
 

質 問 回 答 書 

 

公 告 日 ２月 14日（火） 

件  名 クラウドサービス接続環境構築業務委託(その１) 

 

 

仕様書、該当ペー

ジ、項番等 
質問 回答 

仕様書 ３委託業務

範囲 (3)構築 エ 

本市が契約しているYCAN運用保守業務委

託事業者と作業分担を明確とし、YCAN運用

保守業務委託事業者でも不備なく作業でき

るように作業チェックシートを整備するこ

とと記載がございますが、YCAN運用保守業

務委託事業者との作業分担の明確化は契約

後の打ち合わせ等で双方の合意のもと確定

する認識でよろしいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ３委託業務

範囲 (11)その他 

ア 

ログ保管サーバは横浜市様にてご用意さ

れる認識でおります。受託者が用意する場

合は、ログの保存期間の想定をご教示くだ

さい。 

ログ保管サーバーは本市にて用

意します。 

仕様書 ５履行期間 

世界的な半導体不足によりNW機器の納期

が不安定で長期化する傾向があります。納

期遅延が発生した場合はスケジュール調整

含めて対応について協議の場を頂けますで

しょうか。 

 契約決定後は原則として契約の

変更は行いませんが、不測事態が

発生した場合等においては、個別

に状況を判断し対応します。 

仕様書 ６現行シス

テムの概要 

(1)YCAN 

既存のUTMの詳細な構成をご掲示くださ

い。モデルやオプションにより使用可能な

ポート数/種別、同時接続セッション数な

どが異なる認識です。 

また、既存のUTMの空きポート数につい

てもご掲示ください。 

UTMの機器は QUANTUM 6700 

SECURITY GATEWAY(CPAP-SG-

6700)です。 

1Gの空きポート数は１台あた

り６です。 

仕様書 ６現行シス

テムの概要 

(1)YCAN 

既存UTMを使用する場合は機能面及び性

能面の問題はない認識でよろしいでしょう

か。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ６現行シス

テムの概要 

(1)YCAN 

既存のNW機器への設定追加・変更に伴う

設計・導入作業などは本業務委託の範囲と

なりますでしょうか。 

 ご認識の通りです。 

仕様書 ６現行シス

テムの概要 

(1)YCAN 

現行のインターネット接続に使用するプ

ロキシサーバの配置をご掲示ください。 

また、本調達の対象機器の想定設置箇

所、接続先の図や情報をいただけませんで

しょうか。 

 契約締結後提示します。対象機

器の設置箇所については本業務委

託の中で検討します。 

仕様書 ７業務要件

(1) 本市が指定する

設備からクラウド

HUBへの接続 イ,

ウ,ケ 

L3スイッチ及びファイアウォールを新規

設置する場合、ハードスペックとしては既

存機器（QUANTUM 6700 SECURITY 

GATEWAY、Catalyst 9404R）と同等の性能

でよろしいでしょうか。 

本業務委託の中で受託者が提案

し協議の上決定します。 
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公 告 日 ２月 14日（火） 
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仕様書 ７業務要件

(1) 本市が指定する

設備からクラウド

HUBへの接続イ・

ウ・ケ 

ONUとの接続にあたり必要な機器があれ

ばご教示いただけますでしょうか。 

 接続に機器が必要な想定ではあ

りません。本委託で受託者が提供

する ONUおよび L3スイッチの間

で追加の機器が必要な場合はご提

供ください。 

仕様書 ７業務要件 

(1) 本市が指定する

設備からクラウド

HUBへの接続ウ 

1 年の機器保守を含めることと記載がご

ざいますが、保守の開始日は構築後 10月 1

日から、保守レベルは 24時間 365日のオン

サイト保守がよろしいかと考えております

が、その認識でよろしいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ７業務要件

(1) 本市が指定する

設備からクラウド

HUBへの接続ア,イ,

ウ   (3)ア,イ,ウ,

エ 

(1)と(3)それぞれに L3 スイッチの提供を

求める要件が記載されていますが、同一の

L3スイッチでしょうか。それとも異なる L3

スイッチでしょうか。 

  

要件を満たせるのであれば同一

の L3スイッチで構いません。 

仕様書 ７業務要件

(1) 本市が指定する

設備からクラウド

HUBへの接続 ア,

イ,ウ   (3) 

Microsoft365の振り

分け ア,イ,ウ,エ 

本委託にてルータの導入は不要でしょう

か。 

本市が指定する設備からクラウ

ド HUBへの接続にルーターが必要

であればご提供ください 

仕様書 ７業務要件

(2)クラウドHUBから

Microsoft365ネット

ワークへの接続 カ 

 

１ユーザあたりのセッション数の増減幅

として、最大100セッションを想定されて

いるという理解で問題ないでしょうか。 

定常的に利用しているユーザー

のセッション数が 100と想定して

います。一部のユーザーに関して

は 100セッションを超過する想定

です。 

仕様書 ７業務要件

(2) クラウドHUBか

らMicrosoft365ネッ

トワークへの接続 

キ 

 

Microsoft365側から庁内サーバーへ通信

が発生する場合 はDestination NATが必要

ですが、そのような前提でよろしいでしょ

うか。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ７業務要件

(2) クラウドHUBか

らMicrosoft365ネッ

トワークへの接続 

コ 

障害発生時の通知についての記載がござ

いますが、障害発生時だけでなく、業務影

響があるメンテナンスにおいても通知が必

要だと考えております。その認識でよろし

いでしょうか。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ７業務要件

(2) クラウドHUBか

らMicrosoft365ネッ

トワークへの接続 

コ 

貴市より指定される通知先は、貴市のほ

か、貴市にて指定する事業者等、複数の通

知先となるでしょうか。 

契約締結後、協議の上決定しま

す。 
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仕様書 ７業務要件

(2) クラウドHUBか

らMicrosoft365ネッ

トワークへの接続 

コ 

 

障害発生時の通知はメールまたは電話と

ありますが、ポータルサイトへの表示や

Outlookの機能を利用したRSSフィードによ

る通知でもよろしいでしょうか。 

仕様書の通り、メールまたは電

話での連絡を必須とします。 

仕様書 ７業務要件

(2) クラウドHUBか

らMicrosoft365ネッ

トワークへの接続 

コ 

 

「障害発生後 30 分以内の通知 SLA 」に

ついて、提供予定サービスは 24時間 365日

の保守監視は実施しておりますが、30分以

内という通知の SLA は規定しておりませ

ん。目標時間等、協議させていただくこと

は可能でしょうか。（30 分間隔の定期報告

はございます） 

 

実質的同程度のサービスが担保

できるのであれば協議可能です 

仕様書 ７業務要件

 (3) Microsoft365
の振り分け ウ 

ケーブル類は受託者で調達することと記

載がございますが、必要な長さなどをご教

示ください 

契約締結後、現場調査を実施し

てください。 

仕様書 ７業務要件

 (3)Microsoft365

の振り分け ケ(ア) 

プロキシの仕様について「60,000 人のう

ち、36,000人をアクティブユーザとする」

とありますが、1 ユーザあたりのコネクシ

ョン数は 100 コネクションの想定でよろし

いでしょうか。また、FW(UTM)の同時接続コ

ネクション数の前提は 36,000 ユーザ、100

コネクションでよろしいでしょうか。 

定常的に利用しているユーザー

のコネクション数が 100と想定し

ています。一部のユーザーに関し

ては 100コネクションを超過する

想定です。 

仕様書 ７業務要件

(3) Microsoft365の
振り分け ケ(ウ) 

 

「1000Base-T に対応したイーサネット

ポートを 4 ポート以上備えること。」

は、SFPモジュールの追加などでも代替可

能でしょうか。 

モジュール追加での対応も可能

です。 

仕様書 ７業務要件

(3) Microsoft365の
振り分け ケ(ウ) 

 

1000Base-Tと10G Fiberの想定されてい

る接続用途及び本数についてご教示いただ

けますでしょうか。 

プロキシの接続のため 10Gを 1

本、その他の用途のため 1Gを 3

本接続することを現在想定してお

ります。 

仕様書 ７業務要件

(3) Microsoft365の

振り分け ケ(ウ) 

40G Fiberは本業務において使用予定は

ない認識でよかったでしょうか。 

ご認識の通りです。 

仕様書 ７業務要件

 (3)Microsoft365

の振り分け ケ(キ) 

1年の機器保守を含めることと記載がご

ざいますが、保守の開始日は構築後10月1

日から、保守レベルは24時間365日のオン

サイト保守がよろしいかと考えております

が、その認識でよろしいでしょうか。 

ご認識の通りです。 

 


