
項番 種別 項目 質問内容 回答1 入札説明書 ２ 競争入札に付する調達の内容 入札説明書２（６）では費用項目として「構築費」「運用・保守・リース」とあり、見積書様式では「構築にかかる経費」「機器等賃貸借料及び運用保守業務に係る経費」とあります。これらはあてはめて認識できますが、契約書（案）第２条では「ネットワーク保守業務に係る経費」も別途記載されています。この項目は見積書の「機器等賃貸借料及び運用保守業務に係る経費」に含まれる費用と考えれば良いでしょうか。 入札説明書において説明が不足しておりました。入札説明書を修正し、内訳をお示ししましたのでご確認願います。2 入札説明書 ３ 競争入札に参加する者に必要な資格 代表構成員の役割分担業務数が最大とありますが、役割分担業務数は契約金額規模と考えてよろしいですか。 入札説明書のとおりでお願いします。3 入札説明書 ３ 競争入札に参加する者に必要な資格 共同企業体の構成員がそれぞれ「O1賃貸業務」もしくは「Q2 電算業務」「Q7 諸サービス」に登録されている企業であれば、改めて資格審査の申請を行う必要はありませんでしょうか。 共同企業体としてO1、Q2、Q7がすべて揃っていれば問題ありません。4 入札説明書 ４ 入札参加資格の確認（入札参加資格申請関係様式） 企業共同体協定書を締結するに当たり、本入札において、ご提示頂いている「入札参加資格申請関係様式 02_(様式2)協定書ひな形（分担型）」 を基本として協定を締結する必要がありますでしょうか。（本様式とは違う分担履行型の協定書での締結は可能でしょうか。） 項目を満たしていれば構いません。詳細は競争入札参加資格申請書で確認いたします。5 入札説明書 ６ 入札方法 見積書の提出について入札説明書６（１）で入札書と同封して入札とあり、提案書作成要領４でも見積書提出の記述と入札書の金額と矛盾を生じないこととあります。見積書については入札時の同封提出のみと考えてよろしいでしょうか。またその場合、「ハードウェア一覧」及び「ソフトウェア一覧」については提案書と別に1部作成し、提案書提出に合わせて提出することでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
6 入札説明書 ８ 補足 （３）契約保証金について「履行保証保険契約」の契約者は構成員毎に分担履行相当額での保険契約を構成員毎で保険契約を締結すれば宜しいですか。（仮に構成員が２社の場合、保険契約が２本になるということです） 保険契約は１本でお願いします。つまり、共同企業体の代表者が保険契約を締結していただくことになります。7 入札説明書 １１ 選定評価委員会による質疑応答の実施 プレゼンテーションを行うにあたり、プレゼンテーション用の資料を提案書からの抜粋版（提案書記載内容のみを拡大、整理）を別途ご用意して当日プロジェクタに投影・配布させていただく形で実施してもよろしいでしょうか。 入札説明書のとおりでお願いします。投影については問題ありませんが、資料の配布は不可です。8 入札説明書 １１ 選定評価委員会による質疑応答の実施 プレゼンテーションを行うにあたり、提案書もしくは別途プレゼンテーション資料を投影しながら校務支援システムのデモ画面を見ていただけるよう2画面構成で実施してもよろしいでしょうか。実施可能な場合、別途1組のプロジェクタとスクリーンは提案事業者で準備するものと考えてよろしいでしょうか。 既設のプロジェクタのみ使用を認めます。
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項番 種別 項目 質問内容 回答9 提案書作成要領 ３ 提案書等作成上の留意事項 ｢企画提案書作成要領の３の(4)で副本は会社名および・・・」とありますが、当該会社名についてては提案代表企業名を指しているもので、各種製品名・製造会社名・ロゴなどのイメージが埋め込まれていることは対象外（そのまま記載されていてもよい）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。10 提案書作成要領 ３ 提案書等作成上の留意事項 提案書作成要領 提案書等作成上の留意事項について「提案書は電子データ(Excel)」と記載されているため、提案書はExcelでの作成と見受けられますが、wordやpower pointでの作成でもよかったでしょうか。 お見込みのとおりです。
11 提案書作成要領 ３ 提案書等作成上の留意事項

提案書作成要領の3.(6)「『提案書評価表』（別紙）の分類に従い、全ての項目について言及すること。」とありますが、評価表の項目が以下に示します「仕様要件具備確認表」の項目に対応していないため、どの評価分類に入れるべきか判断が難しい項目がございます。提案書評価表のどの分類にすべきかの指針等ございましたらご提示いただけますでしょうか。・4.3.3 履修・講座管理・4.3.4 授業時間割管理・4.3.5 考査時間割管理・4.3.8 生徒カルテ・4.3.10 事務・4.3.11保健管理・4.3.13 学校日誌・4.3.14 通信制機能・4.3.16 県立中学校・4.3.17 国際バカロレア教育課程機能・4.3.18 教職員管理・4.3.19 外字

以下のとおりでお願いします。・4.3.3 履修・講座管理　　　 → 出欠管理及び成績管理・4.3.4 授業時間割管理 → 出欠管理・4.3.5 考査時間割管理 → 出欠管理・4.3.8 生徒カルテ → 生徒情報管理・4.3.10 事務 → 校務支援システムの基本要件・4.3.11保健管理 → 校務支援システムの基本要件・4.3.13 学校日誌 → グループウェア・4.3.14 通信制機能 → 成績管理・4.3.16 県立中学校 → 校務支援システムの基本要件・4.3.17 国際バカロレア教育課程機能　　　 → 校務支援システムの基本要件・4.3.18 教職員管理 → グループウェア・4.3.19 外字 → 校務支援システムの基本要件12 契約書（案） 第１２条 契約書（案）第１２条に乙は契約期間中は動産総合保険に加入する旨の記載が有りますが、動産総合保険には加入せず、保守契約等に加入する事により代用する事は可能でしょうか。 同等担保ができれば問題ありません。13 契約書（案） 第１３条 第１３条「履行遅滞」の遅延利息１０．７５％とありますが、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が２．７％と乖離がありますが政府調達の利率に合わせることは可能ですか。 不可能です。14 契約書（案） 第２７条 第２７条（物件の返還）「甲からの申し出があった場合を除き撤去回収」とありますが、甲からの申し出があった場合は、継続利用していただけるとの認識でかまいませんか。 お見込みのとおりです。15 契約書（案） 第２条 契約書（案）第２条では契約金額月額の内訳として「構築に係る経費」が記載されておりますが、入札説明書２（６）では費用項目の「構築費」にある様に平成３０年度で一括の経費と考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。入札説明書の文言を修正いたしました。
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項番 種別 項目 質問内容 回答16 契約書（案） 第２条 契約書（案）第２条では月額表記において、ただし書きとして平成３１年度について記述されていますが、月額金額の端数調整が必要な場合は入札説明書２（６）と同様に平成３０年度としても問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。「平成３１年度」は「平成３０年度」の誤りでした。お詫びして訂正します。17 契約書（案） 第３５条 入札説明書で、年度費目のH30年度の構築70.5Mと構築が一括費目となっておりますが、これは、契約書（案）第３５条「プログラムの権利帰属」の新規に作成された著作物の対象成果物と捉えてよろしいですか。 契約書（案）第３５条にある新規に作成された著作物とは、構築にあたる部分で作成されたものになります。18 契約書（案） 第３５条 第３５条「プログラムの権利帰属」の新規に作成された著作物の著作権は１／２の共有とあるが、対象成果物を教えて下さい。 17番と同じ。19 契約書（案） 第３条 第３条「予算の削減又は削除に係る契約の解除等」とありますが、今までに実際に予算の減額、削減をされた実績はございますか。 当課が把握している範囲では実績はありません。20 特定業務共同企業体協定書（ひな形〔分担履行型〕） 第１１条 (取引金融機関）について契約金の請求及び契約金の支払は構成員毎に振り分けた支払は可能ですか。 不可能です。21 特定業務共同企業体協定書（ひな形〔分担履行型〕） 第１１条 (取引金融機関）について取引口座は共同企業体の別口座とありますが、現状構成員の開設済の銀行口座での取引は可能ですか。 不可能です。
22 仕様書 ５．５

②｢端末等の障害対応、ソフトウェアインストール対応（バージョンアップ含む）、及びエンドユーザ支援及び相談対応を行うこと」とありますが、今回校務および校務外部サービス専用の端末に、さらにソフトウェアインストールをするとなると、競合する機能の有無や正常な表示が行えているか等の動作検証や、性能要件への影響を都度調査する事が考えられます。またリモートによるサイレントインストールができない場合（たとえば媒体を使ってのインストール）や、ライセンス期間の確認など学校様の責任範囲として実施いただく作業があります。さらにバージョンアップを含む場合等、当該業務工数や障害リスクが無限となり見積もりがおこなえません。具体的なインストール頻度や種類数、想定されえいるソフトウェアカテゴリーなど定量的な要件および責任分解点等をお示めしいただけますようお願いいたします。
ソフトウェアについては、業務用ソフトとしてはoffice製品（word、excel、PowerPoint、Lynk、Publisher、Outlook）、adobe製品（Photoshop、AcrobatPro、illustrator）、一太郎製品（一太郎、セキュアフォルダ、ラベルマイティ）を標準ソフトとしています。標準ソフト以外の校務関係や教材作成ソフトなどは、各校から教育研究所へ使用許可申請を行ったのちにインストールを行うようにします。これらインストール作業を運用保守作業の一部としてお願いします。なお、標準以外のソフトの動作、障害発生については受託者の責任範囲外とします。23 仕様書 ８．１ 期間満了後の対応について、機器の引取りとデータ消去とありますが、物件の離線・解体作業も含め、各学校からの撤去費を含むという認識でよろしいですか。撤去の際、エレベータは使用できますか。 撤去費についてはお見込みのとおりです。エレベータの利用について、設置されている学校については可能です。なお、エレベータが設置されていない学校が大半ですのでご了承ください。
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項番 種別 項目 質問内容 回答24 仕様書 ３．１．１ 図2の構成に示されているように、分離後の構成について任意のデータセンタのを用意する場合、インターネット回線を提案事業者にて用意することになるかと存じます。今回ネットワーク設計で新たにグローバルアドレスが必要となる場合、提案事業者にて用意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。25 仕様書 ３．１．７ 構成要件における端末、ライセンス数を記載いただいている中で、端末数2887台においては山辺高等学校山添分校と五條高等学校賀名生分校の端末数を含めたすべての端末数と考えてよろしいでしょうか。 分校については、仕様書に示してあるとおりの端末に設定していただくことになりますが、必ずしも既設端末でなくても構いません。工数や設定の難易などを鑑みて、本調達の費用内で新たに端末をご提供いただいても構いません。26 仕様書 ３．１．９ 奈良県教育委員会様から提供されるマイクロソフト関連のライセンスについて、Microsoft Windows10 Enterprise ライセンス およびMicrosoft Exchangeライセンス、Microsoft Windows サーバCAL 2016が含まれていると考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。27 仕様書 ３．１．９ Microsoft Exchangeライセンスが含まれている場合、現行最新バージョンのExchange2016が5年間マイクロソフトからサポートされ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。28 仕様書 ３．１．９ 奈良県教育委員会様の既契約からの増分ライセンスで追加購入を行いたい場合、費用（見積）はどちらから取得すればよいかご教示いただけますでしょうか。 販売元にご確認頂き、最適な方法をご提案ください。本調達履行期間中において本調達金額以外での追加費用発生は想定していません。29 仕様書 ３．１．９ i-filter、m-filterの調達について、購入方法は以下の2つどちらでしょうか。①300ライセンス　一括購入②ライセンス保守の切れたものから五月雨式で購入①の方法だと、保守期間がかぶった場合に、不要な費用が発生することが想定されます。
要求仕様書の記載内容が分かりにくいものでしたので、以下内容への変更（訂正）をお願いします。平成31年3月1日から平成36年2月29日の期間で｢i-filter｣9,000ライセンス、｢m-filter｣3,000ライセンスの購入、提供をお願いします。ただし、ライセンス購入の方法はそれに限りませんので、同等の機能が提供できれば、ご提案いただければと思います。30 仕様書 ３．１．９ ②Digital Arts社製｢i-filter｣｢m-filter｣の既存契約分を除く増分ライセンス数のみを購入でよろしいでしょうか、または、既存契約ライセンス数を含めたライセンス数の購入が必要でしょうか。 要求仕様書の記載内容が分かりにくいものでしたので、以下内容への変更（訂正）をお願いします。平成31年3月1日から平成36年2月29日の期間で｢i-filter｣9,000ライセンス、｢m-filter｣3,000ライセンスの購入、提供をお願いします。ただし、ライセンス購入の方法はそれに限りませんので、同等の機能が提供できれば、ご提案いただければと思います。31 仕様書 ３．１．９ 仮想デスクトップ用サーバにVDI方式23台が含まれていますが、VDI方式用のマイクロソフトのライセンスも包括契約内に含まれる認識でよかったでしょうか。 お見込みのとおりです。
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項番 種別 項目 質問内容 回答
32 仕様書 ３．３．５ 既設ファイルサーバの移行について、今回の調達で必要CPU、メモリ、HDD容量を用意し、移行のみする認識で間違いないでしょうか。また、移行後の各サーバの運用保守(各学校で発生するユーザーの登録、ファイルサーバの権限付与、人事異動等で発生する各学校間でのファイルサーバ移行、)に関しては各校の新たに落札した業者が運用するという認識で間違いないでしょうか。

お示しの「各校の新たに落札した業者」は別事業であります県立学校のコンピュータ教室等の整備の入札で落札した業者（業者アとします。）を示します。業者アは、従来は校務系教育系の両方の整備を行ってきましたが、強靱化事業により、校務系については、各学校の契約期間が様々ですがその契約期間中は、学校にある校務系サーバの筐体保守は行いますが、質問にある「移行後の各サーバの運用保守(各学校で発生するユーザーの登録、ファイルサーバの権限付与、人事異動等で発生する各学校間でのファイルサーバ移行、)」に関しては業者アは行いません。本件強靱化落札業者が運用します。33 仕様書 ３．３．５ 移行前に各学校に設置しているAD、ファイルサーバのOSがサポート切れとなった場合、どういう対応をすればよいでしょうか。また、どういうスケジュールで考えればよいでしょうか。 該当するのは4校で、11月30日に契約が満了しますが、過渡期措置として、校務系ローカルサーバについては12月1日から各校の新たな保守業者が2019年3月31日まで保守します。34 仕様書 ４．１．１１ 「仕様書にはアンチウィルスやアンチスパム、Webフィルタリング、IPS機能などのUTM機能を有すること。」と記載がありますが、UTM機能においては振る舞い検知（サンドボックス）機能も含まれていると考えてよろしいでしょうか。 仕様では、サンドボックスは、4.1.5 ウィルス対策サーバ　項番5で必須機能としております。ファイアウォールのUTM機能の一部としてサンドボックスを実装頂いても構いません。どちらかで振る舞い検知機能を持たせて下さい。35 仕様書 ４．１．１３ 特定ベンダーのソフトウェアの仕様のため、仕様緩和をして頂けないでしょうか。 代替案を含め、要求仕様書記載機能と同等の機能が提供可能なら結構です。36 仕様書 ４．１．１３ 本仕様ではハイパーバイザーを指定しているように見受けられます。仕様緩和をして頂けないでしょうか。 代替案を含め、要求仕様書記載機能と同等の機能が提供可能なら結構です。37 仕様書 ４．１．１３ 校務系システムでは中間期、学期末期にテスト問題や成績処理の印刷業務が集中します。そのため仮想デスクトップを採用した際に印刷トラフィックにより画面転送が遅くなる可能性が高く、業務上の支障を来すことが想定されます。そのため、印刷データの流量の帯域の上限設定が必要の認識で問題ないでしょうか。 お見込みのとおりです。
38 仕様書 ４．１．１８ 学校裁量で雇用しているALTや臨時職員などのアカウントについては、県の人事情報にないため、発行できません。学校現場において、ユーザからの申請で各学校の校長・教頭または情報担当により、登録～発行～承認できることが、管理面やエビデンスも含め必要と考えます。各学校のADを移行するだけではなく、学校現場を含めたADの統合管理システムを調達範囲内に含める認識でよいでしょうか。 お見込みのとおりです。39 仕様書 ４．１．２ 「校務支援システム用サーバ」は4.1.4～4.1.20 に存在しませんが、個別要件は特になしということでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。40 仕様書 ４．２．１ Windows10 Enterprise 64bit(SAC) については、奈良県教育委員会様が保有する包括ライセンスを適用させていただくことを前提としてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
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項番 種別 項目 質問内容 回答41 仕様書 ４．２．１  ネットワークサービスについての作業を明記していただけないでしょうか。 弊社の認識は以下と考えています。 ・新ドメインとの信頼関係 ・既存ファイルサーバおよびNASのアクセス権限付与設定 ・既存ファイルサーバおよびNASのドライブマウント ・既存プリンタが使用できるよう学校の指示による設定 ・各学校で購入、使用しているソフトのインストールは含まない この回答で周知確認とします。ご指摘の作業を含みます。但し、各学校で購入、使用しているソフトのインストール作業の支援をお願いします。42 仕様書 ４．２．１ ノート端末その他インタフェースですが、ディスプレイポートはありますがHDMIポートがモデルですがよろしいでしょうか。また、変換コネクタが必要となった場合、数量は全てに必要でしょうか。 HDMIポートだけで構いません。変換コネクタは必要ありません。43 仕様書 ４．２．２ 応札検討機種はモノクロレーザープリンタ(LED光源を使用した乾式電子写真方式)でもよろしいでしょうか？光源がレーザーかLEDかの違いだけであり、トナーを使用する構造やや印刷品位も同等です。 可とします。44 仕様書 ４．２．２ 応札検討機種の印刷解像度は600×2400dpi/600×1200dpi/600×600dpiです。データ解像度1200dpiを満たす解釈ですがその認識でよろしいでしょうか。 その認識で結構です。45 仕様書 ４．２．２ 両面印刷時の印刷速度について、仕様スペックでは提案可能な機種が限られるため、「1分間に25ページ以上印刷できること」に仕様緩和をお願いできませんでしょうか。 要求仕様書の通りでお願いします。46 仕様書 ４．２．２ 応札検討機種の消耗品は、ドラムユニット一体型の商品でありますが、1本あたり25,000枚の容量を満たしている消耗品は御座いません。トータル50,000枚の容量満たす本数にて応札可能でしょうか。 可とします。47 仕様書 ４．２．２ 各学校の既存プリンタについて機種名と台数などを明記していただけないでしょうか。 各校10台程度のプリンタを保有しております。機種名等は不明です。学校にヒアリングしていただき、必要数を設定してください。48 仕様書 ４．３．１ ｢県教育委員会から、システムを利用する全ての学校を対象とした、集計データを取得できる機能を提供すること。｣とありますが、本機能は一旦別ファイルに書き出して再集計するものではなく、データベースからダイレクトかつリアルタイム集計を可能とする正確性、即応性のある機能を指すと理解しておりますが、その考え方でよろしいでしょうか。 考え方については、お見込みのとおりですが、一旦別ファイルに書き出す等、システムの内部処理のあり方については問いません。
49 仕様書 ４．３．１ ｢任意に指定したデータベーステーブルの指定項目をExcel等のファイルで出力ができること。｣とありますが、校務データについては成績情報や児童生徒情報の機微な情報（健康診断結果情報等）については、クエリーなどを使ってデータベースにアクセスして情報が誰でも出力できてしまうのはセキュリティの観点で問題があるため、教育委員会様と校務ベンダーと協議して承認された項目についてテキスト書出しする機能とする必要があるのではないでしょうか。（任意で指定できないようにする必要がある） 個人情報の取り扱いに関するシステム権限設定ついてルールが必要であると考えています。但し、データベースの項目毎に参照権限設定する機能については必須要件ではありません。
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項番 種別 項目 質問内容 回答
50 仕様書 ４．３．１ ｢市町村立学校と県立学校間の異動に際し、以下異動情報のデータ抽出・取り込みができること。・指導要録PDFデータ・健康診断票PDFデータ｣とありますが、PDF化したファイルからデータを抽出するというのはAPPLICのデータ連携要件と異なり、また取り込みについても抽出がイメージファイルでなくデータとしての取り込みは科目の読み替えも必要になる場合があります。（小中学校で特殊な項目をカスタマイズしている場合など）APPLICの規定どおりにXMLあるいは、CSVによる交換またはデータベース同士のデータコピーと仕様変更をお願いいたします。

要求仕様書のとおりでお願いします。ご指摘のXMLやCSVデータでデータ連携できる機能実装については「独自提案」として下さい。
51 仕様書 ４．３．１

｢市町村立学校と県立学校間の異動に際し、以下異動情報のデータ抽出・取り込みができること。・指導要録PDFデータ・健康診断票PDFデータ｣とありますが、市町村立学校のデータ抽出作業については市町村立学校受託ベンダー、取り込み作業は本事業受託ベンダーの各種作業分担ではないでしょうか。また取り込み作業にあたっては抽出したデータと受け取り側の取り込みデータは、同じフォーマットやデータ形式ではない場合は、どちらかが形式をあわせる必要があります。今回当該費用については小中学校側のベンダーが決定していないため、見積もりができない状況です。従って小中側にてデータ抽出と、県立学校が受け取れるデータ形式に変更することとして、本事業では取り込める形式になっている状態からの当該作業費用を含んでおく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。

52 仕様書 ４．３．１ 基本要件・45...　「市町村立学校と県立学校間の異動に際し、～」の「異動」とは高校間の転編入の生徒の異動のことでしょうか。　それとも、中学校から高校への入学生徒のことでしょうか？　また、技術的にPDFからのデータの取り込みが困難な場合、ExcelやCSVファイルからの取り込みでも代替可能でしょうか。 この場合の「異動」は中学校から高校への入学を意味します。なお、ＰＤＦファイルを取り込むのであって、ＰＤＦからデータを取り込むのではありませんので、要求仕様書どおりでお願いします。53 仕様書 ４．３．１０ 事務・4...「～証明書交付台帳のページ単位での出力済み確認ができること。」とありますが、この要件の意図を教えてください。 閲覧の機能性を考えております。同等の機能が担保できるならばそれで構いません。54 仕様書 ４．３．１１ 「健康診断結果は、Excel等のフアイルによる一括取り込みや書き出しができること。特に、現在、奈良県立学校で使用している保健管理システム(アクセス)から書き出したデータの取り込みが容易に行えること。」とありますが、当該システムは県域で各校共通のシステムであり、データ書き出しは学校様が実施し、当該データを弊社側が受領後取り込みを行う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。55 仕様書 ４．３．１２ 指導要録の電子保存についての稼働実績が必要と思いますが、提案システムの機能による電子保存の実績は提案に含めれば評価対象にしていただけますでしょうか。 提案書評価表の19②に含めて評価します。
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項番 種別 項目 質問内容 回答56 仕様書 ４．３．１３ 学校日誌・1...「～指定する数パターンの学校日誌を作成し、印刷することができること。」とはカスタマイズが前提となっており、要件具備欄は「○」になり得ないという認識でよろしいですか。成り得る場合はその条件のご提示をいただけますか。 お見込みのとおりです。
57 仕様書 ４．３．９ 「成績データを変更することなく、評定1を2に読み替えた値で、評定平均値、全体評定平均値、及び成績段階別人数を算出できること」とありますが、本来不合格である評定１をそのままに、特定の機能で合格である2に読み替えることは成績の変更に当たり、かつ、評定平均値などの算出時の根拠が不明になる可能性があります。一般的には「仮評定」を利用して調査書への表現を行う県が多いと理解していますが、その方式で実施するということでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
58 仕様書 ４．３．９ 進路管理・14...「学級担任は、同一大学の複数学部・学科を受験する生徒の場合は、調査書の出力可否を制限できること。」とありますが、この要件の意図を教えてください。 同一大学を複数回受験する場合、調査書の提出部数が１部でよいという大学が増えており、不必要な調査書の発行を避けるためです。59 仕様書 ５．４．１ ｢サマータイム等の実施により勤務時間が変更される場合は、対応時間もそれに合わせて変更することがある｣とありますが、これは対応時間が長くなるのではなく、対応時間帯が変わ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。60 仕様書 ５．６．１０ セキュリティ監視業務について、httpsなど暗号化された通信もセキュリティ監視業務で監視する必要があると考えてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
61 仕様書 ６．３．４ 「各学校から上がってくる要望について取りまとめを行い、県教育委員会と対応を協議すること。また、協議の結果、カスタマイズを実施するという判断した要件については、カスタマイズを行うこと。なお奈良県教育委員会が必要と認めた公務支援システム標準実装する各種出力帳票の様式変更(レイアウト変更)は、保守業務の範囲内作業として対応すること」とありますが、「公務→校務」という理解のもと本調達仕様書要件以外のご要望によるカスタマイズや、帳票変更が最終確認の合意後で開発着手したもののやり直しなど頻繁にある場合は仕様外の作業として奈良県教育委員会様と協議させていただいた上で有償対応になる場合もありますが、お認めいただけますようお願いいたします。

「公務」は「校務」の誤りです。お詫びして訂正いたします。なお、本稼働（平成31年４月以降）まで、本調達仕様書要件以外の要望によるカスタマイズや、帳票変更が最終確認の合意後で開発着手したもののやり直しなどがある場合、軽微なもので県教育委員会が認めたものに限定して対応をお願いします。62 仕様書 ８．４．２ 「Excel等に出力された指導要録様式１・様式２に係るデータ」について、前提として(1)の「受託者が提示する移行用フォーマット」に含まれているという認識でよろしいですか。含まれない場合はどのようなデータが想定されますか。 その認識で結構です。
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