
令和元年８月２日

No. 文書名 頁数 項目 質問内容 回答

１ 実施要領 １ ２－⑸

令和２年４月１日から令和７年３月
31日までの５年間の保守費用に係る
合計見積額を別途提示すること。
とありますが、追加提案をしたく思
いますので、対案可能な上限額をお
教えください。また、現在の契約金
額をお教えください。

上限額は設定しておりませんが、現
在の保守契約金額を大幅に上回る場
合は、予算の確保が難しくなること
をご承知おきください。また、現在
の保守契約金額は、 1,373,760円
（年額）です。

２ 実施要領 ４ ８－⑵－ア

ア 提案内容と評価基準の項目の関
係性を明確にするため、対応ページ
一覧（任意様式）を添付すること。
とありますが、「評価基準の項目」
とは、3-評価基準.pdfの
１　第１次審査の審査項目　1から9
２ 第２次審査の審査項目 1から
14
それぞれの項目に対する提案書ペー
ジの一覧表と認識でよいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

３ 実施要領 ４ ８－⑵－ア

ア 提案内容と評価基準の項目の関
係性を明確にするため、対応ページ
一覧（任意様式）を添付すること。
とありますが、提案書とは独立して
作成し、ファイリングすればよいで
しょうか。

提案書に提案内容と評価基準の項目
の対応ページが分かる一覧（目次
等）を添付してください。

４ 実施要領 ４ ８－⑵－イ

イ Ａ４サイズ・縦長・左綴（２
穴）ファイリング（紙ファイル）に
より提出すること。
とありますが、提案書は Ａ４サイ
ズ・縦長横書き、横長横書きのいず
れでもよいでしょうか。

提案書は、原則Ａ４サイズ・縦長横
書きとしますが、横長横書きの方が
内容を把握しやすい場合は可としま
す。

５ 実施要領 ５ ８－⑵－エ

エ 副本には、提案者名が特定でき
るような記述（社名、ロゴ等）をし
ない。
とありますが、記載するイラストや
図表等にある会社名ではないシステ
ム名の表記はよいでしょうか。

副本には、システム名を表記せず作
成してください。

６ 実施要領 ６ 11

当町の職員等で構成して設置する
「蟹江町公式ウェブサイト再構築業
務委託公募型プロポーザル選定委員
会」（以下「選定委員会」とい
う。）において、蟹江町公式ウェブ
サイト再構築業務委託評価基準（以
下「評価基準」という。）に基づい
て評価を実施し、最も優れている提
案者を契約候補者として選定する。
とありますが、構成メンバーに応じ
た分かりやすい適切な提案を行いた
いと思いますので、選定委員の構成
メンバーをお教えください。

選定委員会の構成（所属等）は、委
員が特定されかねないため、お答え
できません。委員には、特別職や管
理職の普段ページを作成しないメン
バーも含まれます。また、構成人数
は７人です。

　　　　　蟹江町公式ウェブサイト再構築業務委託公募型プロポーザルに関する
　　　　　質問に対する回答
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７ 実施要領 ６ 11-⑴、⑵

⑴第１次審査（書面審査）
⑵第２次審査（プレゼンテーショ
ン）
とありますが、いずれも「選定委員
会」が審査されるという認識でよい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

８
実施要

領
７ 11-⑵-カ

会場にはプロジェクター、電源２
口、ホワイトボードを準備するた
め、その他必要な機器は、提案者に
おいて用意すること。
とありますが、プロジェクターの
メーカー名と型番をお教えくださ
い。

メーカー名　CASIO
型　　　番　XJ-A252

９ 評価基準 ３ ２-⑴
審査項目 1から14がありますが、
本項目に従って提案書を作成する認
識でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

10 評価基準 ３ ２-⑴

審査項目「1 会社概要、実績」「2
構築期間中のサポート体制」「スケ
ジュール案」は、別途提出する資料
とは別に、提案書の各項目をページ
として作成する認識でよいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

11 仕様書 18 第９-１

現在運用中のCMSサーバ内にある公
開中ページ（想定数約 1,000ペー
ジ）のhtmlファイル内容及び当該
ページに関連する画像・添付ファイ
ルを、CMSサーバ管理ページのデー
タ移行対象とする。
とありますが、作業過程において増
減、例えば10%以上の増減があった
場合は再度移行費用の算定はできま
すでしょうか。

現在想定するページ数であるため、
データ移行時に増減する可能性があ
ります。相当数以上の増減があった
場合は、委託金限度額の範囲内で再
度移行費用を算定することができま
す。

12
CMS機能
要件一
覧表

必須項目が大変多くございますが、
「×」となる場合は、失格ではなく
減点されるという認識でよいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

13
CMS機能
要件一
覧表

全て「○」回答されることがあると
聞いております。ご発注後に、要件
項目ごとに審査されるという認識で
よいでしょうか。

お見込みのとおりです。

CMS機能
要件一
覧表

７ 5-31

仕様書 13 第７-11-⑴

15 その他

移行に伴う作業(ページの品質、移
行の作業量)の確認のため、ご利用
のCMSの製品名をお教えください。
または、CMSをご利用でないページ
がある場合は、ページ作成方法など
概要をお教えください。

製品名はネットクルーCMSで、CMSを
利用していないページはありませ
ん。

14

5-31 蟹江町同報系防災行政無線シ
ステムから送信される情報を町ウェ
ブサイトのトップページに自動掲載
すること。
とあり「必須」とありますので、公
平性の観点から同無線の仕様につい
て、一律にご提供をお願いします。

同無線の仕様については、別途指示
します。
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16 実施要領 １ ２-⑸

5年間の保守費用にかかる上限額の
定めはありますでしょうか。また、
その金額をご教示いただけないで
しょうか。

No.１と同内容の回答になります。

17 実施要領 ６ 11

「当町の職員等で構成して設置する
「蟹江町公式ウェブサイト再構築業
務委託公募型プロポーザル選定委員
会」（以下「選定委員会」とい
う。）」との記載がありますが、具
体的にはどのような方が審査をされ
るのでしょうか。
例えば、普段ページを作成される
方々もメンバーとして構成されてい
ますでしょうか。

No.６と同内容の回答になります。

18 実施要領 ６ 11-⑵-イ

プレゼンテーションの順番について
特に記載が無いように見受けられま
すが、企画提案書の提出順に行われ
るという認識でよろしいでしょう
か。

順番はくじで決定し、第２次審査の
時間を第１次審査結果通知と併せて
通知します。

19 実施要領 ７ 11-⑵-カ

利用するプロジェクターの型番を教
えて頂けないでしょうか。
また、可能であればこちらでプロ
ジェクターを持参して使用すること
も可能でしょうか。

No.８と同内容の回答になります。
また、プロジェクターを持参してい
ただくことも可能です。画面調整等
は貴社にてお願いします。

20 仕様書 23 第13-１-⑷

運用・保守時における研修会につい
て、貴町においてマニュアルの印刷
をしていただけるという認識でお間
違いないでしょうか。
また、研修の会場や研修の際に必要
となる機材（受講者用端末、ネット
ワーク環境、プロジェクター、スク
リーン）は、貴町でご用意していた
だけるという認識でお間違いないで
しょうか。

マニュアルの印刷は、仕様に含まれ
るため貴社にてお願いします。機材
については、お見込みのとおりで
す。

21 実施要領 ５ ８-⑵-イ

デザインや工程表等大きく掲載しな
ければ把握し難い内容についてＡ３
サイズのページを利用することは可
能でしょうか？また利用できる場合
Ａ３サイズのページは何ページとし
て換算されるかご教示ください。

Ａ３サイズとすることも可とします
が、その場合はＡ３サイズ片面をＡ
４サイズ２ページ分として換算しま
す。

22 実施要領 １ ２-⑸

委託金限度額は消費税及び地方消費
税を含むとありますが、消費税率は
10％の認識でよろしいでしょうか。
また、保守費用に係る上限額はあり
ますでしょうか。

消費税等の率は10％として、算出し
てください。保守費用の上限額につ
いては、No.１と同内容の回答にな
ります。

23 実施要領 ６ 11

「蟹江町公式ウェブサイト再構築業
務委託公募型プロポーザル選定委員
会」に参加されている方の人数及び
役職を教えていただけますでしょう
か。

No.６と同内容の回答になります。
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24 仕様書 １ 第２-１

平成24年3月からコンテンツマネジ
メントシステム（以下「CMS」とい
う。）による運用を開始とあります
が、現在ご利用のCMSを教えていた
だけますでしょうか。

現在利用しているCMSは、ネットク
ルーCMSです。

25 仕様書 ３ 第３-４

リニューアルを行うサイトの中に、
蟹江町観光まちづくりポータルサイ
トは含まれない認識でよろしいで
しょうか。
http://www.kaninavi.jp/

お見込みのとおりです。

26 仕様書 14 第８-２-⑴

当町が提供する町の景観や公共施設
の画像（40点程度）をバーチャルツ
アーで閲覧できるサイトを構築する
とありますが、具体的な仕様をご教
示いただけますでしょうか。また、
アクセシビリティ上の観点から
Flashは使わずに構築する必要があ
りますでしょうか。

当町が提供する360度カメラで撮影
した画像をグーグルストリート
ビューに類似した操作で閲覧できる
仕様のサイト構築を要求します。ま
た、アクセシビリティの適合レベル
やセキュリティ等の安全性を確保し
たものとします。
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