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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

1

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

（設置ス ペース 、電 源、 重量等を 考慮す

となります。

るため）
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