士総企広発
令和３年６月１４日

質問応答書
士幌町長 小林 康雄
（公印省略）
業務名 士幌町ホームページリニューアル委託業務について
このことに係る公募型プロポーザルについて質問があったので、回答します。
記
質問日

５月28日

質 問

回答日

①参加表明書の住所や氏名や電話
番号など記入する欄にある印鑑を
５月28日
押印するところは実印か使用印ど
ちらでしょうか？

回答

①使用印を押印願います。

②参加表明書の一番最初ですが、
５月28日

令和 3 年の次は空欄になっており
そちらは 5 月 28 日と記入で大丈夫

５月28日

②「５月２８日」と記入願います。

６月１日

③お見込みのとおりです。

でしょうか？

③ISO/IEC27001 又はプライバシー
マークを保持していることとござ
いますが、弊社はパートナー企業
と業務提携を結び、再委託という

５月31日

形で道内実績をはじめ全国の自治
体に CMS を導入しております。
パートナー企業が ISO/IEC27001 の
資格を保有しておりますので、参
加資格を有するという認識で宜し
いでしょうか。

６月１日

④協力会社と２社体制での参加を

④協力会社との参加の場合、コン

検討しております。その場合はコ

ソーシアム形式ではなく、「様式
４ 業務実施体制」の（２）業務分
担欄に協力会社を記載してくださ

ンソーシアムを組んで参加をする
ということになりますか。

６月２日

い。仕様書１３ 検収等（２）再
委託の箇所も参照ください。
⑤２次審査に「デモンストレーシ
ョン」という項目がありますが、

６月１日

こちらは具体的にどのような審査 ６月２日
を想定しておりますか。

⑤ＣＭＳ操作のデモンストレーシ
ョンを行っていただく予定です。

⑥「平成２９年４月１日以降に北
海道内の地方公共団体において、
クラウド型（ASP／SaaS）の CMS で
の構築実績があり、かつ令和３年

⑥実績については、市町村ホーム
ページのみとし、特設サイト等は

４月１日現在で運用・保守業務を

６月２日

継続して契約している実績がある
者」という参加条件がありますが、

６月２日

含みません。また、実績要件は参
加業者・協力会社のどちらか満た
す必要があります。

こちらは市町村ホームページその
ものということになりますか？そ
れとも観光・移住などのサイトも
実績として認めていただけるもの
でしょうか？
⑦公募型プロポーザル実施要項 2

⑦（１）お見込みのとおり、保守

ページの「3 提案上限額」

委託料については、限度額は設定

（１）保守運用費について、記載

していません。御社が考える次年
度（令和４年４月１日）以降の保

がございませんが予算に限度額は

６月４日

設定されていないと考えてよろし
いでしょうか？

６月７日

（２）また、費用積算の参考にさ

（２）現在の年間保守費用は、年
額８８，０００円となっておりま

せていただくため、現在の年間保
守費用をご教授いただくことは可

す。

能でしょうか？
⑧公募型プロポーザル実施要項 2

⑧令和４年３月１日公開 １か月

ページの「4 履行期間」

間は試行期間とし（対外的に）、
構築完了期間は、同年３月３１日
までとなり、保守委託は同年４月

「令和 4 年 3 月 1 日から試行運

６月４日

用」と記載ございますが、試行運

６月７日

った認識でよろしいでしょうか？

１日から、その他詳細については
受託会社と協議して決定する予定
です。

⑨公募型プロポーザル実施要項 3

⑨（１）様式は、ホームページに

ページの「7 提出書類」

掲載してあるものをご使用くださ

（１）
「様式 2 会社概要書」と「様

い。その他それぞれの様式の下段
等に記載してあることも確認の
上、ご提出をしてください。

用の内容は CMS の動作確認等とい

式 3 業務実績調書」
、
「様式 5 企画
提案書」の書式は例えば A4 横書

６月４日

守委託料を積算し記載ください。

きのような任意形式と考えてよろ
しいでしょうか？

６月７日

（２）お見込みのとおりです。

（２）また、ページ数に関しまし

（３）提出部数に「正本」
「副本」

（３）副本は、正本と同一の内容
のものであって、正本とは別に控
えとして作成されたものになりま

と記載ございますが、両者の違い

す。

ても特に上限を設けられていない
と考えて大丈夫でしょうか？

として社名の有無という認識でよ
ろしいでしょうか？
⑩公募型プロポーザル実施要項
4-5 ページの「10 審査」
（１）最適なご提案をするために、
二次審査の審査員の方の構成(役

⑩（１）審査員構成は開示しませ

職・所属)をご教示いただくことは

ん。士幌町役場（の職員）という

可能でしょうか？

限定となりますので、さらにそこ

（２）二次審査の発表順番の決定
方法は企画書提出順という認識で

から限定した（偏った）プレゼン
等をしていただくことは想定して

よろしいでしょうか？

いません。

（３）二次審査の際、プロジェク
ターやスクリーンは貴町にてご準

（２）一次審査通過事業者に文書

備いただけると考慮してよろしい

にて提示します。

でしょうか？

（３）お見込みのとおりです。

（４）またその場合、ご準備いた
だくプロジェクターの型番をご教

６月４日

示いただくことは可能でしょう

（４）一次審査通過事業者に文書

か？

にて提示します。

（５）不測の事態に備え、プロジ

（５）二次審査参加業者（一次審
査通過業者）については可能です。

ェクターを二次審査に持参させて
いただくことは可能でしょうか？
（６）
「35 分のプレゼンテーショ
ン等および 10 分の質疑応答」と記

（６）含みません。一次審査を通

載ございますが、パソコンをプロ
ジェクターにつなぐなどの準備は

った事業者には、準備がスムーズ
に進むように上記質問のとおりプ

35 分および 10 分には含まない認

ロジェクターの型番をお知らせし

識でよろしいでしょうか？

ます。

（７）審査項目について、企画提
案書に対する評価に「CMS 機能要

（７）企画提案書中に記載があり

件」と「データセンター機能要件」

ますので、お見込みのとおりです。

を含むという認識でよろしいでし

（８）開示しません。

ょうか。
（８）その場合、それぞれの割合
もご教示いただければと存じま
す。
⑪仕様書 2 ページの「5 業務内容」
（１）防災無線との連携とありま

６月４日

すが、具体的にどのような業務で
しょうか？ 防災無線で流してい
る情報を CMS を介して HP に公開
するという業務でしょうか？

６月７日

⑪（１）FTPを使ったXMLファイル
の転送になります。

（２）その場合、防災無線側の仕

（２）別紙資料１および資料２を
ご参照ください。

様によって連携の内容が変わりま
すので、防災無線の仕様をご教示
いただくことは可能でしょうか？
⑫仕様書 2 ページの「6 対象ホー
ムページ」
（１）ページ数は 300〜500 ページ

⑫（１）お見込みのとおりです。

とありますが、見積は 500 ページ

６月４日

を移行する見込みでの積算でよろ
しいでしょうか？

６月７日

（２）Googleアナリティクスを導
入しております。

（２）現行の HP に Google アナリ
ティクス等のアクセス解析ができ
るシステム・ツールは導入してお
りますでしょうか？
⑬仕様書４ページの「8 リニュー
アル業務」
（１）
「ページの更新等の差分」と

６月４日

記載ございますが、差分は「6 対

⑬（１）お見込みのとおりです。

象ホームページ」の①ページ数

仕様書等を確認していただき、最

(300〜500)の中には含まれず、別
途積算させていただいた方がよろ

６月７日

大限かかる費用での見積りを提示
してください。

しいでしょうか？

（２）月当たり５０～６０件程度

（２）また、差分ページ移行の費
用積算の参考にさせていただきた
いので、月当たりの更新数をご教
示いただければと存じます。
⑭仕様書 6 ページの「10 職員支援
要件」
（１）作成者を対象にした研修で、

⑭（１）お見込みのとおりです。

1 回あたりの研修は 10 人程度と
のことですが、最大 130 人という
ことは、作成者研修は 13 回程度行

６月４日

うということでしょうか？

６月７日

（２）ご用意いただく研修用パソ

研修は数日間行うことを想定して
います。なお、参加人数によって
は時間等の配分は協議する予定で
す。
（２）操作方法を習得する目的の
研修のため、１人１台を想定して
います。

コンの都合上ということであれ
ば、2 人で 1 台を使用するなどし
て 1 回の人数を 30 人ほどに増や
していただくことは可能でしょう
か？

⑮（１）お見込みのとおりです。

⑮仕様書 8 ページの「11 運用・保

６月４日

守業務」
（１）(5)「更新担当者などから直

６月７日

接問い合わせをするものとする」

（２）月５件程度を想定していま

と記載ございますが、各課の更新

す。

担当者からのお問い合わせという
認識でよろしいでしょうか？
（２）見積作成の参考に、月にど
れくらいの頻度でお問い合わせが
あるかの想定をご教示いただくこ
とは可能でしょうか？
⑯CMS 機能要件 No.4
「異なるデザインまたはドメイ
ン」と記載ございますが、仕様書
6(2)には異なるドメインについて
記載ございません。異なるドメイ
ンとは、現行ホームページの「移

６月４日

住サポートサイト」や「無料職業
紹介所」といった特設サイトのド

６月７日

⑯本体ホームページのサブディレ
クトリになります。

メインのように、本体ホームペー
ジのサブディレクトリという認識
でよろしいでしょうか？ もしく
は完全に本体ホームページとは別
のドメインという意味でしょう
か？
⑰様式 5 企画提案書

⑰FTPを使ったXMLファイルの転送

(9)＞防災無線との連携について

６月４日

テキストデータで受信する防災情
報をトップ画面に表示できるか？

６月７日

とございますがデータ形式をご教

になります。ファイルのフォーマ
ットは、別紙資料１をご参照くだ
さい。

示ください。
⑱様式 5 企画提案書
(9)＞防災無線との連携について
その他本町防災無線との連携で有

６月４日

益な提案とございますが有益な提
案を検討するにあたり、貴町の防

６月７日

⑱別紙資料１および資料２をご参
照ください。

災無線について現状システムの仕
様を可能な限り詳細に提示して頂
く事は可能ですか。
⑲仕様書＞6＞（1）＞①ページ数

⑲お見込みのとおりです。

移行ページ数は特設サイトを含め

６月４日

総数 500 ページで見積もりを算出
するという認識で宜しいでしょう
か。
※移行ページ数の変動によって見

その他の部分についても仕様書等
６月７日

を確認していただき、最大限かか
る費用での見積りを提示してくだ
さい。

積額が変更するためご確認してお
ります。
⑳実施要領＞4 履行期間

⑳令和４年３月１日公開 １か月

令和 4 年 3 月 1 日から試行運用す
ること。※本運用開始は令和 4 年 4

６月４日

月 1 日とする。と記載ございます
が、構築完了期間は令和 4 年 3 月

６月７日

間は試行期間とし（対外的に）、
構築完了期間は、同年３月３１日
までとなり、保守委託は同年４月
１日から、その他詳細については

31 日までで、リニューアル後のホ

受託会社と協議して決定する予定
です。

ームページ公開は令和 4 年 4 月 1
日との認識で宜しいでしょうか。
㉑質問応答書＞⑨＞（1）
HP 上に公開されている質問応答書
についてのご質問です。
企画提案書について「様式はホー
ムページに掲載してあるものをご
使用ください」とありますが、こ
ちらのご回答の意図として、様式 5

㉑審査を公平に行うため、統一し

企画提案書に記載している各項目

６月７日

の内容をしっかりと踏襲すれば提

６月８日

案書のデータをパワーポイント等
で作成しても問題ないという認識

た様式で作成してください。（ホ
ームページに記載してあるものを
ご使用ください。）

で宜しいでしょうか。
職員の皆様が企画提案書をご確認
される際により提案内容をイメー
ジできるようにご質問させて頂き
ました。
㉒質問応答書＞㉑
質問応答書の㉑回答に対し、確認
提出する企画提案書は、様式 5 で

㉒企画提案書の審査は、様式５の
みで行いますが、補足資料として

の作成が必須との事ですが、様式 5

パワーポイントで提出していただ

です。

６月８日

問題ないでしょうか。

くことは構いません。
また、プレゼンテーション時の
補足資料としてパワーポイントを

また、プレゼンテーション時は補

使用していただくことは構いませ

足資料のパワーポイントを使用し

ん。（様式は任意です。）

の補足資料としてパワーポイント
での内容を併せて提出することは

することは、許可頂けますでしょ
うか。

６月８日

㉓公募型プロポーザル実施要項 5
ページの「10 審査」
(2) 二次審査の際、提出した企画

６月９日

提案書の内容に則していれば提出
したものとは別の資料を用いてプ

㉓お見込みのとおりです。（二次
６月９日

審査については、一次審査通過事
業者に文書にて通知します。）

ロジェクターでプレゼンテーショ
ンを行うことができるという認識
でよろしいでしょうか？
㉔公募型プロポーザル実施要項 3
ページの「7 提出書類」

㉔様式３業務実績調書について

(1) 様式 3 業務実績調書につきま

６月９日

して、ホームページのスクリーン

６月９日

ショットや URL を補完として書面

は、様式内に収まるのであれば、
スクリーンショットやURLを貼り
付けても構いません。

に貼り付けてもよろしいでしょう
か。
㉕仕様書、８リニューアル業務
（２）⑧に記載されている「バナ

㉕現在のホームページ画面の左右

ー」とは既存サイトのどの項目に

６月10日

なりますでしょうか？また、トッ
プページ下段に配置というのは下

６月11日

段でなくてはならないのでしょう

にあるバナーです。移住・職業紹
介所・外部リンクなどはトップペ
ージの下段に表示させたいという
町の希望です。

か？これは、どういった理由で「下
段」なのでしょうか？
㉖様式１参加表明書の記入につい
て（１）様式１参加表明書に記載

６月10日

するメールアドレスは代表者メー

６月11日

㉖業務責任者メールアドレスを記
載してください。

６月11日

㉗お見込みのとおりです。。

ルアドレス、業務責任者メールア
ドレスどちらでしょうか。
㉗質問応答書＞⑭
「研修は数日間行うことを想定し
ています。なお、参加人数によっ
ては時間等の配分は協議する予定

６月10日

です」とご回答頂いておりますが、
想定されている最大人数 130 名に
対してこれまでの構築実績を基に
当社で最適と考えられる研修回数
をご提案させて頂くというという
認識で宜しいでしょうか。

㉘質問応答書＞⑰⑱
現状の防災無線連携に関して電子
メールによる連携と XML/FTP によ

６月11日

る連携の 2 種類があると
ご回答頂いておりますが、2 種類の

６月14日

㉘お見込みのとおりです。

内当社が考える貴町にとって最適
なご提案をさせて頂く
という認識で宜しいでしょうか。

６月11日

㉙職員研修については、オンライ
ン研修でもよろしいでしょうか。

６月14日

㉚防災無線との連携について、防

６月11日

災無線の仕様・現状の構成をお教

６月14日

えください。

㉙研修は、対面研修を予定してお
ります。
㉚別紙資料１および資料２をご参
照ください。

※ 回答は、すべての業者の方が閲覧できるようホームページにも掲載します。
※ 一番初めに受け付けた質問から順に掲載しています。

