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扶桑町ホームページ再構築業務 公募型プロポーザルの実施に係る質問及び回答 

 

令和３年６月２１日 

No. 質問事項 回答 

1 

仕様書 5ページ 4-2システム構成（5） 

「将来的に LGWAN 端末からのアクセスに変更できる

こと。この際に必要な費用を、参考見積として提出

すること。」とありますが、この参考見積は任意様式

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

２ 

仕様書 8ページ 5-1CMS機能 （9） 

「J アラートについてもホームページに自動掲載

されるようにしていただき」とありますが、Jア

ラートをシステムに対して発信する仕組みがあ

ることが前提となります。この部分に関しては

構築時の調整とさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

Jアラートの情報を SNSにて手動発信

した場合に、ホームページ上に自動掲

載されることを想定しておりますの

で、CMS との自動連動は現状想定して

おりません。詳細につきましては、構

築時の調整とさせていただきます。 

３ 

公募型プロポーザル実施要綱 P2 

6（6） 

「ISO27001の認証を取得、またはこれに準じる

セキュリティ管理を行っていること。」と記載さ

れておりますが、プライバシーマークの取得は

「準じるセキュリティ管理」に該当するという

認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４ 

公募型プロポーザル実施要綱 P4 

12 二次審査（プレゼンテーション） 

「ホームページ管理システムプロポーザル審査

委員会」と記載されておりますが、審査メンバ

ーは普段ページを作成する担当者様で構成され

ていますでしょうか。 

審査員については非公開です。 

５ 

公募型プロポーザル実施要綱 P4 

12 二次審査（プレゼンテーション） 

プレゼンテーションの順番は、参加申込書及び

企画提案書の提出順になるという認識でよろし

いでしょうか。 

本町の判断基準に基づき決定します。

なお、審査順は一次審査実施後に、通

過者のみへ通知します。 

６ 

公募型プロポーザル実施要綱 P4 

12（5）プレゼンテーションに要する機材等 

「提案事業者において準備すること。」と記載さ

れておりますが、プロジェクターとスクリーン

は自治体様でご用意されていることが一般的か

と思われますが、プロジェクターとスクリーン

は扶桑町様でご用意されているという認識でよ

ろしいでしょうか。 

その場合、プロジェクターの型番をご教示いた

だけないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

なお、接続方法といたしましては、ご

持参いただいた PCと HDMIケーブルを

用いた接続を想定しております。 

また、電源につきましても本町にて用

意いたします。 

プロジェクターの型番は「SONY VPL-E

W276」となります。 
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７ 

公募型プロポーザル実施要綱 P4 

12（7）評価項目 

「1,500 点満点」と記載されておりますが、各

評価項目に対する配点をご教示いただけないで

しょうか。 

配点については非公開です。 

８ 

仕様書 P6 

4 4-3（4） 

「本システムにて管理するコンテンツに改ざん

があった場合、その改ざんを検知・復旧し、ア

ラートメールを送信すること。」と記載されてお

りますが、その役割は県セキュリティクラウド

が担っていると思われます。 

業者にてご用意する必要はありますでしょう

か。 

 

また、弊社の CMSでは 1時間に 1回全てのペー

ジを自動で復旧する処理を実装しており、改ざ

ん検知が不要と考えております。通知などはご

ざいませんが、上記の機能でも要件を満たしま

すでしょうか。 

検知・復旧が何らかの形で機能してい

れば足りるので、必ずしも通知機能が

付帯されていなくても構いません。 

詳細につきましては、構築時の調整と

させていただきます。 

９ 

実施要項 P2 7 参加申込手続き 

企画提案書は様式第 2 を表紙としてバインダー

等に綴じればいいでしょうか。また、正本・副

本の違いは様式第 2 の押印した原本とその写し

という認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１０ 

実施要項 P3 10 提出書類に関する注意事項  

（3）参考見積書（様式第 3）について 

システムの構築に係る費用とシステム稼働後の

保守運用に係る費用をそれぞれ記載すること。 

とありますが、様式第 3号には金額を記載する

枠は 1つしかありません。様式第 3を複製して

使用し、システム構築、保守運用をそれぞれ明

記すればよろしいでしょうか。 

お見込みのとおり複製して使用して

ください。システム再構築業務に関す

る見積は、様式第３号をそのまま用い

ていただき、システム保守運用費（5

年分）については、様式第 3号下部の

ただし書きにある業務名を「扶桑町ホ

ームページ管理システム保守運用費

（5年分）」と明記いただいて用いてく

ださい。 

１１ 

実施要項 P3 10 提出書類に関する注意事項 

内訳書について 

内訳書の書式の指定はございませんでしょう

か。 

内訳書につきましては、任意の様式で

構いません。 

１２ 

実施要項 P4 12 二次審査（プレゼンテーショ

ン） 

オンラインでの実施の可能性はあるでしょう

か。 

大きな会場や十分な間隔をとった上

で、換気や消毒を徹底するといった感

染症対策を講じますので、オンライン

での実施は現状想定しておりません。 

１３ 実施要綱 P4 12-（5） プレゼンテーションに スクリーン（W1,800 mm×H1,400 mm）
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要する機材等 

スクリーンやプロジェクター機器も含め全て、

という認識でお間違いないでしょうか。 

及びプロジェクター、HDMIケーブルや

電源等につきましては、本町にてご用

意させていただきます。 

１４ 

CMS機能要件一覧 

以下の 2 項目は同様の機能を想定していますで

しょうか。 

その場合、希望・必須はいずれになりますでし

ょうか。 

 

公開設定 122 【希望】 

公開されていないページをリンク設定ができる

が、そのリンク先ページが公開されるまでは、

リンクが表示されないこと。 

 

リンク管理 140 【必須】 

ページ公開時にリンク先が作成中・承認中であ

る場合にはリンクが表示されないこと。また～

以降略 

お見込みのとおり、同様の機能要件と

なりますので、「公開設定 122【希望】

につきましては、【必須】」と訂正させ

ていただきます。 

１５ 

仕様書 P5 4-2-（5） 

将来的に LGWAN 端末からのアクセスに変更でき

ること。この際に必要な費用を参考見積として

提出すること。 

とありますが、将来的とは具体的に何年後を予

定しておりますでしょうか。 

本町電算システム上の大規模な改修

を行った上での、将来という認識なの

で、現状未定となります。 

詳細につきましては、構築時の調整と

させていただきます。 

１６ 

仕様書 P5 4-2-（5） 

将来的に LGWAN 端末からのアクセスに変更でき

ること。この際に必要な費用を参考見積として

提出すること。 

とありますが、この費用は、今回の構築費には

含めず、あくまでも参考費用として提示すれば

よろしいでしょうか。 

お見込みのとおり、システム再構築費

とは別出して、あくまでも参考見積と

して任意様式にてご提出ください。 

提出部数については、様式第 3号に準

じてください。 

１７ 

仕様書 P5 4-2. システム構成 

（5）職員の作業負担～・・・～アクセスとし、

将来的に LGWAN 端末からのアクセスの変更でき

ること。この際に必要な費用を、参考見積とし

て提出すること。 

とありますが、お見積もりはシステム構築と、

保守運用とは別に、様式第 3と内訳書を提出す

システム再構築業務に関する見積及

び、ホームページ管理システム保守運

用費（5 年分）に関する見積は、様式

第３号を用いていただき、LGWAN 端末

からのアクセス可能とする参考見積

については、任意の様式とさせていた

だきます。また、いずれの見積におい

ても内訳書は任意の様式で構いませ

ん。 
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ればよろしいでしょうか。 提出部数については、様式第 3号に準

じてください。 

１８ 

仕様書 P11 8-1 ヘルプデスクの設置 

運用開始後には、本町からの問い合わせに対し適

切なサポートを行うための専用ヘルプデスクを設

置すること。 

とありますが、お問い合わせいただくのは、扶

桑町の管理者（総務部政策調整課）様からを想

定されておりますでしょうか。それとも、各課

のページ作成者・承認者からのお問い合わせに

なりますでしょうか。 

また後者の場合、期間はどれくらいを想定して

おりますでしょうか。 

ホームページ管理者である総務部政

策調整課からの問い合わせを想定し

ております。 

１９ 
CMS 機能要件一覧の「◯」「△」「✕」の配点を

ご教示ください。 

配点については非公開です。 

２０ 

参考見積書（様式第 3）はシステムの構築に係

る費用とシステム稼働後の保守運用に係る費用

を記載とありますが、それぞれの金額を記載し

た 2枚の提出が必要でしょうか。 

システム再構築業務に関する見積は、

様式第３号をそのまま用いていただ

き、ホームページ管理システム保守運

用費（5 年分）については、様式第 3

号下部のただし書きにある業務名を

「扶桑町ホームページ管理システム

保守運用費（5年分）」と明記いただき、

それぞれご提出ください。 

２１ 

保守運用に係る見積は単年度または 5 年総額ど

ちらで提出すればよろしいでしょうか。 

様式第 3号に係る参考見積は 5年総額

で提示いただき、任意様式の内訳書に

て、単年度参考見積を示してくださ

い。 

２２ 
審査委員会の人数・メンバー構成についてご教

示ください。 

審査員については非公開です。 

２３ 
プレゼンテーションの発表順はどのように決め

られるのでしょうか。 

本町の判断基準に基づき決定します。

なお、審査順は一次審査実施後に、通

過者のみへ通知します。 

２４ 

プレゼンテーションに要する機材は提案事業者

で準備とありますが、プロジェクター、スクリ

ーンはご準備頂けませんでしょうか。 

ご準備頂ける場合はプロジェクターの型番をご

教示ください。 

スクリーン（W1,800 mm×H1,400 mm）

及びプロジェクター、HDMIケーブルや

電源等につきましては、本町にてご用

意させていただきます。 

プロジェクターの型番は「SONY VPL-E

W276」となります。 

２５ 
評価項目 1,500 点満点の内訳をご教示くださ

い。 

配点については非公開です。 

２６ 
必要な経費を、参考見積として提出することと

あるが、金額は審査に影響するでしょうか。 

提案内容と見積価格を総合的に判断

して、審査を行います。 

ネットワーク構成変更については、本
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また、ネットワーク構成変更はどの程度時間を

要しますでしょうか。場合によっては、リニュ

ーアル時に LGWANからのアクセスをご提案でき

るかと考えます。 

町電算システム上の大規模な改修を

行った上での、将来という認識なの

で、現状未定となります。 

 

２７ 

現在の保守運用費用を参考にご教示ください。 現在の保守運用費用は、以下のとおり

です。 

サーバ等保守業務：26,500円/月 

サーバ等使用業務：80,280円/月 

※税抜き価格 

２８ 

業者選定実施広告 4.手続き等 (5)企画提案に

係るプレゼンテーション審査 コ プレゼンテ

ーションに要する機材等は事業者において準備

すること。 

（質問） 

 プロジェクター、スクリーンにおきましても

事業者にて準備することで相違ありませんでし

ょうか？ 

スクリーン（W1,800 mm×H1,400 mm）

及びプロジェクター、HDMIケーブルや

電源等につきましては、本町にてご用

意させていただきます。 

 

 

 


