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令和 3 年 1 月 8 日 

質問回答書 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 上地 英之 

 

公営企業会計システム構築業務の業務提案等に関する質問に下記のとおり回答します。 

 記載箇所 質問内容 回答 

1 

募集要領ｐ５  

12.二次審査の

実施(3) イ 

プレゼンテーションに必要な機器として、パソコン、

プロジェクターは準備予定ですが、スクリーンも必要

となりますでしょうか。 

スクリーンについては、本局で

準備いたしますので、その他必

要な機器の準備をお願いいたし

ます。 

2 

募集要領ｐ９

別表 1  

最新の決算書  

最新の決算書は、直近 1 年間の貸借対照表、損益計

算書でよろしいでしょうか。 

貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュフロー計算書の 3 点の提

出をお願いいたします。 

3 

募集要領ｐ９

別表 1 

印鑑証明書 

印鑑証明書の説明に「発行３ヶ月以内のもの（原

本）」とありますが、副本は写しとさせていただいて

もよろしいでしょうか。 

お見込みのとおり。 

4 

募集要領ｐ11

別表２ 

帳票一覧 

「予算書、決算書、財務諸表、負担行為兼支出命令書

等のサンプル帳票を添付すること」とありますが、サ

ンプル帳票は別冊での提出でよろしいでしょうか？

（提案書にはページ制限があるため）また別冊の場合

は部数は正副 11 部でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおり。 

別冊は、正本 1 部、副本 1 部で

お願いします。 

5 

募集要領ｐ11

別表２ 

提案見積内訳

書  

様式 10 の「構築合計（税込）」と「運用保守費用

合計(税込)」の合計金額が、「２ 提案上限額

（ 46,866,000 円）」を超えてはならないという認識

でよろしいでしょうか。 

運用保守費用（税込）は、提案

上限額に含みません。 

6 

別紙「公営企

業会計システ

ム構築業務評

価基準」 

評価基準について、点数配分をご教授いただけますで

しょうか。また、価格に関する評価点はないのでしょ

うか。 

配点としては書類審査（機能要

件書、帳票一覧、見積書）：

1,400 点、プレゼンテーショ

ン：600 点となります。 

7 

仕様書ｐ2 7.

基本要件

（1）  

「クライアント ＰＣ には専用のプログラムを組み込

まなくても、 マルチブラウザが組み込まれていれ

ば、利用できる Web 型のシステムであることとす

る。」とございますが、Web システムの処理速度及

び使いづらさを克服するためのツールをインストール

させていただいております。こちらについては、提案

時にご説明させていただいてもよろしいでしょうか？ 

可能ですが、ツールをインスト

ールする際に係る費用について

は、見積書に記入し提出してく

ださい。なお、サーバの入替等

に伴う、新たな費用が発生しな

いようにしてください。 
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8 

仕様書ｐ2 7.

基本要件

（1） 

将来、端末を増設することも検討されていますが、そ

れを考慮したシステムの制限（仕様）は、ありますで

しょうか。例えば、『Web 標準規格である HTML5

に対応したシステムであること』、『クライアントへ

のプラグインレスとするため、サーブレット方式を採

用すること』など。 

「7.基本要件」(1)を含め、仕様

書に記載の要件を満たすもので

あれば、記載以外の制限や指定

はございません。 

9 

仕様書ｐ3 7. 

基本要件 

（9） 

「今後、今回のようにシステム更新を行う際に、委託

者が別の業者と契約することとした場合、全てのデー

タを委託者の指定するエクセルデータ及び CSV 形式

にして引き継ぐこととすること。」とありますが、指

定様式が不明であるためお見積もりいたしかねます。

指定様式をご提示いただくことは可能でしょうか。ま

た、指定様式がない場合は、当社様式出力を前提とし

た見積もりでよろしいでしょうか。 

貴社様式出力を前提としてくだ

さい。 

10 

仕様書ｐ4 8. 

システム 運

用要件 

（２）サーバ 

要件⑥ 

サーバを収納できるラックについて、耐震工事が必要

でしょうか。 

（アンカー工事が必要もしくはスタビライザ取付でよ

い等） 

ラックの耐震、転倒防止対策に

ついては、仕様案で定めるサイ

ズ(24U)の場合であれば、転倒

防止スタビライザ取付での対応

で結構です。それ以上のサイズ

のラックを導入する場合は、ア

ンカー工事が必要となる場合が

あります。 

11 

仕様書ｐ4 8. 

システム 運

用要件 

（２）サーバ 

要件⑥ 

ラック設置にあたり、電源工事も必要でしょうか。 

（二極三線式（15Ａ）の電源コンセントが必要にな

ります） 

局庁舎のコンセントの形状は接

地２P15A となっています。 

それ以外のコンセントが必要な

場合は、貴社でサーバ室内の分

電盤からの工事の手配をお願い

します。 

12 

仕様書ｐ4 8. 

システム 運

用要件 

（２）サーバ 

要件⑥ 

LAN ケーブル配線費用は本調達範囲に含みますが、

必要なサーバ台数分のネットワークポートは、那覇市

上下水道局様でご準備いただけるという認識でよろし

いでしょうか。 

1000BASE-T Ethernet ×6 個ま

では、本局において本件のため

に確保いたします。それ以上の

個数のポートが必要な場合は、

スイッチングハブによるネット

ワークポートの集約をご検討く

ださい。 

13 

仕様書ｐ4 8. 

システム 運

用要件 

（２）サーバ 

要件⑨ 

ウイルス対策ソフトについては委託者が提供する 

kaspersky を使用することになっておりますが、動作

検証のため製品名称とバージョンをご提示ください。 

製品名称：Kaspersky Endpoint 

Security 11 for Windows 

バージョン：11.0.0.6499 
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14 

仕様書ｐ4 8.

システム運用

要件（２）

⑩、 

ｐ5 9.クライ

アント要件

（３） 

WindowsServer2019 の CAL は 220 台分、システム

に接続するクライアント数は 200 台とありますが、

公営企業会計システムのライセンス数は 200 と考え

てよろしいでしょうか。 

クライアント数「200 台」とあ

るのは「220 台」の誤りです。

220 台分のライセンス数が必要

となります。 

15 

仕様書ｐ５  

11.データ移行

（３） 

債権者情報、固定資産、貯蔵品、企業債台帳の移行対

象のデータ件数は、どの程度になりますでしょうか。 

債権者情報：約 7,000 

固定資産：約 7,200 

貯蔵品：約 2,100 

企業債台帳：約 500 

となっております。 

16 

仕様書ｐ6  

12. 他システ

ムとのデータ

連携 

予算科目、勘定科目等の紐付けが可能か確認したく、

データレイアウトをご提示いただけますでしょうか。 

下記のホームページに掲載いた

します。 

那覇市上下水道局 公営企業会

計システム構築業務（公募型プ

ロポーザル方式）募集について 

https://www.city.naha.okinawa

.jp/water/business/nyuusatsua

nken/another/kaikeisisutemu.h

tml 

17 

仕様書ｐ7 

15. 成果物  

（2）プロジ

ェクト管理に

関する納品物

⑤ 

業務フローについて、弊社パッケージシステムのシス

テムフローで代替することでよろしいでしょうか。 

システムフローではなく業務フローが必要な場合は、

記載レベルを把握したく、現行システムで保有されて

いる業務フローなどサンプルをご提示いただけますで

しょうか。 

支払、収納等各業務の一連の処

理内容が明確にわかるものであ

れば、貴社パッケージシステム

のシステムフローを代替しても

構いません。 

18 

仕様書ｐ8 

16. 著作権の

扱い（3） 

データベースのテーブル構成及びデータ項目について

は第三者に開示されない認識でよろしいでしょうか。

もし第三者へ開示される想定の場合は、誓約書などで

開示する相手方や用途を限定されるものと考えており

ます。 

お見込みのとおり。 

19 

別紙 要求機

能要件書 

項番 11  

「同一会計および複数会計において、同一 PC・ブラ

ウザを複数立ち上げ、同時に入力できる」という認識

でよろしいでしょうか。 

例）同一 PC にて、負担行為画面を２つ同時に立ち上

げ、１画面で水道事業会計の伝票を起票、もう片方の

画面で下水道事業会計の伝票を起票できる。 

お見込みのとおり。 

ただし、調定、支払等の別業務

においても２つ同時に立ち上げ

ることができることを前提とし

ております。 
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20 

別紙 要求機

能要件書 

項番 31 

帳票については、PDF 形式での出力としますが、

CSV 出力については、「帳票の元となるデータを、

ＣＳＶ形式で抽出できる」という認識でよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおり。 

21 

別紙 要求機

能要件書 

項番 36  

科目の移動については、年度途中に移動することは除

くとして良いでしょうか。また、移動時は SE がデー

タメンテナンスすることで前年度データとの連携が保

たれることで、C として良いでしょうか 

お見込みのとおり。 

22 

別紙 要求機

能要件書 

項番 46、項番

176 

項番 46 に、合計残高試算表、総勘定元帳、内訳簿、

消費税集計表、消費税一覧表、予算執行状況表、予算

差引簿の作表時には「目．節．細節レベル」での出力

が可能であること。とあります。項番 176 では、

「総勘定元帳は目レベルで集計し」との記載がありま

すが、「総勘定元帳」は目レベルでの出力編集、「内

訳簿、消費税集計表、消費税一覧表、予算執行状況

表、予算差引簿」の作表時には目．節．細節レベルを

指定した出力編集が可能であることとの解釈でよろし

いでしょうか。 

お見込みのとおり。 

23 

別紙 要求機

能要件書 

項番 51 

「既存システムのデータを CSV 又は Excel で取り込

むことが可能であること」とありますが、具体的にど

のようなデータ・使用状況・取り込む頻度等を想定さ

れているのでしょうか？ 

現在使用している会計システム

から移行時に、企業債、債権者

情報、固定資産、貯蔵品のデー

タを取り込むことを想定してい

ます。 

24 

別紙 要求機

能要件書 

項番 62 

”比較”は、本年度と前年度額の差額という認識でよろ

しいでしょうか？ 

本年度見積額と前年度当初予算

額の差額となります。 

25 

別紙 要求機

能要件書 

項番 84 

”事業コード”とございますが、事業別予算及び執行管

理を行うということでしょうか？ 
お見込みのとおり。 

26 

別紙 要求機

能要件書 

項番 84 

予算科目、事業コードを変更した場合、予算書の前年

度予算額に紐づけるという認識でよろしいでしょう

か。 

例） 

2020 年度 予算科目 10-10-10-10-10 A 事業費 予算

額 2,000 千円 

2021 年度 予算科目 10-10-10-10-20 A 事業費 

↓ 

2021 年度に A 事業費のコードを「10-10-10-10-10」

から「10-10-10-10-20」に変更しても、2021 年度の

前年度予算額に 2,000 千円と表示される。 

お見込みのとおり。 
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27 

別紙 要求機

能要件書 

項番 90 

「登録番号・名称カナ・名称漢字などによる複数検索

ができること」とありますが、名称カナのみ対応でき

ないといった一部対応できない場合の回答は A と C

どちらで回答すべきでしょうか？弊社としましては、

一部条件などがある場合、A としたうえで、条件を記

載したほうが良いかと考えております。 

一部対応できない場合は、

「C」としたうえで、条件を記

載してください。 

28 

別紙 要求機

能要件書 

項番 93 

債権者における過去の変更履歴は必須でしょうか。 

必須の場合、債権者マスタでの変更だけでなく伝票登

録した場合の変更まで必要となりますでしょうか。 

変更履歴は、必須になります。 

その際、債権者マスタだけの変

更履歴のみで構いません。 

29 

別紙 要求機

能要件書 

項番 115 

リース会計の管理を行っていますでしょうか。 

行っている場合、どのように管理を行っているかご教

示ください。 

現在、リース資産を保有してい

ないため、リース会計は行って

おりません。 

30 

別紙 要求機

能要件書 

項番 116 

リース開始時の消費税総額（リース完了までの全額）

について、開始時に起案する伝票はどのような仕訳と

なるでしょうか。 

伝票では起案しない場合、システムへの反映はどのよ

うに行う想定でしょうか。保守画面から登録して管理

する等の対応となりますでしょうか。 

仕訳 

仮払消費税/リース債務（固定負

債） 

全て伝票での起案となります。 

31 

別紙 要求機

能要件書 

項番 149 

外部データからの取り込みとは、複数システムの想定

が必要でしょうか。 

取込みの仕組みはありますが、連携元との連携仕様を

調整する必要があります。 

外部データの取り込みとして

は、料金システムと給与システ

ムの２システムを想定していま

す。 

現在の取り込みデータを HP に

掲載します。 

32 

別紙 要求機

能要件書 

項番 150 

未支出残額が自動表示されるとありますが、負担行為

に対しての未払金ということでしょうか。もしくは、

科目ごとの負担行為集計に対しての未払金集計の金額

でしょうか。 

未支出残額とは、負担行為に対

しての未払金になります。 

33 

別紙 要求機

能要件書 

項番 161 

「指定した業者については、合算した金額の振込と、

支払一覧表が印刷できる」については出力機能を有し

ていますが、特定業者はどのような基準で指定される

のでしょうか？業者指定のうえ印刷はできるので、回

答を A としてよろしいでしょうか？ 

同一会計、同一支払日におい

て、同一の相手先に複数の支払

伝票がある場合、支払伝票の合

算額を１件の振込データとする

こと。 

そのデータの明細（伝票毎）を

支払一覧表として印刷できるこ

とを想定しています。 

34 

別紙 要求機

能要件書 

項番 161 

同一会計および同一支払日において、「指定した業

者」と「それ以外」の２つの振込データを作成すると

いうことでしょうか。 

金融機関へ依頼する振込データ

は 1 つとしてください。 
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35 

別紙 要求機

能要件書 

項番 162 

収入伝票のバーコード読み取りの運用はありますでし

ょうか。 

弊社の想定では、収入済み納付書をバーコード読み取

りして入金処理し収入伝票を起案するといった運用と

なります。 

伝票毎の入金処理（バーコード

読取り）、日毎での一括処理の

どちらの処理も行えることを想

定しています。 

36 

別紙 要求機

能要件書 

項番 184 

納付書のみ発行する場合でも、調定時に必要な「件

名、予算科目、納入者、納入期限、納入金額」の情報

を入力し、納付書に反映することを想定していますで

しょうか。 

また、データとして残し、参照することや、後処理で

ある調定（未収計上）、消込（現預金計上）と関連づ

けることを想定していますでしょうか。 

上段、お見込みのとおり。 

納付書のみ発行した場合におい

ては、発行時のデータから収入

処理と同時に調定処理が行われ

ることを想定しております。 

仕訳 現預金/調定又は預り金 

37 

別紙 要求機

能要件書 

項番 185 

「発行した納付書から」とありますが、「別紙 要求

機能要件書」の「No184 伝票を作成せず納付書のみ

発行」した場合でも、納付書番号から調定兼振替伝

票、調定兼収入伝票、収入伝票が作成することを想定

していますでしょうか。 

お見込みのとおり。 

38 

別紙 要求機

能要件書 

項番 187 

納付書はプレ印刷用紙でしょうか。レイアウトを確認

したく、ご提示いただけますでしょうか。 

下記のホームページに掲載いた

します。 

https://www.city.naha.okinawa

.jp/water/business/nyuusatsua

nken/another/kaikeisisutemu.h

tml 

39 

別紙 要求機

能要件書 

項番 209 

特定収入財源割合算出資料、課否判定表、財源内訳

表、特定収入の判定表及び記入表、総括表の参考帳票

をご提示いただけますでしょうか。 

現在、システムでは作成してい

ないため、貴社パッケージ帳票

を利用することを想定しており

ます。 

40 

別紙 要求機

能要件書 

項番 209 

”課否判定表”は、消費時課税取引の判定表という認識

で問題ないでしょうか？ 

また、”財源内訳表”について現在お使いの様式をご展

開いただけますでしょうか？ 

お見込みのとおり。 

現在、システムでは作成してい

ないため、貴社パッケージ帳票

を利用することを想定しており

ます。 
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41 

別紙 要求機

能要件書 

項番 237 

円単位の出力対応のみ可能なことで C として良いで

しょうか。 

千円単位の出力は必須でしょうか。 

千円単位の丸め処理が可能か判

断する項目となっております。

円単位の出力で千円単位の丸め

処理ができない場合は、カスタ

マイズまたは対応不可の「E」

としてください。 

円単位の出力でも千円単位丸め

ができる場合は、「A」として

ください。 

例）123,425→123,000 

42 

別紙 要求機

能要件書 

項番 240 

耐用年数表の機能は、資産の区分ごとに耐用年数を初

期表示するように設定できることで A として良いで

しょうか。 

耐用年数表から検索する機能は必須でしょうか。 

お見込みのとおり。 

この場合、検索機能は必須では

ありません。 

43 

別紙 要求機

能要件書 

項番 243 

沿革情報を作成とは、固定資産明細に増減の変更明細

が追加される、耐用年数変更については変更の明細区

分が表示されることで A として良いでしょうか。 

お見込みのとおり。 

44 

別紙 要求機

能要件書 

項番 243 

沿革情報は、最大何文字となりますでしょうか？ 
最低 30 文字を想定しておりま

す。 

45 

別紙 要求機

能要件書 

項番 252 

「直接金額入力」は将来の年度毎の償却額について直

接修正する機能と解釈してよろしいでしょうか。 
お見込みのとおり。 

46 

別紙 要求機

能要件書 

項番 260、

261 

減損資産のグルーピングは必須でしょうか。 

減損の場合、減損となる資産ごと（単件）に減損登録

をする機能がありますが、その場合は C となります

でしょうか。 

必須ではありませんが、自動按

分ができない場合はカスタマイ

ズ、または対応不可の「E」と

してください。 

47 

別紙 要求機

能要件書 

項番 263 

耐用年数変更の場合、「修正益又は損」で更正ではな

く今後の償却明細で調整することになりますが、A と

して良いでしょうか。 

耐用年数変更は、更正を前提と

しているため、この場合は

「E」としてください。 

48 
帳票一覧 

項番 8 

調定変更伺は、調定減のみ対応で A として良いでし

ょうか。 

調定増がある場合は追加分の調定を新規起案いただく

想定です。 

お見込みのとおり。 

49 
帳票一覧 

項番 10 

還付決定伺は、還付の場合は調定減（もしくは振替）

で預り金に振替を行い、支出伝票で預り金/現金の仕

訳を行う運用となりますが A として良いでしょう

か。 

別途還付決定伺のレイアウトが必要でしょうか。 

お見込みのとおり。 

仕訳は以下の通りになります。 

仕訳 未払金（還付未済金）/現

金 

レイアウトは不要です。 
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50 
帳票一覧 

項番 11 

前受金決定伺は、収入伝票として運用することになり

ますが A として良いでしょうか。 

別途前受金用のレイアウトが必要でしょうか。 

お見込みのとおり。 

レイアウトは不要です。 

51 
帳票一覧 

項番 17 

「支出負担行為兼振替伝票」とありますが、負担伝票

入力時点で未払金計上を想定しているのでしょうか？ 

未払金計上は、支払伝票決裁時

を想定しております。 

52 
帳票一覧 

項番 20 

前払決定伺は、支出伝票として運用することになりま

すが A として良いでしょうか。 

別途前払決定伺のレイアウトが必要でしょうか。 

前払金の精算が行える場合は、

「A」としてください。 

別途レイアウトは不要です。 

53 
帳票一覧 

項番 24 

科目更正伝票は、振替伝票として運用することになり

ますが A として良いでしょうか。 

別途科目更正用のレイアウトが必要でしょうか。 

振替伝票で科目の更正ができる

のであれば「A」としてくださ

い。 

別途レイアウトは不要です。 

54 
帳票一覧 

項番 37 

収入予算執行状況（指定様式）は、どのような項目が

必要となりますでしょうか。対応可能かを判断するた

めに指定様式を提示いただけますでしょうか。 

下記のホームページに掲載いた

します。 

那覇市上下水道局 公営企業会

計システム構築業務（公募型プ

ロポーザル方式）募集について 

https://www.city.naha.okinawa

.jp/water/business/nyuusatsua

nken/another/kaikeisisutemu.h

tml 

55 
帳票一覧 

項番 39 

支出予算執行状況（指定様式）は、どのような項目が

必要となりますでしょうか。対応可能かを判断するた

めに指定様式を提示いただけますでしょうか。 

下記のホームページに掲載いた

します。 

那覇市上下水道局 公営企業会

計システム構築業務（公募型プ

ロポーザル方式）募集について 

https://www.city.naha.okinawa

.jp/water/business/nyuusatsua

nken/another/kaikeisisutemu.h

tml 

56 
帳票一覧 

項番 45 

月間資金受払状況表は、どのような項目が必要となり

ますでしょうか。対応可能かを判断するために様式を

提示いただけますでしょうか。 

本局の現預金の日毎の動きがわ

かる帳票となります。 

主に、日毎の収入額・支出額・

繰越額（現預金残高）、主要な

収入項目・支出項目です。 
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57 
帳票一覧 

項番 49 

資金受払簿は、どのような項目が必要となりますでし

ょうか。対応可能かを判断するために様式を提示いた

だけますでしょうか。 

各銀行口座の預金の動きがわか

るものです。 

主な出力項目は、上記 56 と同

様となります。 

58 
帳票一覧 

項番 68 
貸借対照表明細は、必須となりますでしょうか。 

必須ではありませんが、業務軽

減のため貸借対照表明細の運用

を想定しております。 

59 
帳票一覧 

項番 86 

繰越集計表は、どのような項目が必要となりますでし

ょうか。対応可能かを判断するために指定様式を提示

いただけますでしょうか。 

項目は以下の通りです。 

予算科目、予算現額、執行額、

翌年度繰越額、予算残高 

指定様式はございません。 

60 
帳票一覧 

項番 87 

繰越一覧表は、どのような項目が必要となりますでし

ょうか。対応可能かを判断するために指定様式を提示

いただけますでしょうか。 

項目は以下の通りです。 

予算科目、未契約額、契約済

額、予算額(節・細節)、繰越

額、件名、負担行為伝票番号、

繰越区分 

指定様式はございません。 

 


