
人事給与システム調達プロポーザル　質問事項及び回答一覧

No. 質問箇所 質問内容 回答
1 移行データ一覧 移行データの対象範囲で、在職者、退職者の期間指定がありますが、現行システム側で移行データを抽出

する際に区分けされると考えてよろしいでしょうか。
退職者は、現行システムにおいて「退職年月日」に日付が入力されていますので、この
部分で判別が可能です。

2 移行データ一覧
項番4

システム本稼動以前の月に対して遡及計算が生じたとき、新システムで担保する遡及計算の範囲はシステ
ム本稼動月から起算して3年以内と考えてよろしいでしょうか。
（例）システム本稼動となる平成31年4月から起算して3年間（平成28年3月まで）の給与支給実績に対して遡
及計算を担保する。

追給・戻入は最大で5年間遡及しますので、遡及計算の範囲も5年間必要となります。

3 記載依頼事項書
11-10

リモート保守 障害発生時のアラートについて
サーバ、ネットワーク機器の障害、またはバックアップジョブの失敗など、障害発生時のアラートを事業者側
にIDC環境内からメール等で送ることは可能ですか？

可能です。プロポーザル決定後に、方法について別途協議を行いますのでご承知おき
ください。

4 記載依頼事項書
11-10

リモート保守につきまして、貴市で既に定められている条件（ネットワーク接続要件）があればご教授いただき
ますようよろしくお願いします。

例：回線種別

リモート保守については、保守費削減効果が見込まれることから提案項目としておりま
す。今後、稼動予定の総合行政システムでは、経費事業者負担、インターネット網から
のVPNで市との接続し(FW有り)、ソフトウェアでのリモートデスクトップの制御を行うとい
う形を予定しておりますが、貴社の方法をご提案願います。
　なお、実際に導入するかはオンサイトにするか、リモート保守にするかは費用や運用
を考慮して、プロポーザル終了後に別途協議したいと考えております。

5 記載依頼事項書
11-11

ＳＬＡ（サービス品質保証）の順守につきまして、本契約は最終サービス契約を想定されているのでしょうか。
ＳＬＡは本来サービス契約に基づきＳＬＡを締結することになると思われますが、貴市の考えをご教授いただ
きますようよろしくお願いします。

今回、保守料も含む利用料提案とリース提案の選択肢がありますが、安定した行政シ
ステム運用と保守の提供にはSLAなどが必要と考えております。
　しかし、提案手法に複数の選択肢があることから、SLAの契約締結の詳細につきまし
ては、提案事業者・IDC事業者・リース業者などと別途協議したいと考えております。

6 記載依頼事項書
2-1

パッケージについて
記載依頼内容にある提案パッケージの（1）想定規模とは何の規模を指していますか。

使用する自治体の職員数、人口を指します。

7 記載依頼事項書
2-1

パッケージについて
記載依頼内容にある提案パッケージの（2）契約開発先とは、パッケージを自社で開発している場合はその旨
の記載でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8 記載依頼事項書
2-1

パッケージについて
記載依頼内容にある提案パッケージ（4）導入SI事業者、（5）保守SE事業者とは、貴市システムの導入または
保守を行う事業者名を記載するという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9 記載依頼事項書
5-6　長期運用費用

契約終了後も継続利用する場合に要する費用について記述とありますが、１年単位の費用を想定すれば良
いですか？ご教授ください。

1年単位の費用で構いません。

10 構築・運用ガイド ウィルス対策・WSUSについて
「Windowsのアップデートは全庁WSUSからの配信」とありますが、Windows以外のOS、H/Wのアップデートは
どのような形で配信を受けることが可能ですか？オフラインでの媒体渡しを想定する必要がありますか？

申し訳ありませんが、【全庁LANシステムサーバー構築・運用ガイド】は自治体NW強靭
化前の資料となりますので現状とは異なっております。現行の全庁WSUSはLGWAN-
ASPから配信を受けております。
　なお、現状でLGWANセグメントの各サーバのWindows以外にかかるパッケージプロダ
クト及びプリンター他ドライバー及びハードウェアファームウェア等は、パッケージ動作
保証の懸念からオフラインでのアップデートを想定しております。

11 構築・運用ガイド 業務サーバについて
「データ部はストレージなどを利用し」とありますが、専用ストレージ(仮想化の場合は共有ストレージ)を使用
しない構成とすることも可能ですか？具体的にはVMware V-SANのような構成など。

可能です。単独システムの場合はストレージ構成が高額になると思われますので、貴
社推奨構成にてご提案願います。
ただ、プロポーザル決定後に、機器選定や当市ストレージでの共用等について別途協
議を行いますのでご承知おきください。

12 構築・運用ガイド バックアップ設備について
「バックアップは全庁バックアップサーバを共用利用し」とありますが、今回の調達に置いても利用できるもの
と考えてよろしいでしょうか。また、利用できる場合は、媒体へのバックアップが可能でしょうか。
外部媒体へのバックアップが可能である場合は、使用できるテープ媒体の仕様をご教授ください。

全庁LANシステムサーバ、及びシンクライアントシステムサーバ類は本年秋に全面更
新予定となっており、当該事業者と協議中ではありますが、バックアップの一元化を進
めております。
貴社のお見込みのとおりですが、バックアップ退避領域（HDD、NASなど）については
提案に含めてください。
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13 構築・運用ガイド 管理端末について

仮想化での導入となる為、DCと市庁舎2カ所に設置する管理端末も調達範囲と考えてよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。

14 構築・運用ガイド CALについて
 「Windows　Server　RDS　CALは、シンクライアントのデバイスCALを利用」とありますが、貴市にて保有する
ライセンスを活用可能という認識でよろしいでしょうか。また、Windows Ｓｅｒｖｅr CALについても同様の考え方
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

15 システム構築イメージ イメージ図上、プリンタは構築範囲外ですが、【全庁LANシステムサーバ構築・運用ガイド】プリンタ等につい
てによると「プリンタサーバーの利用」とありますが、人事給与システムとの接続方法としてプリンタサーバー
の構築が必要ですか？

プリンタサーバの構築は想定しておらず、端末サーバで登録されているプリンタを使用
と考えております。運用上必要な場合は貴社の構築方法をご提案願います。

16 調達仕様書　1ページ
1　（3）　①

10年長期利用とありますが、月々の支払金額が変わらなければ、5年ずつの2回の契約とすることは可能で
すか？

10年契約となりますので不可能です。

17 調達仕様書　2ページ 給与事務の外部委託について
今後、給与事務を外部委託する旨の記載がありますが、外部委託する具体的な業務範囲や開始時期、委託
業者の作業場所等ご教授ください。

平成31年4月以降の業務委託開始を予定しておりますが、具体的な業務範囲、作業場
所等については現時点では未定です。

18 調達仕様書　2ページ 総合行政システムとの連携について
連携を予定している総合行政システムの詳細をご教授ください。

調達仕様書p6の(3)に記載しておりますが、現時点で想定しているのは職員人事デー
タがメインと想定しております。既存の連携に加え、今後のシステム連携も見据えて
「職員情報全データ抽出」の2種類の仕様が最低必要と考えておりますが、別添の連
携項目を参考いただき、プロポーザル終了後に別途協議したいと考えております。

19 調達仕様書　2ページ
1　（3）　⑥

「サーバについては、提案者と当市指定IDCの間でホスティングサービス契約を行うこと」とありますが、
⇒当市指定のＩＤＣとはどこか教えてください。
⇒サーバー機器はIDCにサーバーの等のスペックを伝えて、IDCが調達するという解釈でよろしいですか？

IDCについては別途ご連絡いたします。
サーバ機器の調達についてはお見込みのとおりですが、IDCのホスティング／ハウジ
ング利用料・保守等を含めた本契約を想定しています。

20 調達仕様書　2ページ
1　（3）　⑩

業務運用上必要な当市の他システム（総合行政システム、財務会計システム、グループウェア）と連携が可
能なシステムを構築すること。
と記述されていますが、具体的な連携する項目について、ご教授いただきますようよろしくお願いします。

調達仕様書p6の(3)に記載しておりますが、現時点で想定しているのは職員人事デー
タがメインと想定しております。既存の連携に加え、今後のシステム連携も見据えて
「職員情報全データ抽出」の2種類の仕様が最低必要と考えておりますが、下記の連
携項目をご参考いただき、プロポーザル終了後に別途協議したいと考えております。

【連携項目】
職員ID、職員別ID、職員別名称、氏名漢字苗字、氏名漢字名前、氏名カナ苗字、氏名
カナ名前、性別、生年月日、採用年月日、所属ID、部名称、室名称、課名称、係名称、
職名ID、職名名称、職種ID、職種名称、職層ID、職層名称、共済組合区分ID、共済組
合名称、嘱託職名ID、嘱託職名、共済番号、任期付職員種別名称

21 調達仕様書　3ページ
2　（1）

業務における健康管理、人事評価につきまして、利用端末は最大何台を想定してますか？ 下記のとおりです。
【人事評価】約1,500台
【健康管理】7台

22 調達仕様書　4～5ペー
ジ
3　（1）

業務データ用バックアップエージェントにARCserveを使用する場合、バックアップマネージャは貴市にてご準
備いただく認識でよろしいでしょうか。
なお、バックアップ方式は下記を想定しています。
　・仮想環境(VM)のシステムバックアップ :
　　Arcserve Backup r17.5 for Windows VM Agent per Host Licenseを利用して全庁バックアップサーバへ
バックアップ
　・日次データバックアップ　：
　　DBのdmpファイル等をArcserve Backup r17.5 for Windows VM Agent per Host Licenseを利用して全庁
バックアップサーバへバックアップ

全庁LANシステムサーバ及びシンクライアントシステムサーバ類は、本年秋に全面更
新予定となっており、当該事業者と協議中ではありますが、バックアップの一元化を進
めております。
貴社のお見込みのとおりですが、バックアップ退避領域（HDD、NASなど）については
提案に含めてください。
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23 調達仕様書　4～5ペー

ジ
3　（1）

調達範囲に以下が含まれておりますが、同等の機能を実現できれば別のシステム構成としても差支えありま
せんでしょうか。
　・業務データ用バックアップエージェント(ARCserve ver17以降)
　・媒体(LTO7など)

可能です。プロポーザル決定後に、ソフトや機器選定などの方法について別途協議を
行いますのでご承知おきください。

24 調達仕様書　4ページ
3　（1）

「ファイアウォール、WEBサーバ、ロードバランサー、DBサーバ等の必要機器を構築すること。」とあります
が、全庁LANに接続するシステムを構築するため、リスク削減のために苫小牧市様で実績のある環境を構築
する必要があると思いますので、このファイアウォールの推奨システム、ならびにハードをご教授ください。

プロポーザルの時点では、製品指定は営業行為にも捉えられかねませんので、提示
するものではないと考えております。貴社の設計・実績でのシステム・機器にてご提案
願います。
　なお、機器機能につきましても提案構成によって異なりますので、詳細につきまして
は、プロポーザル決定後に、別途協議したいと考えておりますので、ご理解ください。

25 調達仕様書　4ページ
3　（1）

「バックアップ装置は、自動処理が可能であるものとし、サーバ台数により適切な手法を講じること。」 とあり
ますが、調達範囲に業務データ用バックアップエージェントの指定と、【全庁LANシステムサーバー構築・運用
ガイド】には「バックアップは全庁バックアップサーバを共用利用し、一元化に努めること」とある事から、弊社
からの提案ではなく、苫小牧市様の既存のバックアップサーバーと、運用規則に沿ったバックアップを行うと
解釈してよろしいですか？

全庁LANシステムサーバ及びシンクライアントシステムサーバ類は、本年秋に全面更
新予定となっており、当該事業者と協議中ではありますが、バックアップの一元化を進
めております。
貴社のお見込みのとおりですが、バックアップ退避領域（HDD、NASなど）については
提案に含めてください。

26 調達仕様書　6ページ
3　（2）　①

現在のシステムから提供される移行データの項目を確認するため、【人事システム調達 移行データ一覧】に
記載されている各業務毎の提供項目を開示していただくことは可能ですか？
現在のシステムからのデータ移出に掛かる費用は本提案に含まれない解釈で宜しいですか？
移行された過去データは照会ができれば宜しいですか？
移行対象データに関して、授受票を取り交わしのうえ、持ち出しをすることは可能ですか？

・移行データの項目については、検討中のため開示することができませんので御了承
ください。
・現行システムからのデータ抽出に係る費用は、提案額に含める必要はありません。
・過去データは照会のみではなく、遡及計算等を行える必要があります。
・移行データについては、セキュリティ対策等について協議のうえ、持ち出しの可否を
判断します。

27 調達仕様書　6ページ
3　（2）　⑥

リモートデスクトップサービス環境における負荷試験について、RDS側の操作を自動化するツールを用いた
試験方法を検討しています。貴市において、これまでに使用実績のあるツールがあれば、その製品名につい
てご教示ください。

ツールによる試験の実績はございません。

28 調達仕様書　6ページ
3　（3）

総合行政システムの連携について、住民税の総務省標準データと考えて宜しいですか？
財務会計・グループウェアとの連携について、人事異動データを出力できれば宜しいですか？

調達仕様書p6の(3)に記載しておりますが、現時点で想定しているのは職員人事デー
タがメインと想定しております。既存の連携に加え、今後のシステム連携も見据えて
「職員情報全データ抽出」の2種類の仕様が最低必要と考えておりますが、下記の連
携項目を参考いただき、プロポーザル終了後に別途協議したいと考えております。

【連携項目】
職員ID、職員別ID、職員別名称、氏名漢字苗字、氏名漢字名前、氏名カナ苗字、氏名
カナ名前、性別、生年月日、採用年月日、所属ID、部名称、室名称、課名称、係名称、
職名ID、職名名称、職種ID、職種名称、職層ID、職層名称、共済組合区分ID、共済組
合名称、嘱託職名ID、嘱託職名、共済番号、任期付職員種別名称

29 調達仕様書　6ページ
3　（3）

連携システム（総合行政システム、財務会計システム、グループウェア）における符号化文字集合（Unicode、
JISなど）及び、文字符号化方式（UTF-8、UTF-16など）についてご教示ください。

総合行政システムはUnicode、UTF-8
財務会計システムはS-JIS、JIS90
グループウェアはUnicode、UTF-8（Desknet's利用）
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30 調達仕様書　6ページ

3　（3）
人事異動情報が必要な連携システム（総合行政システム、財務会計システム、グループウェア）において、各
連携システムのインタフェースについて、以下①～⑤の内容をご教示ください。
①名称
②属性
③桁数
④必須項目の有無
⑤キー項目の有無
（例）

総合行政システムについては現在構築中のため別途協議を行う想定ですが、現行シ
ステムとの連携で、財務会計システム、グループウェアについては下記の連携項目で
連携しております。
なお、今後を想定した「全件データ抽出」も想定しております。

【連携項目】
職員ID、職員別ID、職員別名称、氏名漢字苗字、氏名漢字名前、氏名カナ苗字、氏名
カナ名前、性別、生年月日、採用年月日、所属ID、部名称、室名称、課名称、係名称、
職名ID、職名名称、職種ID、職種名称、職層ID、職層名称、共済組合区分ID、共済組
合名称、嘱託職名ID、嘱託職名、共済番号、任期付職員種別名称

31 調達仕様書　6ページ
3　（3）

「グループウェアなどのシングルサインオンが対応可能なこと。」と記載がございますが、グループウェアと人
事給与システム（庶務事務システム）の利用者情報の紐付けとして職員番号を利用することを想定しており
ます。
利用者ごとの職員番号はグループウェア上または、Active Directory等、貴市が管理するディレクトリサービ
スで管理されていると考えてよろしいでしょうか。

現在は職員情報等をAD等で管理できておりませんが、貴社からの提案により将来的
にシングルサインオンが実現可能な方法をご提案願います。
内容を見て実施が可能か判断・検討したいと考えております。

32 調達仕様書　6ページ
3　（3）

上記の質問に関連しますが、職員番号がActive Directory等、貴市が管理するディレクトリサービスで管理さ
れている場合、ディレクトリサービスへの参加要否をご教示ください。

現在は職員情報等をAD等で管理できておりませんが、貴社からの提案により将来的
にシングルサインオンが実現可能な方法をご提案願います。
内容を見て実施が可能か判断・検討したいと考えております。

33 調達仕様書　7ページ
4　（4）

操作研修は研修対象者に対する集合研修を検討していますが、研修の実施場所については貴市にてご準
備いただけることでよろしいでしょうか。

研修会場及びシンクライアント端末については当市で準備します。

34 調達仕様書　7ページ
4　（4）

操作研修は研修対象者に対する集合研修を検討していますが、操作研修時に使用する機材（クライアント端
末、プリンタ、ネットワーク機器、ネットワークケーブル、机、椅子、プロジェクタ、スクリーン）は貴市にてご準
備いただけることでよろしいでしょうか。

ご質問の機材について、プロジェクタ以外は当市で準備します。

35 調達仕様書　9ページ
5　（2）　②

OSの更新プログラムについて、貴市にて構築済の全庁WSUSから配信を受けることが可能と考えてよろしい
でしょうか。

可能です。プロポーザル決定後に、方法について別途協議を行いますのでご承知おき
ください。

36 調達仕様書
2ページ　1　（3）　⑫
7ページ　4　（4）

「庶務事務の操作研修対象者は約８０所属×１～２名」「職員が画面を操作し、テスト印刷等ができること」
とありますが、操作研修を行う際の会場、練習用シンクライアントはお借りできますか？

研修会場及びシンクライアント端末については当市で準備します。

37 調達仕様書2ページ
1　（3）　⑭

「委託業者に対する操作研修・運用支援等を行えること」とありますが、それに係る費用を見積に含める必要
がありますでしょうか。それとも、外部委託するかどうかは未定であるため、見積対象外としてよろしいでしょ
うか。

業務委託に関する費用を提案価格に含める必要はありません。

38 提案価格内訳書 弊社は１０年リース契約を想定しています。その場合、項目NO1～NO9に記載する価格は「一括購入時のご
提供価格」を記載いたします。
項目NO10「リースに係る費用」欄には「リース料総額（10年、120回分）」を記載することで良いですか？
また、その場合、計欄には「項目NO1～NO9」までの合計値は記載せず、「項目NO10」に記載した額をそのま
ま転記することを想定していますが、よろしいでしょうか？ご教授下さい。

「リースに係る費用」欄には、リース会社に支払う金利、諸経費等をご記載願います。

39 提案要領 提案書のページ数について
提案書のページ数の指定は特に記載されていないように見受けられましたが、上限や下限等を設けていま
すか。

ページ数に上限・下限は設けていません。
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人事給与システム調達プロポーザル　質問事項及び回答一覧

No. 質問箇所 質問内容 回答
40 提案要領　2ページ

2　（1）　⑥
サーバについては、提案者と当市指定ＩＤＣの間でホスティングサービス契約を行うこと。と記述されています
が、これはハウジングサービスであり、今回の調達で提案するＨＷ、ＰＰ、ＰＫＧを貴市が指定するＩＤＣを使う
ことと解釈しております。また、ＩＤＣに係る費用も本調達に見込む必要はありますでしょうか？
認識違いもあるかと思いますので、ご教授いただきますようよろしくお願いします。

調達仕様書には障害等でHWの対応を市で行うことがないように、ホスティングを前提
要件として記載しておりますが、リースによる提案も可能なことから、IDC及びリース会
社などと協議のうえ契約手法を選択のうえ、ご提案願います。
なお、IDCに係る費用（HW,PPを含む管理運営費用）は本調達に見込んでください。

41 提案要領　2ページ
2　（1）　⑥

サーバについて貴市指定のIDCとホスティングサービス契約を行う事となっておりますが、様式第３号提案価
格内訳書にホスティング費用の記載がございません。ホスティング費用を本提案価格へ含むか否か及び含
む場合の内訳書への記載方法をご教示ください。

ホスティング費用は提案価格へ含めてください。
また、価格内訳書に「ホスティング・ハウジング費用」欄を追加しましたので、すでにお
配りした資料の差替えをお願いします。

42 提案要領　5ページ
6　（1）　③

使用ソフトはWord及びExcelと指定されていますが、PowerPointではだめでしょうか。または、PowerPointで
作成した提案資料を、PDF化し提出することはいかがでしょうか？
Word及びExcelは、プレゼンを行う際に用いるソフトとしては問題があるため、プレゼン資料作成時やプレゼ
ン時にはPowerPointの許可をいただきたいと思います。
対応可否をご教授いただきますようよろしくお願いします。

PowerPointで作成していただいて構いません。
また、PDF形式での提出も問題ありません。

43 提案要領　5ページ
6　（1）　③

提出する提案書は、不慮の事故などにより内容の変更が起きないよう、PDFファイル形式としてよろしいで
しょうか。

PDFファイルによる提出で問題ありません。

44 提案要領　5ページ
6　（2）　②

必要機能一覧の回答欄に記載する回答について、以下の定義と同義と捉えてよろしいでしょうか。
　○：標準対応
　　　⇒提案パッケージのプログラム変更・追加を要せずに対応できるもの
　　　　※デモンストレーション時に実機確認できる機能
　☆：オプション機能
　　　⇒有償・無償に関わらず提案パッケージと別製品のパッケージ利用により対応できるもの
　　　　※デモンストレーション時に実機確認できる機能
　△：カスタマイズ対応
　　　⇒提案パッケージまたはオプションに対し、プログラムの変更・追加により対応できるもの
　　　　※デモンストレーション時に実機確認できない機能
　□：代替対応
　　　⇒提案パッケージまたはオプション機能の類似機能または抽出データ等の加工により対応できるもの
　　　　※デモンストレーション時に実機確認できない機能
　×：対応不可
　　　⇒提案パッケージまたはオプション機能の類似機能または抽出データ等の加工でも対応できないもの
　　　　※デモンストレーション時に実機確認できない機能

お見込みのとおりです。

45 提案要領　6ページ
6　（3）　①

プリンタの用途及び、必要な仕様についてご教示ください。 用途：人事給与・庶務事務システムから出力される帳票等の印刷
要求仕様：
・印刷方式：モノクロレーザー
・A3、A4、A5用紙で印刷できること
・手差し印刷に対応していること
・両面印刷に対応していること

46 提案要領　6ページ
6　（3）　①　4

「プリンタ(1台)」とありますが利用想定（設置場所、用途、概算印刷枚数）をご教授ください 設置場所：給与厚生課執務室内
用途：人事給与・庶務事務システムから出力される帳票等の印刷
概算印刷枚数：2,000枚/月程度を想定

47 提案要領　7ページ
8

デモンストレーション、プレゼンテーションの発表者について
出席者は概ね5名以内と指定がありますが、発表者に指定はありますか。

自社又は提案パッケージの開発に関わる方とさせていただきます。

48 提案要領　7ページ
8

「デモンストレーション」と「プレゼンテーション及びヒアリング」は別の日程と捉えてよろしいでしょうか。また、
順番は「デモンストレーション」実施後に、「プレゼンテーション及びヒアリング」の実施と捉えてよろしいでしょ
うか。

デモンストレーションとプレゼンテーションは別日程を予定しています。また、デモンスト
レーションの実施後にプレゼンテーションを実施する予定です。
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人事給与システム調達プロポーザル　質問事項及び回答一覧

No. 質問箇所 質問内容 回答
49 必要機能一覧（庶務）

項番143
新規採用者や上長昇格者など、受講確定者の一括申込情報取り込み機能は不要でしょうか。 「必要機能一覧」に記載のとおりであり、ご質問のような機能は不要です。

50 必要機能一覧（庶務）
項番15

「未決済の申請がある職員に対して、通知する機能」に関しまして、メールによる通知を想定しています。
庶務事務APサーバより苫小牧市様のSMTPサーバ経由でメールが送れることが前提となりますが対応可能
でしょうか？（庶務事務用のメールアドレスをご用意いただく）

市グループウェア宛メールかと思われます。
庶務事務用専用のアカウント作成の想定はありません。庶務事務システムのポータル
での通知等の提案をお願いいたします。

51 必要機能一覧（庶務）
項番20、21

庶務事務以外も想定した電子決裁の機能に見受けられますが、庶務事務業務での電子決裁と考えてよろし
いでしょうか？

庶務事務業務で使用する電子決裁機能と想定しています。

52 必要機能一覧（庶務）
項番47

「遡及申請分に対する遡及月の勤務日数、休暇日数、減額時間数なども自動で集計処理されること。」と記
載がございますが、前月締め処理と当月締め処理の間に申請された遡及分のみが集計対象と考えてよろし
いでしょうか。
（例）
　2018年2月締め処理時点の遡及申請
　　⇒下記①②を集計対象とする
　　　　①2017年12月19日(火)の遡及申請
　　　　②2018年1月25日(木)の遡及申請

　2018年3月締め処理時点の遡及申請
　　⇒下記③④⑤を集計対象とする
　　　　(①②は2月締め処理時に集計済みのため含めない）
　　　　③2017年11月27日(月)の遡及申請
　　　　④2017年12月8日(金)の遡及申請
　　　　⑤2018年2月28(水)の遡及申請

お見込みのとおりです。

53 必要機能一覧（庶務）
項番49

「翌月以降に自動で遡及処理される申請及び対象者～」と記載がございますが、自動で遡及処理される申請
については、どのような申請が該当しますでしょうか。

すべての申請が対象となります。

54 必要機能一覧（庶務）
項番68

「～その出勤簿の締められた月の遡及分として、例月処理が自動で処理されること。」と記載がございます
が、前月締め処理と当月締め処理の間に申請された遡及分のみが集計対象と考えてよろしいでしょうか。
（例）
　2018年2月締め処理時点の遡及申請
　　⇒下記①②を集計対象とする
　　　　①2017年12月19日(火)の遡及申請
　　　　②2018年1月25日(木)の遡及申請

　2018年3月締め処理時点の遡及申請
　　⇒下記③④⑤を集計対象とする
　　　　(①②は2月締め処理時に集計済みのため含めない）
　　　　③2017年11月27日(月)の遡及申請
　　　　④2017年12月8日(金)の遡及申請
　　　　⑤2018年2月28(水)の遡及申請

お見込みのとおりです。

55 必要機能一覧（庶務）
項番98

「生理休暇（臨時職員）」など、臨時職員の表記がありますが、臨時職員も臨時職員自身による申請を想定し
ていますか？時給者・日額者・月給者毎にご教示をお願いします。
臨時職員のシステム利用範囲について、時給者・日額者に関しては、日々の勤務実績について特に仕様に
ございませんが、休暇のみの運用と考えてよろしいでしょうか？

臨時職員は庶務事務システムを使用しません。

56 必要機能一覧（庶務）
項番98

休暇の事由が一般職員と臨時職員で分かれており、臨時職員の庶務事務利用を想定されているようです
が、庶務事務システムを利用する想定の臨時職員の人数を教えて頂いてもよろしいでしょうか。（想定の300
人全員を想定していますでしょうか。）

臨時職員は庶務事務システムを使用しません。
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人事給与システム調達プロポーザル　質問事項及び回答一覧

No. 質問箇所 質問内容 回答
57 必要機能一覧（庶務）

項番98
上記の臨時職員のうち、H32.4からの会計年度任用職員に該当する人数はどのくらいでしょうか？ 会計年度任用職員制度については、平成32年4月1日から導入予定であり、臨時職員

からどの程度任用するかは検討中です。会計年度任用職員の総数としては、現時点
では400人前後を想定しています。

58 必要機能一覧（人給）
項番137

機能一覧に記載されている「計算式」とは、時間外単価、所得税等の算出式自体（Ａ=B/C等）との認識で良
いかご教授ください。
上記認識で問題ない場合は、算出式自体を履歴管理するということでよろしいでしょうか？また、履歴管理す
る意図をご教授ください。

前段はお見込みのとおりで、算出式自体を履歴管理することを想定しています。
制度改正等により計算式が変更となった場合に、過去の算出根拠の確認や遡及計算
等を行うために履歴管理を行います。

59 必要機能一覧（人給）
項番2

会計年度任用職員制度の適用範囲についてご教示ください。 会計年度任用職員制度については、平成32年4月1日から導入予定であり運用の詳細
は検討中であるため、現時点での想定しかお答えできませんが、システムをどの程度
使用するかという点では、基本情報の管理、休暇管理、給与計算等で使用することを
想定しています。また、任用見込の人数は400人前後と想定しています。

60 必要機能一覧（人給）
項番204

１人の臨時職員に対して、１か月内で日給と時給が混在するケースは発生しますか？ご教授下さい。 混在するケースが発生します。

61 必要機能一覧（人給）
項番247

チェックリストはチェック内容が印字されていれば、PKG標準様式でよろしいですか？ 対象者が確認できる内容であれば様式は問いません。

62 必要機能一覧（人給）
項番255、268、279

支払区分別支給明細書、給与支給明細書と複数種類の支給明細書がありますが、どのような帳票でしょう
か？印字項目の違いや分類の方法をご教授ください。

・支払区分別支給明細書：給与計算後に、会計科目ごとの支出金額を確認するための
帳票（支出命令書作成時に使用）
・給与支給明細書：職員個人に配布する給与明細書

63 必要機能一覧（人給）
項番28

「コード番号を変えずに画面上での表示順を変更できる」とはどのような機能のことなのでしょうか？イメージ
があれば、お教え願います。

プルダウン形式等でコードを選択するような部分での表示順を想定しています。

64 必要機能一覧（人給）
項番304

「振込依頼を行う金融機関ごとに振込FDの作成が行えること。」と記載がありますが、「全銀協用ＦＤ」と「ゆう
ちょ銀行用ＦＤ」以外に作成が必要なＦＤがあるかご教授ください。

これ以外に必要となるものはありません。

65 必要機能一覧（人給）
項番318

下記帳票についてどのような帳票かご教授ください。
○年末集計リスト（管内・管外）
○会計別年末調整一覧

・年末集計リスト：会計別に、税務署への源泉徴収票提出区分（年調有無、500万超・
以下等）ごとの支払金額、源泉徴収税額を集計した帳票
・会計別年末調整一覧：職員個人ごとの年間支払額、所得税年税額、退職年月日、年
末調整の有無、源泉徴収票提出の要否を確認するための帳票

66 必要機能一覧（人給）
項番335

「共済組合へ提出する月例報告書(データ・帳票)の作成」とありますが、連携はデータ出力方式とし、帳票は
確認リストで宜しいですか？

共済月例報告はCSVファイルで提出するものと帳票（紙）で提出するものがあり、シス
テムからはその双方を出力できることが必要です。

67 必要機能一覧（人給）
項番401

「支出科目は、財務会計上で管理している「会計コード、財務科目コード」と捉えてよろしいでしょうか。また、
「共済負担金として、月例計算処理に乗せる必要はありますでしょうか」

前段はお見込みのとおりです。後段については不要です。

68 必要機能一覧（人給）
項番412

下記帳票についてどのような帳票かご教授願います。
○支出科目別受診者一覧

各健診受診者を、所属会計ごとに分けてリスト化したものです。

69 必要機能一覧（人給）
項番413

「日報の入力・管理・統計処理ができること。」とありますが、日報とはどのようなものでしょうか。また統計処
理とはどのようなものでしょうか。

毎日の保健室の利用状況です。
・職員ごとに利用した種別や内容、結果を入力できること
・統計処理は、日付ごと、種別ごと、利用人数が集計されること

（日報の詳細については、No.70の回答をご参照願います）
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人事給与システム調達プロポーザル　質問事項及び回答一覧

No. 質問箇所 質問内容 回答
70 必要機能一覧（人給）

項番413
健康管理における日報とは、どのような入力内容となるかご教授ください。 毎日の保健室の利用状況です。

・職員ごとに利用した種別や内容、結果を入力し、日付ごと、種別ごと、利用人数の集
計がされること

【種別】
1測定　①体温　②血圧　③体脂肪　④体重　⑤その他
2相談　①一般相談　②メンタル相談　（関係：本人・上司等・その他）
3医薬品の配布・処置
4休養　①昼　②昼以外
5健診結果に関すること
6その他　①各種健康診断に関すること（申し込み問い合わせ等）　②体調報告　③代
用審査・健診結果の写し　④臨床心理士による相談　⑤臨床心理士による新採用職員
面談

71 必要機能一覧（人給）
項番465

「年度途中の異動や昇格等により、評価期間（通年、上期・下期）の途中で被評価者の評価票が変更になる
場合、該当する評価票の付替えに対応できること」とありますが、上記のような際は、評価点を算出するとき
按分等必要になるでしょうか。評価点算出方法についてご教授ください。

按分は必要ありません。年度途中で一般職から係長職、あるいは係長職から管理職
への昇格等の際には、新たに当該職層に応じた人事評価記録書（能力・業績）に記録
し直す必要があり、それに応じた評価点数をもって人事評価結果となります。
ついては、評価基準日における職層ごとに応じた評価記録書（能力・業績）に基づき算
出します。評価点の算出方法については、職層ごとに点数配分が異なっており、詳細
は「別添00」のとおりです。

72 必要機能一覧（人給）
項番494

「評価票毎に異なる評価項目を組合せて評価票を作成できること」とありますが、全ての評価表のレイアウト
をご提示いただけないでしょうか。

評価表については、「別添01～05」のとおりです。

73 必要機能一覧（人給）
項番51

検索条件内に① 基本情報【発令年月日（範囲指定）】と記載がありますが、発令年月日について異動発令、
休暇発令、給与発令等のいずれの発令に該当するか、ご教授ください。

例示のいずれかという認識はなく、特に指定はありません。

74 必要機能一覧（人給）
項番519

「評価結果の統計・分析資料が作成できること」とありますが、想定する「統計・分析資料」があれば、ご提示
をお願いします。

具体的な資料はございませんが、評価結果の、職層、職種、各部ごとなどに応じた分
布図及び順位表等を想定しています。

75 必要機能一覧（人給）
項番541

「事務の割り当ては職員以外の者も可能であること。」と記載がございますが、職員以外の従事者を管理す
る場合、システム上で管理する項目はどのようなものでしょうか。
（例）氏名・住所・生年月日

以下の項目を管理する必要があります。
氏名、住所、生年月日、所属（会社名等）、報酬振込先口座

76 必要機能一覧（人給）
項番544

「投票事務・開票事務の区分ごとに、報酬額を管理できること。」と記載がございますが、
　①報酬額は投票事務・開票事務でそれぞれ一律の報酬額と考えてよろしいでしょうか。
　②事務内容や従事時間数によって報酬額の変動はないものと考えてよろしいでしょうか。
　③職員以外の従事者の報酬も職員と同額と考えてよろしいでしょうか。

①投票事務・開票事務の中で担当事務が分かれており、それぞれ報酬額が異なりま
す。
②時間数では変わりませんが、事務内容（担当）によって報酬額は異なります。
③職員と職員以外の報酬額に差異はありません。

77 必要機能一覧（人給）
項番72

非常勤や臨時職員からの正職員採用、正職員から非常勤、臨時職員採用時につきまして、職員番号の変更
は発生しますか？ご教授下さい。

現行システムでは以下のとおり運用しています。
①臨時職員は職員番号の付番なし
②非常勤（嘱託職員）が正規職員として採用された場合は同じ番号を付番
③正規職員が再任用される場合は同じ番号を付番
　②、③につきましては、同一人物として扱うため同じ番号を付番しておりますが、何か
しらの方法でシステム側が同一人物であるとの判定が可能であれば、職員番号を変
更しても構いません。

78 評価基準表 提案要領のP5に提案書記載事項以外でも【項目外提案】と明示し、提案してよい旨の記載がありますが、そ
の内容は「14.　基本的事項」に記載するという認識でよろしいでしょうか

「14.基本的事項」に限りません。「項目外提案」と明示すれば記載場所は任意としま
す。

79 評価基準表 1．事業者に関することのうち、「1-3 プレゼンテーション評価①」「1-4 プレゼンテーション評価②」は何を評価
する部分かご教授ください。

具体的な評価ポイントはお答えできませんが、プレゼンテーション全般について評価し
ます。
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