 供要 件に ついて確 認させ

（１）及 び（２ ）に関し ましては 、（ １）

てくださ い。

の準備 のみで も結構 です が、審 査基準 に

（１）イ ンター ネッ ト回 線、 WEB ブラウ

も関わ るもの となり ます ので業 者提案 に

ザが使え る端末 等の準備 のみ

委ねるも のとし ます。
（ ３）につき まして

（２）町 役場内 とセ キュ リティレ ベルを

は特別 なもの は想定 して いませ ん。通 常

合わせた 環境が 必要

の WEB 会議など で使用 で きるカメ ラ付き

（３）ビ デオ会 議機能が 必要

のもので あれば 結構です 。

既に公民 館等で 貴町 サー ビスを利 用でき
る環境が あるの であ れば 、同様の 通信手
段、端末 を用意 する 想定 としたい と考え
ておりま すが問 題ないで しょうか 。

また 、公民 館等で サー ビスを 利用で き
る環境は 現在の ところあ りません 。

２

通信の要件について確認させてくださ

質問１ と同様 に（１ ）の みの手 配でも 構

い。

いませ んが、 審査基 準に 関わる ものと な

貴町提供サービスの通信要件に合わせ

ります ので業 者提案 に委 ねるも のとし ま

て、通信 手段を 用意する 必要があ るため

す。

（１）イ ンター ネッ ト回 線の手配 のみと
なるか。
（２）VPN 回線等、高 度 にセキュ リティ
に特化し た通信 手段が必 要となる か。

貴町サー ビスの 車両 内提 供方法と して、
【業務仕 様書１ ２（ ２）】を満たす 追加架

本庁内のセキュリティ対策ソフトとし

装、ノー トパソ コンを想 定してい ます。

て、F-Secure を使用し て いますが 庁外接

以下につ いて、 要件を教 えてくだ さい。

続であ るため 、提案 につ いては これに 限

<要件により 費用が大 き く変わる ため >

定するも のでは ありませ ん。

（セキュ リティ 対策 ）
外部からの不正アクセスやデータ改ざ
ん等の悪 意ある 攻撃 を受 けた際の 対策を

３

講じるこ と。
○端末へ のセキ ュリ ティ 対策（ウ ィルス
対策等）
・ウィル ス対策 ソフトの 種類、更 新方法 、
頻度等
貴町に て実績 ある 要件 に合わせ たいと
考えてお ります 。
（セキュ リティ 機能 によ りサービ ス利用
ができな い可能 性がある ため ）

各サービ ス提供 に必要な 端末台数 。
ノートパ ソコン ２台 以上 と記載が ありま

２台を 必須と し、い ずれ も同様 なサー ビ

すが、１ 台で貴 町サ ービ スのサー ビス提

スを提供 できる ものとし ます。

供が可能 となり ますでし ょうか。

４

サービス による 端末 は分 ける想定 でしょ
うか。（上記 オの専用 端 末以外）
例：ア・ イとウ ・エ は同 じノート パソコ
ンの利用 は不可

等

オの専用 端末に つい て、 仕様を教 えてく

５

ださい。

専用端末

NEC

（設置ス ペース 、電 源、 重量等を 考慮す

となります。

型 番 PC-VKA10SGG7

るため）

６

液晶モニ ターの 利用 用途 を教えて 頂けま

各種相談・巡回診療等、高齢者などに、

すか

よりワイドな映像を提供するためで
す。

７
８
９
10

11

ＮＷにつ いては 、庁 舎内 までの接 続設計

質問２のとおり、業者提案に委ねるも

でよいで しょう か

のとします。

認知症予 防プロ グラ ムは 通信が必 要でし

不要です。

ょうか
巡回診療 は、双 方向 の映 像及び音 声が必

巡回診療については、不要です。

要でしょ うか
録画機能 が必要 でしょう か

今後の汎用性も踏まえ、業者提案に委
ねるものとします。

遠隔診療 は、ひ とつ の病 院へ接続 前提で

遠隔診療の実証は、すぐに実施を見込

よろしい でしょ うか

めるものではありませんが実施に当
たってはひとつの病院を見込んでい
ます。

12

パソコン の設定 はだれが やります か

受注者による設定とします。

ラッピン グデザ インも必 要でしょ うか

デザインも必要ですが、具体的には受

13

注者決定後に町と協議を行って決定
するものとします。
共同体の 申込は 可能でし ょうか

本プロポーザルには、単独事業者及び
複数の事業所で構成される共同事業
体でも参加できます。
なお、共同事業体による提案の場合に
は共同事業体内で代表者を決めると
ともに、代表者は本プロポーザルに係
る窓口となり、本町と共同事業体との

14

正確な意思伝達役を務めるものとし
ます。
また、共同企業体の代表者となる事業
所は、実施要領第５条の参加資格要件
を全て満たすものとし、構成する全て
の事業者も実施要領第５条第２号か
ら第４号の要件を満たすものとしま
す。

さらに、共同事業体として申し込む場
合は別添「共同企業体協定書（参考様
式）」の写しを８月 24 日（火）の参
加申込書提出期限までに申込書とあ
わせて提出ください。
「業務仕 様書

13 令和 3 年度の町 と受

注者の 責任 の分担 」の 「 通信機 器等架

次年度以降の経費につきましては、町
が負担することとなります。

装品の保 守管理・サポ ー ト」につ いて 、
確認で す。 令和３ 年度 限 りとあ ります

15

が、セ キュ リティ ソフ ト のライ センス
費用や 通信 回線に 係る 費 用は令 和４年
度以降も 発生し ます。
次年度 以降 に係る 経費 に ついて はどの
ように考 えれば よろしい でしょう か。
「調達広 告

１ 業務の概 要（２ ）」に おい

て、コネ クテッ ドカ ーを 地域の公 民館、
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現在のところ、派遣場所などは決まっ
ていません。

集会所等 に派遣 する とあ りますが 、派遣
する可能 性があ る施 設は 何カ所あ ります
でしょう か。
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ハイエー スの後 席ス ライ ドドアは 、片方

片方となります。

(助手席側)ですか、それ とも両方 ですか 。
ハイエー スのバ ック ドア は、開け る事を

開けることを想定しています。

想定して ますか 。
車のラッ ピング デザ イン 案はある 程度固

デザイン案は全く固まっておりませ

まってい ますか 。

ん。

契約期間 が令和 ４年３月 ３１日ま でとな

お見込みのとおりです。

っている が、回 線等のソ フト面に ついて
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は上記期 間迄の 契約を見 積れば宜 しいで
しょうか 。
また、車 両等の ハード面 は 4 月以降 も貴
町の所有 で良い でしょう か。
車いすを 乗降さ せる手法 は電動で ある事
が必須で しょう か。

21

若しくは 、車い すが安全 に乗降で きる別
手法を取 り入れ る事で、 レイアウ ト/車
室空間の 利用方 法への拡 張性を持 たせた
提案は可 能でし ょうか。

別手法による提案も可能です。

22

大型モニ ター2 台の配 置 図等、既 に想定

レイアウト、車室空間の想定はござい

レイアウ ト/車室空間 の 利用方法 はござ

ません。

いますで しょう か。

また２名同時サービスも可能なもの

また、2 台を使 って同 時 に 2 名にサービ

としてください。

ス提供を 行う想 定でしょ うか。

23
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乗車定員 は最大 何名を想 定してい ますで

運行時の乗車定員は前席のみの３人

しょうか （前席 ・後席）

を想定しています。

ディスプ レイは 、ユーザ ー利便性 /拡張

提案は仕様書に沿ったものとしてい

性等を考 慮しイ ンチに拘 る事のな い提案

ただくため、43 インチ以上での提案

とした場 合、想 定をされ る利用方 法に支

となります。

障を来た します でしょう か。

しかしながら、最優秀提案者として選
定された場合は、事前協議の過程で両
者合意により変更することも可能と
します。

