
番号 項目 ページ、項目など 項目名、項番名など 質問内容 回答

1
納入（供給）証明書（様式２）
保守体制整備証明書（様式３）

－ －
左記様式の「商号または名称」、「住所」、「代表
者名」はＪＶ参加の場合でも代表者を記載して
よろしいですか。

いずれもJVの代表者を記載してください。

2 納入（供給）証明書（様式２） － －
「各物品のメーカー名、商品名、型番を記入し
てください」と記載がございますが、モジュール
等付属品の記載は必要でしょうか。

付属品の記載は不要です。
ただし必要な付属品は必ず納品してください。

3 納入（供給）証明書（様式２） － －

「各物品のメーカー名、商品名、型番を記入し
てください」と記載がございますが、納入（供給）
証明書を提出後、提案書提出の際、変更は可
能でしょうか。 
可能でしたら、変更方法についてもご教示くださ
い。

納入（供給）証明書を提出後は同証明書の変更はできませ
ん。
ただし、同証明書に記載した機器や物品を満たしつつ追加
で別の機器や物品を納品する提案を妨げるものではありま
せん。
この場合は、追加した機器が分かるよう提案書や付属資料
の記載を工夫してください。

4 委任状（様式B） － －

弊社では競争入札参加資格審査申請書におい
て社長から関西支店長に委任しております。 
本入札において改めて委任状は必要でしょう
か。 
競争入札参加資格審査申請書で登録している
使用印鑑は受任者の「関西支店長印」（丸印）
及び「関西支店印」（角印）となります。

競争入札参加資格審査申請書で登録した代表者名及び代
表者印で入札してください。
また、委任状（様式B）は登録した代表者以外の方が入札
時に代理人となる場合に必要なものですので、入札当日に
競争入札参加資格審査申請書で登録した代表者が入札さ
れる場合は委任状は不要です。

5
特定業務共同企業体委任状
（様式５）

－ －

4番の質問に関連し、本入札に、営業種目O1
「賃貸業務」に登録している者と共同企業体で
参加する場合、弊社が営業種目O1「賃貸業務」
に登録している者から委任を受ける場合、「特
定業務共同企業体委任状（様式５）」の受任者
は関西支店長で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
競争入札参加資格審査申請書で登録した代表者を受任者
としてください。

6
入札参加資格申請書（JV用）
（様式１）

－ －
5番の質問に関連し、「競争入札参加資格申請
書（JV用）」に記載する代表者は、弊社関西支
店長で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
競争入札参加資格審査申請書で登録した代表者を記載し
てください。

奈良県統合ネットワーク機器賃貸借及び運用・保守・監視・解析業務委託に関する質問及び回答



番号 項目 ページ、項目など 項目名、項番名など 質問内容 回答

奈良県統合ネットワーク機器賃貸借及び運用・保守・監視・解析業務委託に関する質問及び回答

7 契約条項（案） 第12条 －

「動産総合保険を締結し費用を負担する」と記
載がありますが、保守契約等の代替え手段の
対応でもよろしいでしょうか。動産保険の加入
は必須でしょうか。

動産総合保険で保証される対象、事象、金額と同等以上
の保証を行えるのであれば、それをもって代えることができ
ます。

8 契約条項（案）
第8条　再委託の禁
止

－
貴県に承諾を頂けば再委託は可能とのことで
すが、再々委託も承諾を頂くことで可能でしょう
か。

一括での再委託はできませんが、受託業務の一部であれ
ば承諾を得た上で再委託、再々委託が可能です。

9 仕様書 4.2.1.全体要件 項番17

「各種対応に必要なログ」と記載がございます
が、どのような時にログが必要になるかご教示
ください。また、想定される取得ログの内容をご
教示ください。

ログの取得の詳細は仕様書4.9.1.監視・ログ出力要件及び
提案書評価表の番号10 監視・ログ出力要件によってくださ
い。

10 仕様書
4.3.1.統合ネットワー
ク要件

項番9,10,11

①設定内容（ルーティング等）
②試験計画策定
③接続用LANケーブル
④各種接続試験
は各ネットワークの既存ベンダー殿が別調達で
実施するという認識でよろしいでしょうか。
また、既存ベンダーとの調整が必要な場合は、
奈良県様が仲介いただける認識でよろしいで
しょうか。

LGWAN以外のネットワークの設定は各ネットワークの既存
ベンダーが当該ベンダーと奈良県との契約の中で実施しま
すので、統合ネットワーク側の設定を本調達で実施してくだ
さい。
LGWANの設定は本調達の要件に入っていますので、統合
ネットワーク側の設定と合わせて本調達の中で実施してく
ださい。
試験計画策定、接続用LANケーブルの準備及び接続作
業、各種接続試験は本調達の中で実施してください。
また、接続や試験等に関して各ネットワークの既存ベン
ダーとの調整が必要な場合は県担当者が対応します。

11 仕様書
4.3.1.統合ネットワー
ク要件

項番15

グループポリシーでのプロキシパック配布を想
定しています。既存ADサーバ側の設定変更作
業が発生した場合は、本調達内で既存ベン
ダー殿に有償で依頼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。
また、作業内容によってはICT推進課で締結しているAD
サーバ等の保守契約内で対応できる場合があります。
なお、プロキシパックの配布は現行統合ネットワークの運
用でもグループポリシーで実施しており、当該作業は奈良
県が別途契約している端末管理に関する保守契約内の作
業として行っていただいています。
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12 仕様書
4.3.2.1. コアネット
ワーク共通要件

項番10

コアネットワーク共通要件に「DHCPリレー機能
を持つこと」と記載がありますが、コアネットワー
クの機器全体が対象と読み取れます。本項は
L3機器であるコアスイッチについての記載とい
う理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。

13 仕様書
4.3.3.1. アクセスネット
ワーク共通要件

項番3

「課HUBと島HUB及び島HUBと各端末を繋ぐ
LANケーブルは原則既設のものを流用して　差
し支えないが、奈良県が指示した部分は新規
に配線すること。なお、この新規配線は最大で
それぞれ全体の20％を見込むこと。」とあります
が、出先機関も対象となりますでしょうか。 
対象の場合、出先機関の島HUB員数が不明の
ため、必要なLANケーブル長が算出できませ
ん。本庁と同等のケーブル長を見込んでおけば
よろしいでしょうか。

出先機関は当該配線対応の対象となりません。

14 仕様書
4.3.3.3. 課HUB及び
認証スイッチ要件

「出先機関の認証スイッチ用に１６０台以上それ
ぞれ用意すること。」とありますが、作業費用の
算出のため、出先機関の認証スイッチの設置
先拠点情報（拠点名（所在地）、スイッチ台数）
をご提示頂けますでしょうか。

提供資料の取扱いについてを提出後提供しております3.別
紙参考資料の8.大和路情報ハイウェイ利用拠点一覧（0513
修正）の出先機関を対象としてください。
また、各出先機関への設置台数は１台を想定してください。

15 仕様書
4.4.1.ネットワーク認
証システム要件

項番6
登録作業に必要な既存端末の情報は、すべて
開示していただける認識でよろしいでしょうか。

当課で所有している情報はすべて開示します。
当課で所有している情報は別紙表11 情報資産管理台帳
に記載の内容です。

16 仕様書
4.4.1.ネットワーク認
証システム要件

項番14

統合ネットワーク調達外の認証スイッチの型
名、台数をご教示ください。また、その認証ス
イッチの設定変更が必要な場合は、本調達に
は含まない認識でよろしいでしょうか。

本要件はIEEE802.1X準拠のスイッチと連携できることを求
めるものであり、現時点で統合ネットワーク調達外の認証
スイッチとの接続は想定していません。

17 仕様書
4.4.1.ネットワーク認
証システム要件

項番22
既存AD情報の設定変更を実施することは困難
なため、本調達内で既存ベンダー殿に有償で
依頼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。
また、作業内容によってはICT推進課で締結しているAD
サーバ等の保守契約内で対応できる場合があります。
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18 仕様書

4.6.1. サーバーから
マシン室間を接続す
るパッチパネル撤去
要件

項番2

同項目項番1にて、現行光ケーブルの配線の振
替を実施致しますが、項番2の「マシン室壁面の
接続箱から同数の光ケーブルを新ラック設置位
置まで新設すること」で敷設する光ケーブル
は、どのような用途になりますでしょうか。 
新設光ケーブルは、新ラック側は光パッチパネ
ルに収容致しますが、壁面接続箱側はどのよう
に収容しますでしょうか。

項番1で記載のとおり現在使用している光ケーブルを新ラッ
ク設置位置（マシン室）へ振り替えますが、その際、項番2
で記載のとおりマシン室壁面の接続箱から同数の光ケー
ブルを新ラック設置位置へ新設することとなります。
つまり、既存の光ケーブルを新設の光ケーブルへマシン室
壁面の接続箱を基点として交換することとなります。

19 仕様書
4.7.1. VDSL回線の廃
止要件

項番6

「主棟2階東側と議会棟に設置しているメディア
コンバータ及び光ファイバーケーブルについて
撤去を行うこと」とありますが、既設光ファイバ
ケーブルを撤去した場合、マシン室～議会事務
局の新設フロアスイッチ間の光ケーブルの新設
が必要になる認識ですが、新設光ケーブルの
敷設も本入札対象でしょうか。

お見込みのとおりです。

20 仕様書
4.7.1. VDSL回線の廃
止要件

項番4

「対象所属の新規課HUBに最寄りのフロアス
イッチから配線を行うこと」と記載があります
が、新設LANケーブルは2本（1本利用、1本予
備線）でよろしいでしょうか。 
（新規課HUB側に情報コンセントの取り付けを
想定しています。）

新設LANケーブルの配線は1本を想定していますが、複数
本必要であれば必要な本数を配線してください。

21 仕様書
4.9.1.監視・ログ出力
要件

項番11
ライセンス数の見込みをたてるため、接続する
監視対象装置の想定台数（台数）をご教示くだ
さい。

想定台数は4.2.1.全体要件の項番23の台数としてください。

22 仕様書
5.2.1.運用監視体制
及び人員

項目2

常駐は必須でしょうか。SLAを満たす対応が可
能な場合は、リモート対応や近隣事務所からの
出動など、常駐ではない別体制での提案でもよ
ろしいでしょうか。

開庁時間内の作業員の常駐は必須です。

23 仕様書
5.2.1.運用監視体制
及び人員

常駐要員が主任技術者等と連絡等を行うため
に必要なインターネット環境や電話回線は、受
託者の費用で準備するという理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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24 仕様書
5.2.3.運用監視業務
範囲及び内容

項番7

システム構成に関わる大規模な変更（冗長構
成の変更など）は含まれない認識でよろしいで
しょうか。想定している設定変更内容をご教示く
ださい。

機器構成や冗長構成の変更などは含みません。
FWの動作設定に関する設定変更を想定しています。

25 仕様書
5.2.3.運用監視業務
範囲及び内容

項番16
既存AD情報の設定変更を実施することは困難
なため、本調達内で既存ベンダー殿に有償で
依頼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。
また、作業内容によってはICT推進課で締結しているAD
サーバ等の保守契約内で対応できる場合があります。

26 仕様書 5.3.3.保守業務内容 項番10

「必要に応じて大和路情報ハイウェイ監視セン
ター（NOC）とのやり取りを行う」と記載がありま
すが、切り分けのための情報提供、情報交換を
想定しております。出先機関の機器（関連する
機器）の保守及び現地対応は含まない認識で
よろしいでしょうか。

通信障害や不具合等が起こった場合の原因切り分けのた
めの情報提供、情報交換を想定しています。
本調達で設置した機器及び配線等以外の保守対応は含み
ません。
また、本調達で設置した機器及び配線等以外に対する現
地対応は含みません。


