
平成27年5月22日

回　答　書　　　　

　生活衛生システム構築及び保守業務委託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2（3）
①システム構築等業務
及び
提案依頼書
1.3（8）スケジュール

公募型プロポーザル実施要領には、システム構築等業務の履
行期間は、「契約締結の翌日から平成28年1月31日まで」と示さ
れ、提案依頼書には、システムの本稼働は「平成28年3月」と示
されています。
システム構築等業務の履行期間は、「契約締結の翌日から平成
28年2月29日まで」と認識してよろしいでしょうか。

実際に稼働可能なシステム及びマニュアル等の納入成果物は、
平成28年１月31日までに納入するものとしております。平成28年２
月中は、試験稼働期間で軽微な不具合があればこの期間に調整
するものとし、修正があった場合は、納入成果物を差し替えること
とし、平成28年３月からの本稼働が確実にできることとしておりま
す。

2

実施要領７ （2）
②第二次審査（プレゼ
ンテーション、ヒアリン
グ）

「説明を行う者」とはプレゼンテーションで説明を行う者を指して
おり、当日は説明を行う者3名以外にも、業務実施体制に含まれ
る関係者の同行は可能と認識してよろしいでしょうか。
また、プレゼンテーション説明は3名にて行いますが、質疑応答
に際しましては、質問の内容に応じて適切確実な回答を行いた
いことから、説明を行う者3名以外も発言は可能と認識してよろし
いでしょうか。

ご認識のとおりです。

3
提案依頼書1.2(2)現行
業務の概要

環境衛生、薬事、医務、畜犬登録の各業務のデータ移行の範
囲と移行対象項目の概数を教えてください。

表１のとおりです。



No. 質問項目 質問内容 回答

4

提案依頼書1.2（2）
④畜犬登録等の業務

畜犬登録等の業務について、他業務と同様に、現行の「パソコン
への入出力」についてご提示いただけますでしょうか。

提案依頼書1.2(2)④ケ　の後に次の文章を追加します。
「コ、パソコンへの入出力
畜犬登録台帳の全部をスタンドアローンのパソコンを用い
Microsoft Access 2007データベースで管理し、次のa～f　の業務
に活用しています。
a 　畜犬登録台帳、注射記録、変更・苦情履歴等の入力
b 　一頭・多頭飼育を区別した予防注射一斉通知、督促通知の出
力
c 　最新の注射記録を加えた登録台帳（鑑札番号順、注射済票番
号順）の出力
d 　多自治体送付用の登録原簿の出力」

5

提案依頼書1.2(3)対象
処理件数

記載されている台帳件数は、廃止データを含めた件数でしょう
か。

現在許可等を受け、または届出を行い営業している施設及び登
録を受けている畜犬台帳の件数です。移行する台帳件数は、廃
業データを含むため、対象処理件数の台帳件数を、表２のとおり
訂正します。

6

提案依頼書1.2（3）
②薬事関係業務

高度管理医療機器販売業・貸与業について、現行の「パソコン
への入出力」の方法として、薬局や店舗販売業と同一の
Microsoft Access2007ファイルにて管理しているのではなく、平
成27年3月末に東京都から事務移管のため提供されたMicrosoft
Accessファイルにて別管理されているものと考えております。問
題ございませんでしょうか。

平成27年３月末に東京都から移管された高度管理医療機器販売
業・貸与業の施設台帳等は、既に薬局、店舗販売業等と同一の
ファイルに移行して管理しています。

7

提案依頼書1.4（5)
①ネットワーク環境

ホスト系ネットワークに設置されたサーバ、コンソール、UPS、バッ
クアップ装置等を利用したく考えておりますが、問題ございませ
んでしょうか。

ホスト系サーバの設置されているネットワークと、SWITCHPCの設
置されているオープン系ネットワークは分離されており、通信をす
る事はできません。

8

提案依頼書1.4(8)スケ
ジュール

1月末に本移行、3月本稼働とありますが、2月分はシステムを使
用して実際に入力する為、移行は不要と考えてよいでしょうか。

2月は、試験稼働期間とする予定です。テストサーバを用いて試験
稼働を行う場合は、本稼働の際にデータを移し替える必要があり
ます。安全を確保した上で、本稼働で使用するサーバを試験稼働
で使用する場合は、移行は不要です。



No. 質問項目 質問内容 回答

9

提案依頼書2.1
提案書の構成

「提案事項は、下表の項目順に、A4版、50ページ以内（事務処
理機能回答シートを除く。）で作成してください。」とございます
が、ページ数には企画提案書の表紙、及び目次は含まれないと
認識してよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。ただし、目次は3ページ以内としてください。

10
提案依頼書2.2（2）
②納入実績一覧

納入実績の内容は企画提案書の本文ではなく「納入実績一覧」
（様式6）に記述すると認識してよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

11

提案依頼書2.2(6)システ
ム開発　別紙「機能要
件」

機能要件に記載のある外部出力（ＣＳＶ、ＰＤＦ形式）」と記載が
あるのは、ＣＳＶまたはＰＤＦのどちらかの形式で出力できればよ
いと考えてよいでしょうか。

データの出力形式は、ＣＳＶ及びＰＤＦ形式のどちらについても必
要です。

12

提案依頼書2.2(6)システ
ム開発　別紙「機能要
件」

帳票の出力は、紙とデータの両方が出力できる必要があると考
えてよいですか。

ご認識のとおりです。

13

提案依頼書2.2(6)システ
ム開発　別紙「機能要
件」畜犬台帳管理業務
4-(4)～(14)

「宛名ラベルの印刷、外部出力（ＣＳＶ、ＰＤＦ形式）」とは、宛名ラ
ベルの印刷、ラベルに印刷するデータのがＣＳＶでも出力される
ことと考えてよいでしょうか。

ご認識のとおりです。

14

提案依頼書2.2(6)システ
ム開発　別紙「機能要
件」畜犬台帳管理業務
4-(10)

「注射犬一覧表」は「未注射犬」の誤りではないでしょうか。 ご指摘のとおりです。「注射犬一覧表」を「未注射犬」と訂正しま
す。

15

提案依頼書2.2(6)システ
ム開発　別紙「機能要
件」

帳票の一覧とサンプル帳票を提供していただくことは可能です
か。

帳票の一覧は、表３のとおりです。法規様式等に規定するもの以
外は、原則として提供されるパッケージに標準装備されるものを使
用します。例外についてはサンプルを提供します。（例）機能要
件：薬事業務‐３台帳管理‐１５）

16

提案依頼書2.2(5)③
サーバＯＳおよびサー
バソフトウエアの設定等

Windows Server 2008は平成32年1月14日にMicrosoftの延長サ
ポートが終了するため、Windows Server 2012を サーバＯＳとし
てよろしいですか。

ご指摘のとおり、Windows Server 2008の延長サポート終了日以降
に、本調達のシステムを継続して稼働する必要があり、Windows
Server 2012であれば、延長サポートの期限が平成35年1月10日で
あるため、「Windows Server 2008」を「Windows Server 2012」と訂
正します。



No. 質問項目 質問内容 回答

17

提案依頼書2.3(2)②
b　システムソフトリース
及び
提案依頼書3.1(2)
②システムソフトリース

「システムソフトリース」に関する業務及び費用については、機器
リースに関するものと認識してよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。
提案依頼書2.3(2)②bの項目を削除し、以降「c」を「b」、「d」を「c」、
「e」を「d」、「f」を「e」とし、提案依頼書2.3(2)③の末尾に「d　システ
ムソフトリース」を追加します。
また、提案依頼書3.1.(2)②の項目を削除し、以降「③」を「②」、
「④」を「③」、「⑤」を「④」とします。

18

提出書類一覧（様式8） 別紙「事務処理機能回答シート」、及び提出書類一覧に示され
ている様式につきましては、企画提案書に別添すると認識してよ
ろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。



表１

Ⅰ 環境衛生業務
1 台帳 項目数（概数）

理・美容所 70
クリーニング所 70
旅館業 100
興行場 100
公衆浴場 60
プール 50
温泉 50
墓地等 60
特定建築物 100
水道施設 60
コインランドリー、コインシャワー 50
社会福祉施設 50

2 従事者名簿（レコード概数9000件） 項目数（概数）
理・美容所 20
クリーニング所 20
特定建築物 10

3 監視指導記録票 項目数（概数）
理・美容所 50
クリーニング所 60
旅館業 130
興行場 80
公衆浴場 120
プール 50
温泉 30
墓地等 10
特定建築物 140
水道施設 100
コインランドリー、コインシャワー 10
社会福祉施設 30

4 変更履歴 項目数（概数）
理・美容所 10
クリーニング所 10
旅館業 10
興行場 10
公衆浴場 10
プール 10
温泉 60
墓地等 10
特定建築物 10
水道施設 10
コインランドリー、コインシャワー 10
社会福祉施設 10

5 業務報告書 項目数（概数）
月報 400
四半期報 400
月間報 400

Ⅱ 薬事関係業務
1 台帳 項目数（概数）

薬局 70
薬局製剤製造販売業 70



薬局製剤製造業 70
店舗販売業 70
薬種商販売業 70
高度管理医療機器販売業 70
高度管理医療機器貸与業 70
管理医療機器販売業 70
管理医療機器貸与業 70
麻薬小売業 70
毒物劇物販売業 70
要届出業務上取扱者 70
非届出業務上取扱者 70

2 実態把握票・承認品目・保有・取り扱い状況 項目数（概数）
薬局 30
薬局製剤製造業 500
高度管理医療機器販売業 70
高度管理医療機器貸与業 70
管理医療機器販売業 70
管理医療機器貸与業 70
麻薬小売業 30
毒物劇物販売業 60
要届出業務上取扱者 60
非届出業務上取扱者 60

3 資格者名簿(レコード概数10,000件) 項目数（概数）
資格者 20

4 監視票 項目数（概数）
薬局 110
薬局製剤製造販売業 110
薬局製剤製造業 110
店舗販売業 110
薬種商販売業 110
高度管理医療機器販売業 40
高度管理医療機器貸与業 40
管理医療機器販売業 40
管理医療機器貸与業 40
麻薬小売業 30
毒物劇物販売業 60
要届出業務上取扱者 60
非届出業務上取扱者 60

5 履歴 項目数（概数）
許可履歴 10
申請届出履歴 10

Ⅲ 医務関係業務
1 台帳 項目数（概数）

病院 150
診療所 150
歯科診療所 100
助産所 60
歯科技工所 50
施術所（あはき） 70
施術所（柔道整復） 60
出張施術業 30
都内滞在施術業 30
衛生検査所 20



2 従事者名簿 項目数（概数）
病院 0
診療所 15
歯科診療所 15
助産所 10
歯科技工所 10
施術所（あはき） 20
施術所（柔道整復） 20
出張施術業 20
都内滞在施術業 20
衛生検査所 30

3 履歴 項目数（概数）
変更履歴 10
違反処理履歴 20

4 監視票 項目数（概数）
病院 30
診療所 170
歯科診療所 170
助産所 110
歯科技工所 80
施術所（あはき） 30
施術所（柔道整復） 30
出張施術業 0
都内滞在施術業 0
衛生検査所 400

5 報告書 項目数（概数）
医療法第25条に規定に基づく立入検査年報 140
施術所立入検査年報 100
医務業務月報 90
診療所数調 5
助産所数調 15
医療施設動態調査票 90
医療機能情報提供一覧 50
医務年報 220
医療監視業務定期報告 70

Ⅳ 畜犬登録等の業務
1 台帳 項目数（概数）

畜犬登録台帳 30

2 履歴（レコード数概算200,000件） 項目数（概数）
注射記録 10



表２

（３）　対象処理件数
① 環境衛生関係業務
ア 施設台帳数（概数）

理容所 500
美容所 1,300
クリーニング所 800
旅館業 30
興行場 20
公衆浴場 143
プール 150
温泉 30
墓地等 110
特定建築物 120
水道施設 9,000
コインランドリー、コインシャワー 220
社会福祉施設 100

② 薬事関係業務
ア 施設台帳数（概数）

薬局 500
薬局製剤製造販売業 80
薬局製剤製造業 80
店舗販売業 110
薬種商販売業 70
高度管理医療機器販売業・貸与業 320
管理医療機器販売業・貸与業 1,200
麻薬小売業 300
毒物劇物販売業 350
要届出業務上取扱者 1
非届出業務上取扱者 130

③ 医務関係施設
ア 施設台帳数（概数）

病院 25
診療所 820
歯科診療所 630
助産所 35
歯科技工所 100
施術所（あはき） 640
施術所（柔道整復） 450
出張施術業 560
都内滞在施術業 0
衛生検査所 10

④ 畜犬登録等の業務
ア 畜犬登録（概数）

登録頭数 40,000
新規登録 1,400/年
鑑札再交付 200/年
鑑札交換 300/年
変更届 110/年
死亡届 1,100/年
原簿送付 400/年



表３

Ⅰ 環境衛生関係業務
(1) 台帳検索結果の一覧表

業種別現況施設一覧表
情報提供用（新規許可、開設確認施設）一覧表

（2） 許可書、確認書の印刷
理容所、美容所、クリーニング所の確認書
公衆浴場営業、旅館業、興行場営業、プール営業、温泉利用、墓地等経営・変更・廃止の許可書、旅館業営業承継承認書

（3） 証明願
各業種の営業許可及び届出に関する証明願（自由文入力可能な備考欄付き）

（4） 施設台帳（写）
各業種の施設台帳（写）、監視台帳

（5) 監視指導記録
各業種の施設ごとの監視指導記録（個別票、一覧表）
各業種の施設ごとの検査結果（個別票、一覧表）
各業種一斉監視指導、検査実施報告書、一覧表

（6） 新規申請届出、廃止施設
新規申請届出施設（個別票、一覧表）
廃止届出施設（個別票、一覧表）

（7） 業務月報、業務報告書（四半期報、年報）
環境衛生業務報告書（月報）
環境衛生業務報告書（四半期報　登録番号：３０１）
環境衛生業務報告書（年報）
衛生行政報告例（第17　特定建築物における環境衛生）
衛生行政報告例（第19　墓地、火葬場及び納骨堂）
環境衛生関係施設理化学検査結果報告書（登録番号：３０２）
特定建築物業務報告書（四半期報　登録番号：３０４）
貯水槽を有する給水施設の汚染事故発生状況報告（登録番号：３１１）
水道水質関連調査（様式３－３専用水道）
水道水質関連調査（様式４－１簡易専用水道及び小規模貯水槽水道に係る衛生管理状況調査）
水道水質関連調査（様式４－２簡易専用水道現況）
水道水質関連調査（様式４－３小規模貯水槽水道現況）
温泉法に基づく行政処分件数報告（年報）
温泉利用施設状況報告（年報）
温泉利用承継等件数報告（法人の合併・分割または相続）（年報）
ドライクリーニング溶剤の使用管理状況に関する調査（隔年報告）
コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生実態に関する調査（隔年報告）

（8） 文書処理簿
許認可、開設届出の（営業、水道、特定建築物関係施設を含む）文書処理簿
変更、廃止届出の（営業、水道、特定建築物関係施設を含む）文書処理簿

（9） 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に関する事務の処理件数及び内容一覧表

Ⅱ 薬事関係業務
(1) 施設台帳（写）

施設台帳（写）履歴付
条件抽出結果一覧表（所在地、名称、開設者、許可期限等）

（2） 従事者名簿
条件抽出結果一覧表（所在地、名称、従事年月日等）

（3） 施設調査復命書
（4） 許可証、登録票

許可証
許可証（案文）
登録票
登録票（案文）
製造許可証
製造許可証（案文）
製造販売業許可証
製造販売業許可証（案文）
麻薬免許証
麻薬免許証（案文）
製造承認書
製造承認書（案文）

（5) 定期報告書
申請届出監視指導数集計表
新規許可施設一覧表
廃止施設一覧表
更新許可施設一覧表
申請届出内容一覧表
監視内容一覧表

（6） 監視指導票・調査票
監視票（個別票）
実態把握票（個別票）



（7） 通知はがき・タックシール
更新通知はがき
管理者通知はがき
通知用タックシール
管理者通知用タックシール

Ⅲ 医務関係業務
（1） 台帳検索結果の一覧表

業種別現況施設の一覧表
（2） 許可書、許可証、登録証明書の印刷

診療所の許可書、診療所の使用許可証、登録衛生検査所の登録証明書（文面は自由に変えられること）
（3） 証明願

各業種の開設の許可及び届出に関する証明願（自由文入力可能な備考欄付き）
（4） 施設台帳(写）

各業種の施設台帳（写）
（5) 監視指導記録

各業種の施設ごとの監視指導記録（個別表、一覧表）
各業種の施設ごとの検査結果（個別表、一覧表）

（6） 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に関する事務の処理件数及び内容一覧表
（7） 医務業務月報

医療監視業務定期報告書
医務関係届出件数表
申請届出の詳細一覧
検査、監視指導の詳細一覧
医療施設動態調査票
医療機能情報提供一覧

（8） 医療機関名簿（半年ごと）
病院一覧
診療所一覧
歯科診療所一覧
歯科技工所一覧
助産所一覧
施術所一覧
出張施術一覧
有床診療所一覧

（9） 医療機関名簿変更連絡表（月次）
病院変更連絡表
診療所変更連絡表
歯科診療所変更連絡表
施術所変更連絡表
出張施術変更連絡表
助産所変更連絡表
歯科技工所変更連絡表

（10）年報
医療法第25条の規定に基づく立入検査年報
医務年報
施術所立入検査年報
診療所数調
助産所数調

（11) 通知はがき・封筒、タックシール
宛名ラベルＡ４　１０片用
宛名ラベルＡ４　１２片用
はがき、封筒

（12）抽出結果一覧表
条件抽出結果一覧表（所在地、名称、診療科目等）

Ⅳ 畜犬登録等の業務
（1) 登録台帳

登録台帳（鑑札番号順）
登録台帳（注射済票番号順）

(2) 予防注射通知
一斉通知（多頭飼育）
一斉通知（一頭飼育）
督促通知（多頭飼育）
督促通知（一頭飼育）

(3) 犬の移転に伴う他自治体送付用登録原簿
(4) タックシール

鑑札番号
注射済票番号


