
No 質疑箇所 質疑内容 回答内容

1
実施要項7
ページ

構築費用の2行目～4行目文章のうち
「リニューアル業務にかかるすべての費用の合計（消費税および地方消費税を含
む）を記載すること。また、具体的な積算内訳が分かるように明細書を添付する
こと。」とございますが、明細書には、明確にオプションであることが分かるよ
うに明記していれば、オプションについても記載してよろしいでしょうか。

オプション（明細書に記載はあるが、見積書の金額に含まれない機能など）の記載
は不可とします。本市が要求している以外に有効な機能や企画などがあれば、金額
を見積書に含めたうえで追加提案の項目に記載をお願いします。

2
実施要領8
ページ

一次審査（企画提案書、見積価格など）、二次審査（プレゼンテーション、デモ
ンストレーション）の配点をご教示いただけませんでしょうか。
また、見積書の作成の際に参考にするため、見積価格の価格点の算出方法をご教
示いただく事は可能でしょうか。

一次審査300点、二次審査250点（合計550点）を予定しています。
価格点は、構築費用20点、保守費用20点、見積書合計40点。
各見積書の点数は「20点×（全提案者中の最低見積価格÷当該提案者の見積価
格）」で算出します。

3
実施要領8
ページ

二次審査（プレゼンテーション、デモンストレーションおよび質疑応答）への参
加人数に関しては、特に上限の記載はございませんでしたが、ご説明に必要な人
員を参加させていただいたのでよろしいでしょうか。

二次審査の参加人数に上限はございません。
二次審査のご案内を送付する際に、参加人数をお伺いします。
※新型コロナウイルスの影響により、人数等に制限を設ける場合があります。

4
実施要領8
ページ

「■使用機材 プロジェクター、スクリーンは本市が準備する」とありますが、
パソコンとの相性を事前に確認させていただきたいため、貴所にてご準備いただ
くプロジェクターとスクリーンの型番をご教示いただけませんでしょうか。
また、型番の相性が合わない場合には、プロジェクターやスクリーンの持ち込み
も可能でしょうか。

■プロジェクター
・EPSON EM-745
・NEC NP500
■スクリーン
・IZUMI COSMO
プロジェクターとスクリーン共に、持ち込みも可能です。ただし、実施要領で定め
た時間内に準備・撤去をお願いします。
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5
実施要領8
ページ

「審査委員が審査に基づき市長が選定する。」とございますが、一次審査（書類
審査）と、二次審査（プレゼンテーション、デモンストレーションおよび質疑応
答）の審査委員は、同じ人員でしょうか。また、どのような方で構成されている
かご教示いただけませんでしょうか。
（例：市長、情報政策課課長、ページ作成担当者など）

一次審査と二次審査は同じ人員で審査いたします。
審査の公平性を担保するため、具体的な役職名の回答は差し控えますが、総務部
門・企画部門・情報システム部門・広報部門などの職員が審査委員となっておりま
す。

6
仕様書6
ページ

週単位のスケジュールは提案段階ではなく、受託後、構築時に提供する認識で問
題ないでしょうか。

週単位のスケジュールについては、ご認識のとおりです。
ただし、企画提案書にもホームページ公開までのスケジュール案(提示する単位な
どは任意)の記載をお願いします。

7
仕様書6
ページ

・https://www.city.tosu.lg.jp/
上記ドメインの管理は、鳥栖市様で管理されるという認識でよろしかったでしょ
うか。

ご認識のとおりです。

8
仕様書12
ページ

具体的なコンサルティングに関しては提案時ではなく、受託後、構築時に提示す
る認識で問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

9
仕様書14
ページ

現在のHP内検索で利用しているGoogleアカウントは鳥栖市で保有しており、リ
ニューアル後も継続して利用することは可能でしょうか。

ご認識のとおりです。

10
仕様書14
ページ

鳥栖市関連サイトの検索について
動的なページ生成や利用しているCMSの仕様に依存する可能性がございますの
で、具体的な検索対象サイト（ドメイン、使用しているシステム）はどちらにな
りますでしょうか。

仕様書P6（6）に記載している本業務の対象サイトと「市例規集
（https://www.city.tosu.lg.jp/reiki/reiki.html）」を対象とします。

11 その他
審査基準の配点についておおまかで構いませんのでご教示ください。（例：提案
書300点、価格点100点、プレゼン600点など）

一次審査300点、二次審査250点（合計550点）を予定しています。
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12 その他
見積の評価点に内訳がございましたらご教示ください。
（例：見積合計100点中、初期50点、保守50点など）
また、見積書の評価方法（計算式）をご教示ください。

構築費用20点、保守費用20点、見積書合計40点
各見積書の点数は「20点×（全提案者中の最低見積価格÷当該提案者の見積価
格）」で算出します。

13
データセ
ンター機
能要件3-5

CMSサーバー、公開ウェブサーバーは、OSレベルで分離された鳥栖市様専用ク
ラウドと考えて宜しかったでしょうか？

ご認識の通り、共用サーバーでの運用も可能です。

14
CMS機能
要件2-
49、50

施設予約の空き情報が確認できるページとは、既存で運用されている予約システ
ムへのリンクでしょうか？
または、既存で運用されている予約システムからのデータを取り込んで表示させ
ることでしょうか？

既存の公共施設予約情報照会システムは廃止予定のため、既存システムへのリンク
やデータ取り込みでは行いません。
今回導入するCMSの機能として「CMS機能要件2-49、50」を満たすことを要件と
しています。

15
実施要項7
ページ

【別紙4】企画提案書作成要領に「16 追加提案」がございますが、提出する見
積に含めなくてよいでしょうか。
それとも提案する内容全てが見積に含まれていることが必要でしょうか。

提案する内容全てを見積書の金額に含めてください。

16
実施要項7
ページ

「保守費用の金額に上限は定めないが保守費用額は審査の対象とする。」とあり
ますが、現在の保守・運用業務費用の年額を教えていただくことは可能でしょう
か。

年額1,648,812円（消費税および地方消費税を含む）

17
実施要項8
ページ

「本プロポーザルは、公募型プロポーザルとして二段階審査方式で実施する。プ
ロポーザルの評価項目は別紙に掲げるものとし、審査委員が審査に基づき市長が
選定する。」とありますが、評価点など配点を教えていただくことは可能でしょ
うか。

一次審査300点、二次審査250点（合計550点）を予定しています。
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18
実施要項8
ページ

より適切な提案をしたく思いますので、審査員の構成は、関係部署管理者、部長
さまなど上長様が主となるでしょうか。または、実務担当者が主となられるで
しょうか。お教えください。

審査の公平性を担保するため、具体的な役職名の回答は差し控えますが、総務部
門・企画部門・情報システム部門・広報部門などの職員が審査委員となっておりま
す。

19
実施要項8
ページ

「■ 使用機材 プロジェクター、スクリーンは本市が準備する」とありますが、
メーカー名型番等をお教えください。

■プロジェクター
・EPSON EM-745
・NEC NP500
■スクリーン
・IZUMI COSMO

20
仕様書7
ページ

「■以下のコンテンツは、公式サイトと同じドメインでの運用であるが別のデザ
インを適用する。」とありますが、今回リニューアル業務に含まれ、デザインを
リニューアルし移設するという認識でお間違いないでしょうか
・鳥栖っていいね（https://www.city.tosu.lg.jp/tosugood/）
・鳥栖市立図書館（https://www.city.tosu.lg.jp/library/）

ご認識のとおりです。

21
仕様書8
ページ

鳥栖市立図書館はhttps://www.city.tosu.lg.jp/library/で始まるページのみと
いう認識でよいでしょうか。
https://library.city.tosu.lg.jp/WebOpac/webopac/usermenu.do 等の
ページは、リンク設定でよいでしょうか

ご認識のとおりです。

22
仕様書7
ページ

「移行対象ページ数は3,300ページ程度を想定。」とは、「１(6) 対象サイト」
内に記載の別デザインサイトである「鳥栖っていいね」「鳥栖市立図書館」の各
コンテンツページも含んだ総数であるとの理解でよろしいでしょうか？

ご認識のとおりです。

23
仕様書7
ページ

「移行対象ページ数は3,300 ページ程度を想定。」とありますが、作業過程に
おいて増減した場合は、再度移行費用の算定はできますでしょうか。

ページ数の増減は想定しておりませんが、想定外の大幅な変更が生じた場合は再度
協議いたします。
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24
仕様書7
ページ

１. 業務の概要　（８）提出書類
こちらの「提出書類」とは提案書類という認識でよいでしょうか。

参加申込書や企画提案書など、本プロポーザルに参加するために必要な本市が指定
した書類を指します。

25
仕様書8
ページ

「また、想定外の容量増が見込まれた場合、本市との協議の上柔軟なディスク容
量拡張が可能であること。」について、容量拡張に提案時に想定した5年間の保
守経費とは別に費用が必要となる場合には、費用に関しても協議いただけるとの
理解で問題ないでしょうか。

想定外の容量増が見込まれる場合は、別途発生する費用についても協議いたします
が、導入時にリニューアル後の通常運用に十分耐えうる容量の確保をお願いしま
す。

26
仕様書11
ページ

「移行したデータに対して、（中略）に基づく試験を行い、」について、機械的
な試験のみではなく、目視による試験の実施をご要望との理解で間違いないで
しょうか。

ご認識の通りです。

27
仕様書19
ページ

著作権の考え方について、「ただし、オペレーティングシステム・ミドルウェ
ア・CMSなどのパッケージは含まない」と記載がございますが、コンテンツ制
作時に使用したデータのうち、著作権を受託者またはそれ以外が既に保有してい
るものについても同様に、保有元に継続して権利が帰属するとの理解で問題ない
でしょうか？
例）市販の素材集より使用した画像やイラストのデータ

コンテンツ制作時のデータ（デザインに使用したイラストなど）は、成果物として
納品していただきますので、当該データを利用して、本市が新たな画像などを作成
することを承諾していただく必要があります。
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28
CMS機能
要件2-
49、50

2-49 市内公共施設（22か所）の空き状況を確認できるページを作成できる機能
を有すること。
2-50　カレンダーなどに1時間以内の単位で予約状況を表示できること。
とありますが、仕様書、１. 業務の概要、（６）対象サイトでは、「■以下のサ
イトは対象外とする。」となっておりますが、ご確認をお願いします。
なお、下記ページのような現状の予約照会を継続利用されるご予定でしょうか。
予約照会を含め業務として、見積に含めるという認識でよいでしょうか。見積積
算のため、現システムの仕様詳細のご提示をお願いします。
https://www.city.tosu.lg.jp/support/system/shisetsu_yoyaku_inquiry.p
hp?id=0000000025

既存の公共施設予約情報照会システムは廃止予定のため、対象外としております。
「CMS機能要件2-49、50」は、今回導入するCMS単独の機能として実現可能かど
うかの記入をお願いします。
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