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ネットワークセキュリティシステム整備業務に関する質問とその回答は次のとおりです。 

 

番

号 

配布書類名・ 

ページ・項番 
質問 回答 

１ 

調達仕様書 Ｐ２ 

１．３ 

（４）鳥取県庁 LAN

分離後の概念図 

業務系ネットワーク新設に伴う各施

設内の LAN 工事やパソコンまでの配

線作業は発注者が整備されるとの認

識でよろしいでしょうか。 

新設する業務系ネットワークは

既設のネットワーク配線を使用

するため、原則、LAN 工事、配線

作業は必要ありません。 

２ 

調達仕様書 Ｐ２ 

１．３ 

（４）鳥取県庁 LAN

分離後の概念図 

既存ネットワーク機器の設定変更の

作業は、発注者が実施するとの認識

でよろしいでしょうか。 

新設する業務系ネットワークで

利用する既存ネットワーク機器

（スイッチ）の設定変更は、発注

者が行います。 

３ 

調達仕様書 Ｐ４ 

２．１  

（１）② システム

導入初期作業 

・導入ソフトウェア

の端末へのインス

トール 

ソフトウェア導入にあたり、端末が

新規に整備された業務系 NWに接続さ

れている状態である必要がある場

合、発注者のネットワーク移行作業

後の実施でよろしいでしょうか。 

 

その場合、端末へのソフトウェ

アのインストール作業は、ネッ

トワーク移行後に実施するもの

とします。 

なお、ネットワーク移行時期、ソ

フトウェアのインストール時期

は、別途受注者と協議の上決定

します。 

４ 

調達仕様書 Ｐ４ 

２．１ 

（１）④ ネットワ

ーク移行作業 

ネットワーク移行作業はセンター実

施業務となっていますが、新しく整

備される業務系 NWに既存パソコンや

既存サーバを接続する場合の設定変

更作業は、発注者が実施する認識で

よろしいでしょうか。 

既存パソコン及び既存サーバの

設定変更は、発注者が行います。 

５ 

調達仕様書 Ｐ４ 

２．２  

（２）ネットワーク

移行作業 

ネットワーク移行に係る作業手順書

の作成とありますが、どのような通

信機器、構成なのか台数、利用環境な

どを教えてください。 

併せて、新設されるネットワーク構

成を教えてください。 

作成する作業手順書は、業務系

NW に接続するパソコン、サーバ

の設定変更に係るもので、通信

機器（スイッチ等）の設定変更の

手順書は作成する必要はありま

せん。 

６ 

調達仕様書 Ｐ７ 

４．１ 

（１）利用職員数 

各施設のシステムを利用する職員数

（ユーザー）を教えてください。 

システムを利用する職員数の内

訳は次のとおりです。 

【鳥取施設】３７名 

【米子施設】２３名 

【境港施設】２０名 

ただし、各施設間で若干変動す



番

号 

配布書類名・ 

ページ・項番 
質問 回答 

る場合があります。 

７ 

調達仕様書 Ｐ７ 

４．１ 

（２）接続端末数 

システムに接続する端末数１００台

のうちサーバ、パソコンそれぞれの

台数を教えてください。 

また、施設ごとの台数を教えてくだ

さい。 

接続する端末の内訳は次のとお

りです。 

【鳥取施設】 

 サ ー バ： ２台 

 パソコン：４６台 

【米子施設】 

 パソコン：２６台 

【境港施設】 

 パソコン：２６台 

ただし、各施設間で若干変動す

る場合があります。 

８ 

調達仕様書 Ｐ７ 

４．２ システム機

器の運用 

データセンターと発注者間のネット

ワークが切断した場合に備え、サー

バを冗長化（２台構成）するため、内

１台（ラックマウント式サーバ、UPS）

を発注者側の施設に設置することは

可能でしょうか。 

冗長化を目的にしたサーバ及び

当該サーバに付随する機器につ

いては、発注者の施設内（１９イ

ンチラック）に設置を認めるも

のとします。 

９ 

調達仕様書 Ｐ７ 

４．５ センターと

データセンターの

接続要件 

鳥取県情報ハイウェイの接続に必要

なルーター（センター側の３施設分

を含む。）を整備とありますが、ルー

ターの設置環境を教えてください。 

各施設に設けている１９インチ

ラックに設置します。 

10 

調達仕様書 Ｐ８ 

４．７ ウィルス対

策ソフト 

本業務で導入するサーバに、発注者

が所有しているウィルスバスタービ

ジネスセキュリティサービスのライ

センスを利用し、ウィルス対策を実

現することは可能でしょうか。別途、

受注者側でウィルス対策ソフトを準

備する必要があるのでしょうか。 

導入するサーバの OSが本ウィル

ス対策ソフトウェアに対応する

OS であれば、利用できます。 

11 

調達仕様書 Ｐ９ 

３ インターネット

分離機能 

インターネットを利用する同時アク

セス数を教えてください。 

同時アクセスは３５ユーザー以

上とします。 

12 

調達仕様書 Ｐ９ 

（１）web ブラウザ

閲覧の分離機能 

クラウド型グループウェアはどのよ

うな機能を利用されるのか教えてく

ださい。 

現時点では、利用するクラウド

型グループウェアは未確定です

が、ファイル共有、スケジュー

ル、メール、掲示板、ワークフロ

ー、各種データベース、テレビ会

議機能等の利用を想定していま

す。なお、具体的に利用する機能

については、別途受注者と協議

します。 

13 

調達仕様書 Ｐ10 

４ 権限管理（AD）サ

ーバに付随する機

能 

AD サーバの構築に係る Windows 

Server 2016 CAL を発注者が所有さ

れていますか。仮に所有されていな

い場合は、本調達の整備範囲となる

のでしょうか。 

Windows Server 2016 CAL は所

有していません。本調達の整備

範囲に含むものとします。 

14 調達仕様書 Ｐ11 外部接続する接続デバイスの種類、 原則、接続するデバイスはパソ



番
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７ 外部接続機能 OS のバージョンを教えてください。 コンとし、OS は winsdows8 以上

とします。 

15 

調達仕様書 Ｐ11 

７ 外部接続機能 

８ 大容量データ交

換機能 

外部接続機能、大容量データ交換機

能は、インターネットから機器にア

クセスが必要となります。 

アクセスにあたり、発注者側のイン

ターネットドメイン（tiit.or.jp）を

管理している DNS サーバに名前と IP

アドレスを登録する必要があります

が、DNS サーバへの登録については発

注者が実施する認識でよろしいでし

ょうか。 

発注者において、インターネッ

トドメイン管理委託事業者に依

頼して、登録作業を実施するも

のとし、受託者の作業及び経費

負担は必要ありません。 

16 

調達仕様書 Ｐ11 

8 大容量データ交

換機能 

大容量データ交換機能の利用者数

（ユーザー数）を教えてください。 

利用者数は最大８０名としま

す。 

17 

調達仕様書 全般 ネットワークセキュリティシステム

整備業務で調達する機器の運用保守

は、土日を含め対応が必要なのか教

えてください。 

原則、データセンターのサービ

ス提供時間（２４時間３６５日）

の運用保守とします。 

ただし、問い合わせ窓口及びオ

ンサイト保守については、原則

午前８時３０分から午後５時

１５分まで（土曜日、日曜日、祝

日及び年末年始を除く。）とし、

機器に故障又は異常が発生した

場合は、速やかに部品、機器の交

換又は修理を行うものとしま

す。 

18 

プロポーザル実施

要領 Ｐ４ 

８（１） 

エ 同種業務履行実

績（様式５） 

同種業務履行実績（様式５）の記載、

履行実績の事実確認のできる書類

（契約書等）の写しを添付すること

とありますが、発注者との守秘義務

やセキュリティ上の観点から一部を

黒塗りとしてもよろしいでしょう

か。 

守秘義務等の観点により秘匿が

必要な部分については、黒塗り

等の秘匿処理を行って提出する

ものとします。 
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