
番号 質問

1
契約書案では乙の代表取締役が契約締結することになっていますが、実際には競
争入札参加資格者名簿に記載の者（支店長等）が契約締結するという認識でよろ
しいでしょうか。

2
賃貸借物件には動産総合保険を付保する必要がございますでしょうか。必要があ
る場合、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の天災は保険事故の対象外とし、
賃貸借期間で逓減する一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。

3
賃貸借物件の所有権を満了後に滋賀県様に無償譲渡することから、賃貸借期間
中、固定資産税は落札業者に課税されないという認識でよろしいでしょうか。

4

「仕様書３頁－６．所有権および使用許諾」に「・・・ソフトウェアのライセン
ス証書については滋賀県に使用許諾が受けられるものであり、乙は契約締結後速
やかに学校担当者に提出すること」とございますが、リース会社はソフトウェア
会社からソフトウェアの使用権許諾されたものを滋賀県様に再許諾する形となり
ます。従って、賃貸借期間満了後、リース会社はソフトウェアの使用権許諾関係
から離脱し、当該ソフトウェアに関して一切責任を負わないという認識でよろし
いでしょうか。

5
紙の入札書を代理人が持参にて提出する場合、代理人への委任状は必要でしょう
か。

6 入札書に記載する日付の指定はございますでしょうか。

7 入札時に使用する封筒について、決まった書式はございますでしょうか。

8

【仕様書ページ7 項目10  (1) ①オ 】
「インターネットサーバ 1 式 基準品：『YE DIDITAL NetSHAKER W-NAC スタン
ダードモデルⅢ』「サーバ本体前面のLCD パネルを使ってシャットダウン、再起
動、パスワードリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレ
スやバージョン情報の表示が可能であること。」とありますが、現行品では
「バージョン情報」をLCDパネルに表示することが出来ませんが問題ありませんで
しょうか。

9

【仕様書ページ15 項目13  (1)】
「既存機器の撤去、流用および予備保管について」
５年間の保守対応に含まれるのは今回新規に導入させて頂く機器のみで、流用さ
れる既存機器は含まれないという認識でよろしいでしょうか。
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【仕様書ページ17 項目15 (1)】
「サポートについて」で（１）ハードウェアメンテナンス・保守の欄で①～⑤ま
での機器等に関しては5年間の無償保守でそれ以外の機器は1年間のメーカー保守
とありますが①～⑤以外の機器に関しては2年目以降は有償保守になるという認識
でよろしいでしょうか。

令和４年度滋賀県立総合保健専門学校教育用コンピュータシステム一式の賃貸借
に関する質問・回答について

回答

入札説明書の２の（４）にも記載がある通り、競争入札参加資格者名簿に登録されてい
るものが入札を行うことができます。入札参加資格のある者で落札者した者と契約書の
取りかわしをいたしますので、例えば、名簿に記載がある代表者が支店長である際は
「○○株式会社　△△支店　支店長　●●　●●」が代表者となり、契約を締結するこ
とになります。

今回の入札においては契約書（案）にて動産保険について規定しておりませんので加入
は不要です。

総務省「地方税法の施行に関する取り扱いについて（市町村税関係）」（平成２２年４
月１日総税市第１６号）の第３章固定資産税　第１節通則　第１　課税客体　第１０項
により、今回の総合保健専門学校との賃貸借契約は所有権移転付きの賃貸借契約であ
り、課税客体は最終的に所有権が移転する総合保健専門学校で、落札業者には課税され
ないと考えられますが、固定資産税の取扱については課税主体である市町村にご確認く
ださい。

はい、そのとおりの認識で問題ございません。

必要ございません。

入札公告日令和４年１０月１９日（水）～１１月９日（水）までの提出した日をご記載
ください。

封筒には表に「入札書」と朱書きし、件名をご記載ください。
また、封印のため、裏面は継ぎ目に押印を行って下さい。

仕様書ページ7 項目10  (1) ①オについて次の通り変更を行います。変更公告と共にご
確認ください。

変更前：「サーバ本体前面の LCD パネルを使ってシャットダウン、再起動、パスワー
ドリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレスやバージョン情
報の表示が可能であること。」

変更後：「サーバ本体前面の LCD パネルを使ってシャットダウン、再起動、パスワー
ドリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレスの表示が可能で
あること。」

はい、そのとおりの認識で問題ございません。

はい、そのとおりの認識で問題ございません。
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【仕様書ページ4 項目8(6) 】
「ファイルサーバは、教師機、生徒機のログイン管理および運用管理を目的とし
た専用サーバとして利用すること。」とは、ファイルサーバが Active Directory
サーバの役割を担うとの認識でよろしいでしょうか。

12

【仕様書ページ7 項目10(1)①イ および エ  】
サーバ用無停電電源装置の保証につきまして、「センドバック保証」とございま
すが、修理期間中、無停電電源装置がない状態での運用で問題ないとのことで
しょうか。オンサイト保証（現地訪問）の間違いでしょうか。

13

【仕様書ページ7 項目10  (1) オ インターネットサーバ 1 式 基準品：『YE
DIDITAL NetSHAKER W-NAC スタンダードモデルⅢ』】
 仕様書に「サーバ本体前面の LCD パネルを使ってシャットダウン、再起動、パ
スワードリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレスや
バージョン情報の表示が可能であること。」とございますが、基準品は仕様変更
がありバージョン情報は表示されません。最新機種を同等品として応札を認めて
いただけますでしょうか。

14
端末につきまして、Office、授業支援システム、ウイルス対策ソフト以外にイン
ストールするソフトはございますでしょうか。

15

【仕様書ページ6－7  項目10(1)①アおよびウ、別表 】
「メモリバスが 2400MHz 以上のメモリを 8GB 以上搭載すること。」と記載があ
り、（別表）機器一覧にはファイルサーバ、動画配信サーバそれぞれ「8GB増設メ
モリボード(1x8GB/U)」の数量が「２」とあるが、「１」となるのではないか。
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【仕様書ページ6－7  項目10(1)①アおよびウ、別表 】
「 1TB 以上のハードディスクを 2 台実装し、RAID１にてミラーリングを行なう
こと。」と記載があり、（別表）機器一覧にファイルサーバ、動画配信サーバそ
れぞれ「N8103-234　RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1/5/6)」とあるが、これは
「N8103-233　RAIDコントローラ(2GB，RAID 0/1)」も仕様を満たすのではない
か。

はい、そのとおりの認識で問題ございません。

機器の不具合等により無停電電源装置が使えない際はない状態の運用をし、「センド
バック保証」により直ちに復旧を行う想定でしたので、「センドバック保証」は誤りで
はございません。

仕様書ページ7 項目10  (1) ①オについて次の通り変更を行います。変更公告と共にご
確認ください。

変更前：「サーバ本体前面の LCD パネルを使ってシャットダウン、再起動、パスワー
ドリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレスやバージョン情
報の表示が可能であること。」

変更後：「サーバ本体前面の LCD パネルを使ってシャットダウン、再起動、パスワー
ドリセット、システム初期化の操作ができること。また、IP アドレスの表示が可能で
あること。」

ございません。

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更
を行います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ファイルサーバ　NEC　N8102-732　8GB増設メモリボード(1x8GB/U)」の「数量」：
「２」

「動画配信サーバ　NEC　N8102-732　8GB増設メモリボード(1x8GB/U)」の「数量」：
「２」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ファイルサーバ　NEC　N8102-732　8GB増設メモリボード(1x8GB/U)」の「数量」：
「１」

「動画配信サーバ　NEC　N8102-732　8GB増設メモリボード(1x8GB/U)」の「数量」：
「１」

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更
を行います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ファイルサーバ　NEC　N8103-234　RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1/5/6) 」

「動画配信サーバ　NEC　N8103-234　RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1/5/6) 」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ファイルサーバ　NEC　N8103-233　RAIDコントローラ(2GB，RAID 0/1)またはN8103-
234　RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1/5/6)」

「動画配信サーバ　NEC　N8103-233　RAIDコントローラ(2GB，RAID 0/1)またはN8103-
234　RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1/5/6) 」
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【仕様書ページ8  項目10(1)①ク、別表 】
「５年間保守に対応していること。」と記載があるため、別表でネットワーク機
器　エレコム　EBS-SB-02A センドバック延長保守/グループA(インテリ/スマート
AP､インテリ/スマートスイッチ等)/2年延長の数量は「２」ではなく「３」ではな
いか。

20

【仕様書ページ6－7  項目10(1)①イおよびエ、別表 】
それぞれ、「５年間のセンドバック保証であること。バッテリ交換費用も保証に
含めること。」と記載があるが、別表の通りだと基本的にはオンサイトによる保
証になる。センドバック保証しか認められないか。

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更
を行います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ネットワーク機器　エレコム　EBS-SB-02A センドバック延長保守/グループA(インテ
リ/スマートAP､インテリ/スマートスイッチ等)/2年延長」数量：「２」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「ネットワーク機器　エレコム　EBS-SB-02A センドバック延長保守/グループA(インテ
リ/スマートAP､インテリ/スマートスイッチ等)/2年延長」数量：「３」

仕様書ページ14 項目12 オについて次の通り変更を行います。変更公告と共にご確認くだ
さい。

変更前： Web フィルタリングソフト 『YE DIDITAL HazardFilter for NetSHAKER』

変更後： Web フィルタリングソフト 『YE DIGITAL HazardFilter for NetSHAKER』

仕様書ページ6-7 項目10  (1) ①イおよびエについて次の通り変更を行います。変更公
告と共にご確認ください。

変更前：「５年間のセンドバック保証であること。バッテリ交換費用も保証に含めるこ
と。」

変更後：「５年間のセンドバック保証またはオンサイト保証であること。バッテリ交換
費用も保証に含めること。」

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更を行
います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「授業支援ソフト　コンピュータウイング　WN-23MTUG　管理ツール学生用アップグレー
ド」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「授業支援ソフト　コンピュータウイング　WN-23MSUG　管理ツール学生用アップグレード
」

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更を行
います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「授業支援ソフト　コンピュータウイング　MN-VCU 　操作ユニット」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「授業支援ソフト　コンピュータウイング　WN-VCU 　操作ユニット」
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【仕様書別表 】
授業支援ソフトについて品名に対して型式に一部誤りがあると思われる。管理
ツール学生用アップグレードの型式は「WN-23MTUG 」→「WN-23MSUG 」、操作ユ
ニットの型式は「MN-VCU」→「WN-VCU 」かと思われる。

仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧 について変更を下記の通り変更を行
います。変更公告と共にご確認ください。

変更前：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「　インターネットサーバ　YE DIDITAL　」

変更後：仕様書（別表）教育用コンピュータシステム機器一覧
「　インターネットサーバ　YE DIGITAL　」

【仕様書ページ14  項目12オ、別表 】
オ Web フィルタリングソフト 『YE DIDITAL HazardFilter for NetSHAKER』とあ
るが『YE DIGITAL HazardFilter for NetSHAKER』でないか。同様に機器一覧もス
ペルがD→Gと思われる。


