
■「大阪広域データ連携基盤（ORDEN）事業推進業務」に関する質問回答書

No 該当資料名 質問内容 回答

1

公募要領

４　応募の手続き

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

オ　提出方法

提出方法は郵送及びメールとなっていますが、メールでも応募書類（正本・副本）と添付書類の提出が必要

でしょうか。
メールでも正本・副本のご提出をお願いいたします。なお、添付書類については、郵送（または持

参）のみで結構です。

2

公募要領

４　応募の手続き

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

オ　提出方法

書類は郵送及びメールとあるが、持参での提出は可能か。 持参による提出も可能とさせていただきます。その際、メールでの送付もお願いします。

3

公募要領

４　応募の手続き

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

オ　提出方法

書類は郵送及びメールとあるが、(5)その他のイに記載されている方法で郵送したうえで、電子ファイルをメール

で送付する必要があるか。それともどちらか一方でよいか。
郵送（または持参）とメール送付の両方でのご提出をお願いいたします。

4

公募要領

４　応募の手続き

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

オ　提出方法

メールで提出できる容量の制限等ございますでしょうか。また、容量を超過する場合、複数のメールに分けて提

出することは可能でしょうか。

1通のメールで添付できるファイル容量の上限は10MBとなっております。必要に応じて複数のメー

ルに分けてご提出をお願いいたします。
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No 該当資料名 質問内容 回答

5

公募要領

４　応募の手続き

(2) 応募書類

ウ　応募金額提案書（様式３）

応募金額提案書について、内訳の項目については、どのように記載すればよいか。

応募金額提案書（様式３）における提案金額の内訳項目については、以下のとおり記載してく

ださい。なお、当該内容について、様式３に反映いたしましたので、様式３を改めてダウンロードの

うえ、記入をお願いします。

【提案金額の内訳項目】

１　運営支援・設計費（仕様書 第２章 1 (1)(2)に係る経費）

２　ガバナンス設計費（仕様書 第２章 1 (3)に係る経費）

３　データ連携基盤の構築・運用費

（仕様書 第３章における 2 ⑧以外に係る経費）

４　サービス実証にあたり必要なデータ連携基盤の機能調整費及びサービス実証に係る経費

（仕様書 第３章 2 ⑧及び第４章に係る経費）

５　その他の経費

また、上記４に関する提案金額の上限については20,000千円とさせていただきます。

本公募に係る予算につきましては、大阪府の予算編成過程公表サイトにおいて公表しています。

【大阪府　予算編成過程公表サイト】

https://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/cover/index.php?year=2022&acc=1&for

m=01&proc=3&ykst=2&bizcd=20220117&seq=1

１　大阪広域データ連携基盤整備事業

(1)　大阪広域データ連携基盤整備事業（公共）318,983千円

２　サービス実装事業

(1)　市町村サービス連携事業　　20,000千円

6

公募要領

４　応募の手続き

(2) 応募書類

エ 事業実績申告書 （様式４）

本書類へ記載する実績について、共同事業体の1 社として参画した案件における実績でも問題ないか。
共同事業体の1社として参画した案件を実績としてご提出いただくことは可能ですが、実績と合わ

せて当該案件における貴社の業務範囲についてもお示しをお願いします。

7

公募要領

４　応募の手続き

(2) 応募書類

エ 事業実績申告書 （様式４）

「※事業実績の詳細資料がある場合は、提出してください。」とあるが準備できる場合のみ提出する認識でよ

いか。
お見込みのとおりです。

8

公募要領

４　応募の手続き

(2) 応募書類

オ　共同企業体で参加の場合

③ 委任状（様式７）

委任状につきまして「共同事業体で参加の場合」と定義されているが、こちらの様式が必要になるケースは、

「共同企業体で参加かつ、共同企業体への参加企業が支店等である場合の、代表者から支店長等への委

任」というケースだけと認識しているが、認識違いはないか。

お見込みのとおりです。
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9

公募要領

４　応募の手続き

(2) 応募書類

◆添付書類

イ　①法人登記簿謄本

ウ　納税証明書

法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）及び納税証明書につきまして、提出方法にメールでの送信が

許可されていることから、原本ではなく写しで問題ないか。それとも原本を郵送する必要があるか。
原本の郵送（または持参）をお願いいたします。

10

公募要領

４　応募の手続き

(5) その他

イ

電子媒体の提出について、

① 正本・副本どちらも提出必要でしょうか。

② 必要な場合、１つの電子媒体に正本・副本どちらも格納してよいでしょうか。

電子媒体の提出については、

①正本・副本のいずれのデータについても提出をお願いします。

②１つの電子媒体に正本・副本どちらも格納していただいて結構です。

11

公募要領

４　応募の手続き

(5) その他

応募書類は電子媒体（CD-R 等）での提出とあるが、電子ファイルをメールで送付した場合、同ファイルを収

めたCD-R 等を郵送する必要があるか。
お見込みのとおりです。

12

公募要領

４　応募の手続き

(1)　公募要領の配布及び応募書類の受付

オ　提出方法

及び

(5) その他

イ

4頁「（1）オ 提出方法」に「書類は受付場所に郵送及びメールにて提出」とありますが、5頁「（5）イ」にご

指定の通り、紙媒体・電子媒体（CD-ROM等）を郵送したうえで、そのデータをメールでも提出するという理

解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

13
仕様書

第１章 全体概要

堺市ほか1自治体が先行的な活用を希望されているとのことですが、この1自治体はいつ頃に確定しますか。 堺市以外のORDENの先行的な活用を希望する市町村が確定する時期については、現時点で

未定です。

14

仕様書

第３章 システム整備

4. 非機能要件

⑤ セキュリティ

総務省「スマートシティ・セキュリティガイドライン」に準拠することに関して、スマートシティ・セキュリティガイドライン

内のスマートシティセキュリティ導入チェックシート：都市OS②-3に「運用管理端末へのセキュリティ対策を実施

する」の要件がございますが、ORDEN構築にあたり、大阪府ご担当者様がシステムの保守で使用するための

運用管理端末の設置は想定されていますでしょうか。

また、想定されている場合、提案対象に含みますでしょうか。

提案対象の場合、運用管理端末の構築にあたりセキュリティ面での前提条件はありますでしょうか。

例）設置個所の指定、運用管理端末の物理的なセキュリティ要件など

同様に、スマートシティセキュリティ導入チェックシート：都市OS④-3「：複数リージョン選択等により、可用性

を担保する」の要件がございますが、

大規模災害時やクラウドサービスのリージョン単位での障害発

生時に求める復旧時間を教えて下さい。

例）1時間以内、１日以内、１週間以内

運用管理端末の設置については、整備するシステムの構成や、運用保守の手順等により異なる

ものと考えておりますので、設置すべきかどうかや設置した場合のセキュリティ対策等についても、ご

提案をお願いいたします。また、大規模災害時やクラウドサービスのリージョン単位での障害発生時

に求める復旧時間についても、今回整備するシステムにおける適切な水準をご検討のうえ、ご提

案をお願いいたします。

3/4



No 該当資料名 質問内容 回答

15

仕様書

第３章 システム整備

5. 公募への応募にあたり提案を求めたい内容

仕様書第3章にて「提案を求めたい内容」と規定されている、総務省「スマートシティ・セキュリティガイドライン」

の記載事項への対応方針、対応時期等についてまとめる「セキュリティについての提案別紙」については、同「ス

マートシティ・セキュリティガイドライン」に記載の「導入チェックシート」における『4つのカテゴリー（ガバナンス・サー

ビス・都市OS・アセット）」と、『スマートシティ特有のセキュリティ対策』の計5分類の内の、どこまでを本別紙の

対象として、記載が必要となりますでしょうか？ 『ガバナンス』については、仕様書第2章の対象として提案書

35枚の範囲内で記述すべきか？も含めまして、ご教示くださいませ。

総務省「スマートシティ・セキュリティガイドライン」の記載事項への対応方針、対応時期等について

記載いただく提案書の別紙については、当該ガイドラインの記載内容の全てを検討対象として作

成していただくようお願いします。また、記載内容については、提案書の内容と整合性が取れている

ようにお願いします。

16

仕様書

第４章 サービス実証

1. 業務内容

(2) 実施内容

「実証にあたっては、本府、堺市及び堺市事業の受託事業者と必要に応じて協議 ・調整を行うものとする

。」とあるが受託事業者との連携にあたって発生する費用は本入札の落札業者にて負担する必要があるか。

堺市とのサービス実証に関するプロジェクトマネジメント費用や、ORDEN側の仕様調整を目的とし

て発生する堺市及び堺市事業者との調整費用（打合せ等）につきましては、本業務の受託事

業者の負担となります。

17

仕様書

第４章 サービス実証

1. 業務内容

(2) 実施内容

堺市アプリとの連携実証について、【実証に最低限必要と想定している要件】における、「堺市アプリが管理す

るデータ(①)を、ORDENポータルを活用して閲覧できること。」「ORDENを活用してその他実証に必要なデー

タ(②)を、堺市アプリ上で閲覧できること。」のそれぞれにおいて、ユーザーが閲覧するデータは、①においては堺

市アプリの何のデータを、②においてはORDENの何のデータを、それぞれ閲覧できるように準備することが必要

となりますでしょうか。

現時点では、①については、堺市アプリが保有するユーザのポイント情報、②については、ORDEN

のユーザに関連する情報を想定しており、詳細は堺市及び堺市事業の受託事業者と協議の上、

決定いたします。また、当該機能調整にあたっては以下が前提となります。

・①のデータ項目及びデータベースに関する情報は堺市アプリの事業者より提供され、ORDEN側

が実装するAPIで取得できること。

・①のデータをORDENポータル上で表示するためのレイアウト変更程度のポータルの個別対応を

行うこと。

・堺市アプリからID連携により②のデータを取得するためのAPIがORDEN側に実装されること。

・APIは本業務を通じて整備することが想定されるORDENのAPI仕様ガイドに準拠した、

WebAPI（REST/JSON形式）とすること。

18
仕様書

第４章 サービス実証

3月からの実証事業における堺市との連携を実現させるためには、堺市側のアプリにも実装を検討いただく部

分がありますが、例えば堺市の実証実験は11月リリースとなっていますが、リリース後にORDENのIdP連携の

対応や接続テストなどご対応いただける想定でよいでしょうか。

堺市とのサービス実証を行うために必要となる、堺市アプリの改修については、原則、堺市が対応

することを想定しています。なお、改修の時期が、堺市アプリの提供開始後となる場合においても、

堺市に改修をしていただく想定ですが、詳細は堺市及び堺市事業の受託事業者と協議の上、決

定いたします。また、実証におけるORDENの機能調整に伴うテストについては、結合テストフェーズ

以降に関して、堺市事業の受託事業者と共同で実施していただくことを想定しています。

19
仕様書

第４章 サービス実証

ORDENとのID連携が開始される３月以降に作成されたユーザーアカウントのデータについて、ORDENポータ

ルでデータの閲覧ができる想定でよいでしょうか。もしくは、３月以前に作成されたアカウントについても閲覧可

能にする必要はありますでしょうか。その場合、それまでのアカウントのID全てをORDENアカウントへ移行する

必要があります。このアカウントの移行は、アプリ側での実装になりますので、この作業を堺市アプリ側でご対応

頂ける想定でよいでしょうか。

堺市アプリにおいて、３月以前に作成されたアカウントに紐づくデータについても、ORDENポータル

を活用して閲覧ができるようにしていただきたいと考えております。また、堺市アプリとのID連携を実

現するために必要となる、ORDENへの事前のユーザアカウントの登録については、堺市アプリの

ユーザが個別に行うことを想定しています。

20
仕様書

第４章 サービス実証

① 本業務受託事業者の堺市アプリによるパイロット事業のマネジメントは、堺市アプリとのSSO連携やデータ

連携仕様に関する協議・調整のみで、堺市アプリがもたらす行動変容の検証などは堺市受託事業者の責任

範囲という理解でよいでしょうか。

② 堺市アプリとの連携に関する仕様調整は、本業務受託後、すぐに開始できると考えてよいでしょうか。

①堺市アプリがもたらす行動変容の検証については、本委託事業の範囲外となります。

②堺市アプリとの連携に関する仕様調整等については、なるべく早期に開始できるよう、堺市及び

堺市事業の受託事業者との協議を行います。
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