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平成 27年 4月 21日 

 

回 答 書 

 

杉並区公式ホームページの再構築及び運用業務公募型プロポーザルについての質問に、

以下のとおり回答します。 

 

No 質問項目 質問内容 回答 

1 実施要領 P1 

2 業務の概要 

（3）事業規模 

平成28年度以降にかかる費用

については、上限はございま

すでしょうか。 

また、ランニング費用の見積

金額の提示は必要でしょう

か。 

平成28年度以降にかかる費

用については、上限はあり

ませんが、評価対象となり

ます。提案依頼書別紙8「見

積書」に、平成28度以降の

ランニング費用についても

記載してください。 

2 提案依頼書 P2 

Ⅰ システムの概要 

2  区公式ホームペ

ージの再構築におい

て重視する点 

（1）閲覧する全ての方にとっ

て情報が探しやすく見やすい

ウェブサイトの実現「・ 外国

語（英中韓ほか）対応機能の

強化」とありますが、既存の

外国語ページは移行をせず自

動翻訳による対応の認識で相

違ありませんでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

3 提案依頼書 P4 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

 

記載されているサイトには、

区公式ホームページとは完全

に別デザインで運用されてい

るサイト（すぎなみではたら

く、など）と、別デザインで

すが、本来区公式ホームペー

ジと同様のデザインで運用し

ても問題ないようなサイト

（入札のお知らせ、など）が

あるように見受けられます。

リニューアル後、完全に別デ

ザインでの運用を希望される

サイトの想定はありますでし

ょうか。 

原則として、全て同一のデ

ザインとすることを想定し

ています。構築を行ってい

く中で、別デザインのペー

ジが必要となる可能性があ

ります。 
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4 提案依頼書 P4 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

区役所よくある質問と回答

http://faq.city.suginami.toky

o.jp/suginami/web/faq/ 

はプログラムを使用したサイ

トのようですが、こちらの内

容を新CMSに移行する想定

でよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

5 提案依頼書 P4 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェ

ブサイトの範囲 

 

区公式ホームページ「区長へ

の手紙（区政へのご意見・ご

要望）」のURL欄に記載され

ているURLですが、 

「https://www2.city.sugina

mi.tokyo.jp/enquete/enquete

.asp?」ではなく、

「https://www2.city.sugina

mi.tokyo.jp/opinion/opinion_

box.asp」が正しいURLでよ

ろしいでしょうか。 

失礼いたしました。ご指摘

のとおりです。 

6 提案依頼書 Ｐ4 

Ⅰ システムの概要 

4. 対象とするウェ

ブサイトの範囲 

現在の「区公式ホームページ

「電子掲示板」（及び「区民

アンケート」」）内でお使い

の電子掲示板機能につきまし

ては、移行する必要がありま

すでしょうか。 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

  

http://faq.city.suginami.tokyo.jp/suginami/web/faq/
http://faq.city.suginami.tokyo.jp/suginami/web/faq/
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/enquete/enquete.asp
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/enquete/enquete.asp
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/enquete/enquete.asp
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/opinion/opinion_box.asp
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/opinion/opinion_box.asp
https://www2.city.suginami.tokyo.jp/opinion/opinion_box.asp
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7 提案依頼書 P4～5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェ

ブサイトの範囲 

対象となるサイトの全てが移

行範囲となるのでしょうか。

対象となるサイト内に移行範

囲外となるページまたはシス

テム（例えば電子掲示板のシ

ステム構築までなのか、入り

口のページのみの構築となる

のか）はありますでしょうか。

ある場合移行時のご指示は各

担当課との調整が必要となり

ますでしょうか。もしくは対

象サイト構築業者様との調整

となりますでしょうか。 

また、移行対象データの形式

及び受け渡しはどのような方

法を想定されていますでしょ

うか。 

原則として対象となるサイ

トの全てが移行範囲となり

ます。区が現在提供してい

るサービスレベルを維持で

きるような仕組みを実現し

てください。なお、移行対

象データの受け渡しはCD

－R等の電子記録媒体によ

ることを想定しています。 

8 提案依頼書 P4～5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェ

ブサイトの範囲 

対象とするウェブサイトの範

囲に挙げられているサイトは

全て同じデザイン、同じドメ

インに統合するという事でよ

ろしいでしょうか。 

また、最大移行ページ 15,000

の中には、これらのサイトの

ページも含まれるということ

でよろしいでしょうか。 

前段のご質問については、

回答 No.3をご参照くださ

い。後段のご質問について

は、ご認識のとおりです。 

9 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

すぎなみ子育てサイト 

http://www.suginami-kosod

ate.jp/ 

は現状では特殊な検索結果が

表示されますが、区本体のサ

イト内検索と同様の仕様を想

定して問題ありませんでしょ

うか。 

ご認識のとおりです。 

  

http://www.suginami-kosodate.jp/
http://www.suginami-kosodate.jp/
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10 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

 

杉並ウエストサイズ物語 

http://suginami-waistsize.jp/ 

内に、特殊な計算式を使用し

たページが存在しますが、こ

ちらは新ホームページでは使

用しない想定で問題ありませ

んでしょうか。 

【該当ページ】 

http://suginami-waistsize.jp/

03_02_01_diet_plan.html 

ご認識のとおりです。 

11 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

環境マップ 

http://www.kankyoumap.cit

y.suginami.tokyo.jp/ 

内でFlashを使用したページ

が存在いたしますが、このよ

うなページへの対応はiOS端

末を優先する形で移行をする

形の想定でよろしいでしょう

か。 

【該当ページ】 

http://www.kankyoumap.cit

y.suginami.tokyo.jp/nature/

map_b.html 

iOS端末も含め、様々な端末

から閲覧できるようにする

必要があります。 

12 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

科学館 

http://www2.city.suginami.t

okyo.jp/scied/index.asp 

が存在しないようですが、移

行対象外ということでよろし

いでしょうか。 

ご認識のとおりです。なお、

サイエンス・コミュニケー

ション事業等、科学館の一

部事業については、社会教

育センターに引き継がれて

おり、サイトを新規に作成

することは想定しておりま

せんが、リニューアル後の

公式ウェブサイトにおい

て、ページを作成する可能

性があります。 

  

http://suginami-waistsize.jp/
http://suginami-waistsize.jp/03_02_01_diet_plan.html
http://suginami-waistsize.jp/03_02_01_diet_plan.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/nature/map_b.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/nature/map_b.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/nature/map_b.html
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/scied/index.asp
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/scied/index.asp
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13 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要 

4 対象とするウェブ

サイトの範囲 

杉並区議会ホームページ 

http://www.gikai.city.sugina

mi.tokyo.jp/vod/vodtop.htm 

内に動画のコンテンツが存在

しますが、動画データも新サ

ーバへの移設対象となります

でしょうか。 

動画データは新サーバへの

移設対象となります。 

14 提案依頼書 P5 

Ｉ システムの概要 

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

現在の「ジョイフル杉並ホー

ムページ」内に、「利用者専

用ページ」といった認証が必

要な機能につきましては、移

行する必要がありますでしょ

うか。 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

15 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

現在の「すぎなみワークイン

フォメーション」内に、求人

情報検索システムにつきまし

ては、移行する必要がありま

すでしょうか。 

http://www.work.city.sugina

mi.tokyo.jp/general/index.as

p 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

16 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

現在の「のーまらいふ杉並」

内に事業者情報検索システム

につきましては、移行する必

要がありますでしょうか。 

http://normalife.city.sugina

mi.tokyo.jp/suginamisypher/

www/ent/index.jsp 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

17 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

現在の「すぎなみ子育てサイ

ト」内の「子育て応援券」サ

イトで検索システムにつきま

しては、移行する必要があり

ますでしょうか。 

http://www.suginami-kosod

ate.jp/ouenken/index.php 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

  

http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/vod/vodtop.htm
http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/vod/vodtop.htm
http://www.work.city.suginami.tokyo.jp/general/index.asp
http://www.work.city.suginami.tokyo.jp/general/index.asp
http://www.work.city.suginami.tokyo.jp/general/index.asp
http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/www/ent/index.jsp
http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/www/ent/index.jsp
http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/www/ent/index.jsp
http://www.suginami-kosodate.jp/ouenken/index.php
http://www.suginami-kosodate.jp/ouenken/index.php
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18 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

杉並区立科学館は平成28年3

月に閉館されるとのことです

が、サイトについてはサイエ

ンス・コミュニケーション事

業に関するものを新規に作成

されるという認識でよろしい

でしょうか。 

回答No,12をご参照くださ

い。 

19 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

「犯罪被害情報」内に、情報

検索システムにつきまして

は、移行する必要があります

でしょうか。 

http://www2.city.suginami.t

okyo.jp/mobile/irisk.asp?clas

s=2 

機能をそのまま移行する必

要はありませんが、区が現

在提供しているサービスレ

ベルを維持できるような仕

組みを実現してください。 

20 提案依頼書 P5 

Ⅰ システムの概要

4 .対象とするウェ

ブサイトの範囲 

「環境マップ」サイト内でお

使いの地図検索システムにつ

いては、公開型GIS「すぎナ

ビ」の使用を想定されている

との認識でよろしいでしょう

か。 

http://www.kankyoumap.cit

y.suginami.tokyo.jp/environ

ment/measurement/measur

ement.html 

 

ご認識のとおりです。  

  

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/mobile/irisk.asp?class=2
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/mobile/irisk.asp?class=2
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/mobile/irisk.asp?class=2
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/environment/measurement/measurement.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/environment/measurement/measurement.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/environment/measurement/measurement.html
http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/environment/measurement/measurement.html
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21 提案依頼書 P6 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（1）基本要件 

「・ 公開用サーバは、現行の

ドメイン

（http://www.city.suginami.

tokyo.jp/）を利用すること。」 

「・ 公開するコンテンツは現

行のドメイン配下に設置する

こと。」とありますが、サブ

ドメインは使用せず、現行の

ドメイン

（http://www.city.suginami.

tokyo.jp/）配下にディレクト

リを作成して対象とするウェ

ブサイトをすべて格納しても

よろしいでしょうか。 

その方式で構いません。 

 

22 提案依頼書 P6 

Ⅰ システムの概要

5 .システム要件 

（1）基本要件 

「地図を使う情報について

は、公開型GISを利用するこ

と」とありますが、原課の職

員様が作成する末端のページ

内で地図を挿入される際に、

この公開型GISの地図をお使

いになるとの認識でよろしい

でしょうか。また、その場合、

googleマップ等の他の電子地

図サービスを代替案としてご

提案させていただくことは可

能でしょうか。 

地図を使う情報について

は、公開型GISを利用するこ

とを想定しているため、他

の電子地図サービスを利用

することは想定しておりま

せん。 

  

http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
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23 提案依頼書 P9 

Ⅰ システムの概要

5 .システム要件 

（7）データ移行要件

① 

提案依頼書 P.4～5に記載の

ある対象となるウェブサイト

の範囲には動的なページが多

数含まれているようですが、

提案依頼書 P6に記載のある

ように原則として静的なペー

ジに作り直すということでよ

ろしいでしょうか。 

また、動的な仕組みになって

いるページについて、どのよ

うなものがあるか一覧でご教

授ください。 

前段のご質問については、

原則として静的ページに作

り直してください。後段の

ご質問については、現在把

握しておりません。 

 

24 提案依頼書 P9 

Ⅰ システムの概要

5 .システム要件 

（7）データ移行要件

① 

「区長への手紙（区政へのご

意見・ご要望）」のようにアカ

ウント管理をしているような

コンテンツに関しては、静的

ページに変更する事が困難と

思われます。このようなペー

ジについては、新サーバに移

行する際に、現行の仕組みを

ご提供いただくことは可能で

しょうか。 

現行コンテンツのプログラ

ムの提供は想定しておりま

せん。 

 

25 提案依頼書 P10 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（7）データ移行要件

④ 移行方針作成 

移行するページ数は、最大

15,000ページとする。 

とありますが、職員様の要否

精査により移行ページ数の削

減を想定されていますでしょ

うか。 

受託者との協議により、移

行対象データ選定方針を作

成し、職員によるページ要

否精査を行った上で、移行

ページ数を削減することを

想定しています。 

26 提案依頼書 P10 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（7）データ移行要件 

⑦ 移行作業 

データ提供回数については、

移行作業のスケジュールに合

わせて事前調整をすれば何度

でも可能でしょうか。 

当初分1回、差分1回を想定

しています。 
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27 提案依頼書 P11 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（9）運用・保守要件 

 

職員のためのヘルプデスクの

対象となる職員について教え

てください。 

CMSを操作する職員を想定

しています。 

28 提案依頼書 P11 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（10）研修等要件 

「決裁者向け、利用者向けの

操作研修を実施すること。」 

とありますが、P7に記載のあ

るコンテンツ決裁者、コンテ

ンツ作成者と理解すればよろ

しいでしょうか。 

 

ご認識のとおりです。 

29 提案依頼書 P12 

Ⅰ システムの概要 

5 システム要件 

（10）研修等要件 

 

研修を実施する際のＰＣにつ

いては、ＰＣとインターネッ

トに接続できる環境を区にて

用意します。 

とありますが、1回につき60

名の受講者ということですの

で、約60台（受講者用及び講

師用）のPCをご用意いただく

ということでよろしいでしょ

うか。 

受講者用約60台について

は、ご用意いたします。講

師用については、受託者に

用意していただくことを想

定しています。 

30 提案依頼書 P16 

Ⅱ 提案依頼事項 

2 提案事項 

（6）ＣＭＳの機能 

① 機能要件一覧 

対応不可の場合は「×」と記載

してください。 

とありますが、「必須」機能

に対して対応不可となった場

合、失格となりますでしょう

か。 

 

「必須」機能に対して対応

不可となった場合でも、失

格とはなりません。 
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31 提案依頼書 P16 

Ⅱ 提案依頼事項 

2 提案事項 

（6）ＣＭＳの機能 

⑪ メール配信機能 

 

想定されるメール配信の配信

種別、全登録者数を教えてく

ださい。 

想定されるメール配信の配

信種別、全登録者数は以下

のとおりです。 

【メールニュース】 

2,751名（4月17日時点） 

【犯罪発生情報】 

空き巣・ひったくり情報 

14,191名（4月17日時点） 

子ども見守り情報 

15,737名（4月17日時点） 

32 提案依頼書 P17 

Ⅱ 提案依頼事項 

2 提案事項 

（7）デザイン 

部門別ウェブサイト（子育て

サイト）のデザインですが、

公式ホームページ（PC用、ス

マートフォン用）と似たよう

なデザインで提案すべきでし

ょか。または、全く違ったデ

ザインで提案すべきでしょう

か。 

現行のすぎなみ子育てサイ

トを踏まえ、全く違ったデ

ザインとしたほうが良いと

判断された場合には、その

理由を追記の上、企画提案

書に記載ください。 

33 提案依頼書 P18 

Ⅲ 提案書の作成 

2 様式 

用紙サイズはA4判縦置きと

ありますが、画像や表を使用

するページについてはA3サ

イズで折り込む形で良いでし

ょうか。可能な場合は、1ペー

ジの扱いでよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

34 提案依頼書 P19 

Ⅲ 提案書の作成 

2 様式 

本文は 30ページを上限とす

ると記載がございますが、デ

ザイン案のページを含めて

30ページということでしょ

うか。 

ご認識のとおりです。 

35 提案依頼書 P19 

Ⅲ 提案書の作成 

3 作成上の留意事

項 

提案書は「正本1部、副本10

部を提出」とありますが、正

本にのみ押印するかたちでよ

ろしいでしょうか。また、正

本と副本で異なる点等ござい

ましたらご教示いただけます

でしょうか。 

正本のみに押印願います。 

副本には社名が分かるよう

な記載をしないでくださ

い。 
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36 提案依頼書 

別紙1「会社概要」 

1 会社概要 

「現在受注している地方公共

団体ウェブサイトに関する業

務の受注案件数」とあります

が、こちらは現在、構築また

は運用、保守を行っている案

件数との認識でよろしいでし

ょうか。 

現在、構築業務を受注して

いる地方公共団体の案件数

をご記入ください。運用、

保守については、記入不要

です。「現在受注している

地方公共団体ウェブサイト

に関する業務の発注機関

名」の項目についても同様

です。 

37 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P3 

コンテンツ作成機能

（リンク） 

要件No.40 

「関連リンク」とありますが、

こちらは経路上のページ等に

おいて、システムで自動生成

されるリンクリストという理

解でよろしいでしょうか。 

公式ウェブサイト内の他の

ウェブページについて、ペ

ージ内に貼り付けたリンク

（内部リンク）のことを指

しています。 

38 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P5 

コンテンツ作成機能

（アクセシビリティ

対応） 

要件No.72 

上記の63-74について該当箇

所が異なっているように見受

けられます。正しい箇所を教

えていただけますでしょう

か。 

失礼いたしました。以下の

ように修正させていただき

ます。 

「作成するWEBページが上

記の60-71の事項に適合し

ない場合には非適合項目が

わかるエラー（警告）が表

示されること。また、エラ

ー（警告）の表示範囲、文

面は任意に管理者が設定で

きること。」 

39 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P5 

コンテンツ作成機能

（アクセシビリティ

対応） 

要件No.77 

「自動で見出しとデータの関

係性をHTMLで示す表のみが

作成できること」とあります

が、表のタイトルと表の紐付

けができる機能で、要件を満

たしているという認識でよろ

しいでしょうか。 

headers属性等を利用し、表

中の項目見出しと表中デー

タの関係性を明確にすると

いうことです。

（【JIS X 8341-3:2010 7.1.

3.1】参照） 
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40 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P6 

コンテンツ作成機能

（アクセシビリティ

対応） 

要件No.82 

自動でページタイトルが入力

できる仕組みとは、システム

のタイトル項目に入力された

内容が自動的に生成される

HTMLのタイトル属性に設

定されるということでよろし

いでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

41 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P6 

コンテンツ作成機能

（アクセシビリティ

対応） 

要件No.84 

 

本要件で想定される具体的な

コンテンツ等がありましたら

ご教示いただけますでしょう

か。また、現サイトにおいて、

本要件で想定される機能によ

って作成されたコンテンツが

あればご教示いただいてもよ

ろしいでしょうか。 

施設案内のページをご覧く

ださい。 

http://www2.city.suginami

.tokyo.jp/home/home.asp 

 

42 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P10 

公開型GIS 

要件No.136 

 

認証キー情報とは具体的にど

のような情報でしょうか。ま

た「すぎナビ」の連携仕様を

ご提示いただけますでしょう

か。 

認証キー情報とは、サイト

の改ざんを防ぐために事前

に公開型GISからお渡しし

て、CMSに埋め込んでいた

だく半角英数字の任意の文

字列です。 

「すぎナビ」の連携仕様は、

機能要件一覧表区分「公開

型ＧＩＳ「すぎナビ」連携

機能」No.136～139のとおり

です。 

  

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/home/home.asp
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/home/home.asp
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43 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P10 

公開型GIS 

要件No.136～139 

公開型ＧＩＳの仕様を提示し

ていただくことは可能でしょ

うか。また、提案させていた

だく機能を実現する為に、

GIS側に改修する必要が生じ

た場合、今回の費用の範囲に

は含めないと言う認識でよろ

しいでしょうか。 

 

公開型 GIS の仕様について

は、著作権の観点から提示

はできませんが、公開型GIS

との連携を行うために、提

案依頼書別紙 6「機能要件一

覧表」の機能要件 No.136～

139 を実現させる必要があり

ます。詳細については、受託

者と協議して決定します。ま

た、公開型 GIS側を改修す

ることは想定しておりませ

んので、公開型 GIS の仕様

に合わせて構築をお願いし

ます。 

44 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P10 

メール配信機能 

要件No.140 

メール配信について、ユーザ

ーのレコード（登録人数）は

どれぐらいでしょうか。 

回答No.31をご参照くださ

い。 

45 提案依頼書 

別紙6「機能要件一覧

表」 P11 

メール配信機能 

要件No.156 

メール配信についての最終確

認画面とは、どのような画面

を想定されていますでしょう

か。 

タイトルやメール本文等、

配信内容の最終確認を行う

画面を想定しています。 

  



 
 

14 

 

46 提案依頼書 

別紙8「見積書」 

「見積書」の作成に

ついて  

1．作成資料 

（2）リース物件につ

いて 

ハード機器やソフトウェア、

構築のための人件費について

は、リース物件として取り扱

うことが可能です。とありま

すが、提案依頼書3（2）には

「ハードウェア・ソフトウェ

アについては5年リースとし

てください」とあります。見

積りにあたり、どのように積

算すればよろしいでしょう

か？ また、リース契約は別

途リース会社と結ぶ形でしょ

うか。 

失礼いたしました。構築の

ための人件費については、

リースではなく、平成27年

度において算定してくださ

い。ハードウェア・ソフト

ウェアについては、平成28

年1月から5年間のリースに

より費用計上してくださ

い。平成27年度のハードウ

ェア・ソフトウェアの費用

については、平成28年1月～

3月分のリース費用を計上

ください。リース契約につ

いては、別途リース会社か

ら調達することを想定して

いますが、必要な金額を把

握するため、見積書には、

貴社が調達した場合のハー

ドウェア・ソフトウェアの

調達費用を記載してくださ

い。 

 


