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質問回答

質問内容
委任状、入札書は参加資格を有する会社に頂戴でき
る認識ですがいかがでしょうか？
入札条件：総額税抜き等の指示も参加資格を有する
会社に頂戴できる認識ですがいかがでしょうか？
システム構築を別事業者が行う場合、応札事業者は
（１）～（６）の資格要件を満たせば宜しいでしょ
うか。
12では締切が12/10と、13では12/9とあります。
12/9（月）ＡＭが正解でしょうか？
様式２、３，４はリース会社の印（もしくは告示６
（６）の登録者）、様式５は構築会社の印と認識し
ておりますがいかがでしょうか？
報告書の申請者は応札事業者名で宜しいでしょう
か。
パッケージのＵＨＦ実績
「※UHF型IC機器導入実績は、今回導入するすべての
IC機器が稼働している図書管理システムの実績であ
ること。」について
今回納入する図書館システム（シリーズは実績は対
象外）の実績との認識でよろしいでしょうか。
３．ハードウェアの構成
（３）ネットワーク機器
・スイッチングHUB １３台について
別紙１「ハードウェア仕様書」の「1.20 スイッチ
ングHUB：１９台」及び別紙７「機器設置台数一覧」
のNO21には１９台と記載されています。どちらの台
数で積算すればよろしいでしょうか。
３．ハードウェアの構成
（４）プリンタ
・レシートプリンタ １９台について
別紙１「ハードウェア仕様書」の「1.17 レシート
プリンタ：３１台」及び別紙７「機器設置台数一
覧」のNO18には３１台と記載されています。どちら
の台数で積算すればよろしいでしょうか。
「市民生活部生涯学習・スポーツ振興課に設置され
ているインターネット用パソコンに構築するこ
と。」について
該当のパソコンのスペックをご教授ください（Ｏ
Ｓ，メモリ等）。
また、環境によっては、クラウドシステムをご利用
いただくに際し、ネットワークの調整をお願いする
可能性がありますが、ご了承いただけますでしょう
か。
（３）導入実績について
「また、公立図書館においてシステムと全てのUHF型
IC機器との連携・稼働についても同様の実績を有す
ること」とは
今回納入する図書館システムにおける実績が必要と
の認識でよろしいでしょうか。
セ 館内OPAC機能
「・大人用、こども用のトップ画面に守口市シンボ
ルキャラクター「もり吉」の画像を掲載できるこ
と。」について
「もり吉」の画像はご提供いただけるということで
しょうか、または「『もり吉』デザイン使用の手引
き」に則って弊社で作成する、という認識でよろし
いでしょうか。
（８）利用者カードについて
「②デザインについては、市と協議し決定するこ
と。」について
館内ＯＰＡＣと同様に、『もり吉』ををご提供いた
だく形になるでしょうか。
その場合、『もり吉』をイラストレーターのデータ
で頂戴することは可能ですか。
（13）障がい者対応の閲覧画面
「なお、ソフトウェアは、「４．ハードウェアの構
成、（２）端末の「利用者用インターネット端末」
の１台に設定をすること。」とございますが、３
ページ「４．ソフトウェアの構成」「障がい者対応
ソフト ２台」と記載されています。ソフトの設定
は２台に行うことでの認識でよろしいでしょうか。
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現行システムの移行データについては、受託業者が
現行システムから抽出するとのことでしょうか、そ
7
れとも抽出された移行データが提供されるのとのこ
とでしょうか。
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(18)バックアップ対策
「③・・・・バックアップ対策およびデータの損
失・破壊の予防を行うこと。」
の「データの損失・破壊の予防」について
図書館業務では、伝票等の申請書に基づく運用はな
いため、バックアップから前日状態に戻しても、伝
8
票による直近状態へ遡り入力・更新を行うことがで
きません。よって、バックアップジャーナルを取
り、障害発生時には、バックアップデータとバック
アップジャーナルにより直近の状態に戻すことが運
用上必要と考えておりますが、バックアップジャー
ナルも取る、という認識でよろしいでしょうか。
「３ 作業内容」について
（１）機器の納品及び必要な配線の設置
（２）電源と機器類の接続
12
（３）LANと機器類との接続
につきまして、どのような作業内容かご教授くださ
い。

回答
お見込みのとおりです。提出書類を確認後、入札参
加資格確認通知と併せて送付します。
お見込みのとおりです。
お見込みのとおりです。
正しくは、令和元年12月10日（火）正午が締切でご
ざいます。
お見込みのとおりです。
お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

スイッチングHUBの台数は、19台で積算してくださ
い。

レシートプリンタの台数は、31台で積算してくださ
い。

・パソコンのスペック
Windows10Pro
Intel（R） Core（TM）is-8250U 1.60GHz 1.80GHz
8.00GB
64ビットオペレーティングシステム、x64ベースプ
ロセッサ
・ネットワークの調整については、原則受託業者に
行っていただきますが、内容によっては受託業者決
定後に協議します。

お見込みのとおりです。

画像を提供します。
提供可能データは「jpg」「png」「psd」「tif」の
４種類です。

画像を提供します。
提供可能データは「jpg」「png」「psd」「tif」の
４種類です。

お見込みのとおりです。

移行データ等については、受託業者が抽出すること
とし、費用が発生する場合は見積額に含めてくださ
い。
なお、現行システムのデータ等の移行とは、現行シ
ステムからのデータ抽出作業及び新システムへ指定
した全てのデータの移行を完了させることです。

仕様書の内容を満たした上での提案については、可
能です。

各施設に機器を設置するにあたり、必要となる作業
です。具体的には、LAN敷設、OAタップ設置、ケーブ
ルモール設置等が想定されます。
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「対象資料を一覧で表示できること」とは、「何件
あるのかを表示されている」画面から対象資料を一
覧を直接表示することが必要、との認識でよろしい
でしょうか。
「１．全般 統計処理」
21 「貸出や返却の統計データについては、リアル
タイムにサーバのデータベースを更新し、日時処理
等特別な処理を必要としないこと」について
1 図書館業務時間中の任意の時間に随時、リアルタイ
ムの統計データを出力できる環境をご提供するとい
う認識でよろしいでしょうか。
また、市民生活部設置の端末からも同様の出力作業
を実施できる必要はありますか。
「２．カウンター業務 貸出業務」「画面構成・表
示」
84 「グループ予約」について
3 「グループ予約」とは、「予約リクエスト業務」
「予約処理」237の内容と同一との認識でよろしいで
しょうか。

回答

お見込みのとおりです。
市民生活部生涯学習・スポーツ振興課設置の端末に
ついても同様の出力作業を実施できるようにしてく
ださい。

「グループ予約」については、別紙２システム機能
要件書の236、237、239をご参照ください。

初めてインターネットサービスを受けようとする際
は、守口市図書管理システムインターネットサービ
ス登録申請書を提出していただく必要があります
が、来館が難しい方もおられるため、本人確認を
行った上で、来館いただかなくても対応できるよう
にしてください。
初めてインターネットサービスを受けようとする際
パスワードの新規登録につきましては、セキュリ
は、守口市図書管理システムインターネットサービ
ティの面や、なりすまし防止の観点より、ご提案シ ス登録申請書を提出していただく必要があります
19
ステムでは本人確認を前提としているため、来館頂 が、来館が難しい方もおられるため、本人確認を
く形態となります。その対応で宜しいでしょうか。 行った上で、来館いただかなくても対応できるよう
にしてください。
ご提案システムでは、読書記録機と図書館システム
とのシームレスな連携が可能となっており、仕様書 仕様書の機能要件を満たす場合に限り、不要な機器
1 に記載のサーバ等不要となります。要求機能を満た 等がある場合は、市と協議の上、導入しないことは
していればその形態でのご提案でも宜しいでしょう 可能です。
か。
３．読書通帳機
「（５）プリンタのインクリボンは図書館側で容易
1 に交換できること。」にいて
機器本体に設置分及び予備２個を含めてください。
今回調達に含めるインクリボンの個数をご教授くだ
さい。
４．読書通帳等
「（５）読書通帳等は、３万冊を費用に含めるこ
と。
※通帳等を追加発注する際は、導入時と同価格で納
①すべて同じデザイン（表紙及び裏表紙）で、市か
入できること。」について
2
ら提供します。
①３万冊の読書通帳は、すべて同じデザイン（表
②受託業者決定後に協議します。
紙）との認識でよろしいでしょうか。また、通帳デ
ザインは御支給いただけるということでよろしいで
しょうか。
②追加発注される時のロット数をご教授ください。
ホームページの管理・運営について
「守口市図書管理システム事業 仕様書」８ページ
1 （19)データセンター要件でご指定されているデータ お見込みのとおりです。
センターで管理・運用するとの認識でよろしいで
しょうか。
パスワードの新規登録につきましては、セキュリ
ティの面や、なりすまし防止の観点より、ご提案シ
17
ステムでは本人確認を前提としているため、来館頂
く形態となります。その対応で宜しいでしょうか。
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質問内容

「１．全般 業務メニュー」
20 「メニュー画面に長期予約割当/長期予約待ち/
予約受取希望日/予約割当可能資料/保管期限切れ雑
誌が何件あるのかを表示できることまた対象資料を
一覧で表示できること」の
1 「対象資料を一覧で表示できること」について
お見込みのとおりです。

別紙12 障がい者対応
閲覧画面仕様書

1

今回構築されるホームページは常時ＳＳＬ化を行い
常時ＳＳＬ化をしてください。
ますか。

７ 文字盤（ソフトキーボード）自動表示機能
「（２）ソフトキーボード機能」について
別紙１「ハードウェア 仕様書」 「1.11 利用者
用インターネット端末」 「ディスプレイ 21.5型
以上 フルＨＤ」とありますが、タッチにより操作 仕様書の内容を遵守してください。
2 できるように館内OPACと同じ「19型以上のタッチ型 仕様書の内容を満たした上での提案については、可
LCD、投影型静電容量方式」でもよろしいでしょう 能です。
か。
（タッチによるソフトキーボードとともに、通常の
キーボード・マウスが併存できる環境をご提供する
前提で考えております）

