
質疑回答書 

平成 30 年 7月 9 日  

 

件  名  伊賀市庁舎デジタル複合機の賃貸借 

 

質疑 回答 

１ 最適配置提案において生産性が求めれ

られると思いますが、連続給紙速度がスペ

ックアップしトータル的に生産性向上に

繋がる機種であればファーストコピーが

多少仕様に満たない機種を選定しても機

能上問題ないでしょうか。 

１ 機器は、原則別紙①の仕様とします。 

２ 仕様①複合機、仕様②モノクロプリンタ

ーとなっておりますが、例えば仕様①をみ

たす機器が複数ある場合最適配置におい

て複数機種を選定してもよいでしょうか。 

２ 貴見のとおりです。 

３ 機器仕様において集約・製本コピー機能

が出来る事となっていますが集約と製本

が同時に設定出来る事と捉えたらよいで

しょうか。 

３ 集約と製本が同時にできる設定が望ま

しいです。 

４ 同一フロア内以上と明記されておりま

すが同じフロア内で別の複合機・プリンタ

ーから出力可能であれば良いでしょうか。 

４ どのフロアでも出力可能な仕様として

ください。 

５ 複合機、プリンターは各所属別に出力枚

数集計が出来る事とありますが具体的に

はコピー機能、ＦＡＸ機能、プリンター機

能の出力枚数と捕らえたらよいでしょう

か。 

５ 複合機及びプリンタの所属別の総出力

枚数を集計できる仕様としてください。 

６ 複数のネットワークポートを実装する

こととなっていますが具体的にいくつの

ネットワークポートが必要となりますで

しょうか。 

６ 2 つのネットワークポートが必要です。 

７ 複数のネットーワークポートとは具体

的にはどのような出力方法となりますで

しょうか。（例えば A：Office 文書の印刷

７ 内部情報系とインターネット系です。 



Ｂ：インターネット閲覧の印刷でＡとＢは

別ネットワークで運用している等） 

８ 印刷指示した複合機、プリンタとは別の

複合機から出力可能とありますが複数の

ネットワークポートからの出力もこの条

件を満たす必要がありますか。 

８ 複数のネットワークポートからの出力

も同条件としてください。 

９ 複数のネットワークポートからの出力

も所属別の集計が必要と考えてよろしい

でしょうか。 

９ ネットワークポート別に集計を分ける

必要はありません。 

10 各所属別に出力枚数集計が出来る事と

ありますが必要に応じて集計するツール

をサーバー若しくはクライアントにイン

ストールする事は可能でしょうか。 

10 サーバーを別に用意してください。 

11 新庁舎平面図に赤い点線枠が明記され

ていますがこれは何を意味していますか。 

11 火災時にシャッターが降りるラインで

す。 

12 必要なＦＡＸ回線数は使用状況一覧表

のＦＡＸ台数２５台とモノクロ複合機の

利用している機能欄にファックス記載の

ある２台と合わせて計２７回線あればよ

ろしいでしょうか。 

12 現状の FAX 回線数はその通りですが、今

回の複合機の集約化に伴い、FAX回線も可

能な範囲で集約できると考えます。なお、

FAX 回線は電話工事で対応します。 

13 今回の使用される端末は集中管理され

たユーザー（総務課）で運用されてますで

しょうか。(例えばアクティブディレクト

リー環境等) 

13 広聴情報課情報政策係で運用します。 

14 共用で使用する端末はありますでしょ

うか。ある場合、所属を認識する手段を具

体的に教えて頂いてもよろしいでしょう

か。（例えば、部署専用のログオン名があ

る、カード認証している等） 

14 共用で使用する端末はありません。 

15 新庁舎のレイアウト図にて、PC1、PC2

等の記載がありますが、どういった意味で

しょうか。（例えば 1F出納室では 次長 1、

課長 1、職員 6、PC1 と記載がありますが、

PC1 はどういう意味でしょうか。） 

15 PC は基幹系パソコン端末数です。 

16 新庁舎のレイアウト図にて、１階に「市

民窓口センター」がありますが、本庁職員

16 貴見のとおりです。 



配置表「住民課」と考えてよろしいでしょ

うか。 

17 新庁舎のレイアウト図にて、３階に「労

働組合室」、４階に「職員共済室」、５階に

「広聴情報課 情報政策係」がありますが、

こちらはご提案の範囲でしょうか。 

17 広聴情報課、情報政策係、職員共済会は

提案の範囲で考えてください。労働組合室

は範囲外です。 

 

18 新庁舎のレイアウト図にて、４階に「文

化財課」「同和課」「人権政策男女共同参画

課」がありますが、本庁職員配置表にはあ

りません。どのように考えればよろしいで

しょうか。 

18 新庁舎レイアウト図で考えてください。 

19 本庁職員配置表にて、「中心市街地推進

課」がありますが、新庁舎のレイアウト図

には記載がありません。どのように考えれ

ばよろしいでしょうか。 

19 新庁舎レイアウト図で考えてください。 

20 今回対象となる PC のスペックを教えて

ください。（OS、32bit or 64bit、メモリ、

CPU など） 

20  Microsoft Windows10 Pro 64bit 版 

 CPU インテル Core i5-7500(1.6GHz)以上 

 メモリ 8GB 以上の仕様です。 

21 提案機器がインターネットを介して通

信することは可能でしょうか 

21 セキュリティ上の観点から、不可としま

す。 

22 仕様書５機能において、IC カードを利

用する場合があります。既にご利用の IC

カードの規格はFelicaもしくはMIFAREで

しょうか。 

22 現在、印刷機の排出にはＩＣカードを利

用していませんが、出退勤管理で使用して

いるＩＣカード(職員証)は Felica 形式で

す。 

23 仕様書５機能、複数ネットワークポート

について、情報系 LAN、インターネット系

LAN の対応と想定致します。２系統目の

LAN（インターネット系を想定）からはデ

ータのストック印刷、別の機器からの印

刷、所属別の集計が対応できません。ただ

し、インターネット系からも通常の印刷は

可能です。上記のご提案でもよろしいでし

ょうか。 

23 可能な限り機器毎の印刷枚数の集計が

取れる仕様としてください。なおネットワ

ークポート毎の集計は必要ありません。 

 

24 情報系システムのシステム名および印刷

方法について記載がありません。複雑な印

刷システムがある場合、特殊な帳票の出力

24 可能です。 



がある場合など、必要に応じて導入前に検

証は可能でしょうか。 

25 実施要項の２概要に記載されている事業

費は、実施要項８企画提案書の提出（４）

提出書類④見積書アの総額と捉えてよろ

しいでしょうか。 

25 貴見のとおりです。 

 

26 実施要領８企画提案書の提出（４）提出

書類④見積書イにて プリンタの場合、都

度消耗品としてカートリッジをご購入い

ただくことが一般的ではありますが、どの

ようにプリント代として算出したらよろ

しいでしょうか。 

26 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使

用状況一覧表から算出してください。 

27プレゼンテーション時に使用する資料は、

事前に提出した企画提案書（企画提案提出

書：様式第９号×Ａ４縦１枚、実施手法：

様式第１１号×縦Ａ４用紙６枚、配置提案

図、すべて合計で２０枚まで）と製品カタ

ログのみをそのまま利用して行うと理解

しました。上記理解でよろしいでしょう

か。 

27 貴見のとおりです。 

28 評価結果（評価基準点数）は公開されま

すか。 

28 伊賀市プロポーザル方式実施要綱第 16

条の規定に基づき公表します。 

29 インターネットを介さない無線用通信モ

ジュール（NTT docomo の 4G/3G 閉域網、

SSL 通信を使用）を利用し、メーター確認・

リモートサポートを行う事は可能ですか。 

29 セキュリティ上の観点から、不可としま

す。 

30 総務課管理（共有機）の複合機を利用し

ている各課の内訳（使用）枚数 

（平均枚数/月）を教えて下さい。 

30 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使用

状況一覧表を参考にしてください。 

31 効率的な最適配置を考えるにあたり、仕

様②モノクロプリンターは、複合機での提

案でもよろしいでしょうか。 

31 貴見のとおりです。 

32 現状の複合機毎の契約単価を教えて下

さい。 

 

32 現在の総務課で管理している共有機の

契約単価はモノクロで 0.63 円（税抜）/1

カウント、カラーで 7.79 円（税抜）/1 カ

ウントです。その他は所属単位で契約して



います。 

33 各インクジェットプリンターの月間使

用枚数は分かりますでしょうか。 

33 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使

用状況一覧表を参考にしてください。 

34 必要に応じて貴市のサーバーに管理ソ

フトを入れる事は可能でしょうか。もしく

は、庁内 LAN に当方が用意するサーバー機

器を接続する事は可能でしょうか。 

34 サーバーへのインストールはできませ

んが、機器接続は可能です。 

35 貴市でご利用されているセキュリティ

ーソフトのメーカー・型式・バージョンを

教えて下さい。 

35 ウイルスバスター コーポレートエデ

ィション Ver11.0 です。 

36 企画提案書の実施手法（様式第 11 号）

の記載上の注意に A4 用紙 6 枚以内とあり

ますが、両面で 12 面（頁）との理解でよ

ろしいでしょうか。 

36 A4 用紙 6面以内でお願いします。 

37 賃借料に消耗品費を含めるとあります

が、用紙、ステイプル（ホチキス）針は含

まないとの認識でよろしいでしょうか。 

37 貴見のとおりです。 

38 機器の設置場所までの LAN ケーブル､

FAX線及び電源コンセントはご用意頂けま

すか。 

38 LAN ｹｰﾌﾞﾙ、FAX 線、電源コンセントは用

意します。  

 

39 複合機最適化配置提案に現在の複合機

の出力サイズ別、月間枚数を教えてくださ

い。 

39 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使

用状況一覧表を参考にしてください。 

40 モノクロプリンタ－、カラ－プリンタ

－、インクジェットプリンタ－の各々のト

ナ－価格とその購入品名を教えてくださ

い。 

40 モノクロプリンタートナーの契約単価

は 28,850 円（税抜）で NEC Multiwriter 

8450N です。 

カラー、インクジェットプリンターのトナ

ーは各所属単位で購入しています。 

41 現在の複合機、カウンタ－料金を教えて

下さい。 

41 №32 と同様です。 

  

※この回答に対する質問は受付できません。 

 


