
質問項目 質問内容 回答 備考

1 募集要項５（１）
　20ページ以内の提案書の中に実績事例の明
記は必要でしょうか？

　実績については、参加表明の際に提出をお
願いします。（募集要領８（２）ウで明記し
ております。）

2 募集要項９（２）ア
　20ページ以内の提案書とは別に詳細
Appendix資料を弊社にて用意し、それをご確
認いただくことは可能でしょうか？

　あくまで20ページ以内で提案書を作成し、
その中でプレゼンテーションをお願いしま
す。（募集要領１２（２）ウ(ｳ)で明記して
おります。）

3 募集要項９（３）キ

　動画やサイト制作に関わるデザインスタッ
フやコーディングスタッフの明記も必要で
しょうか？それともリーダースタッフのみの
明記で十分でしょうか？

　業務実施体制の全貌を確認したいので、出
来る限り詳細に記載して下さい。

4 仕様書４（１）ア

　デザインイメージ統一のために、既存の構
想サイトで使用されている素材（画像・イン
フォグラフィックス等）のご提供は可能で
しょうか？

　可能です。

5 仕様書４（１）ア（ｳ）
　CMSから抽出可能なExcel CSV等のデータ
ファイルでいいでしょうか？

　可能です。

6 仕様書４（１）イ（ｲ）

　既存の構想ウェブサイトにポータル機能を
もったページを追加するのか、それとも別途
（別ドメインの）ポータルサイトを構築する
のか、どちらでしょうか？

　既存の構想ウェブサイトにポータル機能を
もったページを追加します。
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7 仕様書４（４）
　説明会の会場は弊社にてセッティングが必
要でしょうか？（会場はご用意いただけるか
否か）

　仕様書のとおり、説明会の会場は受託者が
用意することになります。

8 仕様書４（４）
　関係者（内部向け）説明会でしょうか？そ
れとも外部者向けの説明会でしょうか？

　外部の方を想定しています。

9 仕様書４（４） 　何名ぐらいご参加の想定でしょうか？
　現段階で参集人数の設定はありませんが、
WEBサイトに登録をして欲しいターゲットを
広く集めることとなります。

10 その他
　ご請求は、令和2年3月19日以降での一括請
求書でしょうか？

　必要に応じて、一部概算払いが可能です。
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11 募集要項５
　複数社の協業による共同企業体として参加
させて頂くことは可能でしょうか。

　可能です。

12 募集要項８

　複数社の協業であっても共同企業体ではな
く、委託先は一企業となる場合、協業企業
（再委託先）において過去に本委託に類似す
る業務を実施した実績を有していれば、それ
らも受託業務実績として挙げさせて頂いてよ
ろしいでしょうか。

　一企業として参加の場合、再委託先の実績
を含むことは出来ません。

13 募集要項９（２）ア
　ご覧頂きやすさを考慮し、一部ページはA3
片面にて印刷したものを折り込ませて頂き、
１ページ換算としてよろしいでしょうか。

　募集要領に基づき、Ａ４・２０ページ以内
での提出をお願いします。

14 募集要項９（２）ア
　目次も２０ページ以内には含まれない認識
でよろしいでしょうか。

　目次は必須ではないため明記しておりませ
んが、表紙と同様、目次も２０ページには含
まれないという認識で問題ありません。

15 募集要項９（２）ア
　正本と副本の違いはどのようになるでしょ
うか。

　正本をコピーしたものが副本になります。

16 募集要項９（３）

　「下記ア～ク」とありますが、下記では
「ア～キ」までの記載となっております。
「ク」につきまして何かご提案する必要があ
るでしょうか。

　募集要項の標記が誤っておりました。正し
くは「下記ア～キ」なので、「ク」に関して
は提案不要です。

17 募集要項12（１）

　審査委員会とはどのような組織・所属、肩
書・年齢の方々によって構成されるのでしょ
うか。
　提案内容や提案書の書き方等にも配慮でき
ればと存じますので、差し支えのない範囲で
ご教示ください。

　審査委員会の構成は非公表としておりま
す。
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18 募集要項12（２）
　プレゼンテーションの順番はどのように決
められるご想定でしょうか。

　受付の先着順で決定します。

19 仕様書２

　「令和２年３月１９日（木）まで」とあり
ますが、WEBサイトの公開を来年３月予定と
いう前提にてスケジューリングさせて頂く理
解でよろしいでしょうか。

　当事業には構築したＷＥＢのプロモーショ
ンや効果検証を含むので、実証期間を取る必
要があります。（仕様書４（１）イ（ケ）で
明記しています。）

20 仕様書４（１）ア（ア）
　情報掲載予定の企業数は何社程度をご想定
でしょうか。

　想定はありませんが、出来るだけ多くの企
業を掲載することが望ましいです。

21 仕様書４（１）ア（ア）
　CMS等への企業情報の登録は本委託に含ま
れるのでしょうか。

　含まれます。

22 仕様書４（１）ア（ア）
　「受託者による登録」「貴機構または各企
業による登録」をご想定の場合それぞれの登
録予定数をご教示ください。

　現段階では未定ですが、企業等のメリット
になるよう一定数の登録は必要だと考えてい
ます。受託者が決定した際に相談して決定し
ます。

23 仕様書４（１）ア（ア）
　企業のPR動画はYouTube等外部サービスを
利用し、公開する前提でよろしいでしょう
か。

　お見込みのとおりです。

24 仕様書４（１）イ（ア）

　「機構が別途契約しているWEBサーバーを
使用」とありますが、そちらのスペック
（OS、データベースソフト、CPU、メモリ、
HDD等）をご教示ください。

　共用レンタルサーバー「シェアードプラン
ACE01」を使用しています。詳しくはホーム
ページを御覧下さい。
https://www.cpi.ad.jp/shared/shared_spec
.html
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25 仕様書４（１）イ（ア）

　上記サーバーに対して受託者側からroot権
限にてリモートアクセスし、必要に応じてOS
のインストールや各種ソフトウェアインス
トール等を行わせて頂くことは可能でしょう
か。

　可能です。

26
仕様書４（１）イ（カ）～
（サ）

　おもにこれらは公開後から別途ご契約頂く
保守業務という理解でよろしいでしょうか。

　事業期間中は当委託業務に含まれます。

27 仕様書４（３）

　外部企業様からのCMSアクセスおよび情報
更新は必須というお考えでしょうか。
　またそのような運用となる場合のユーザ数
（１企業１ユーザとすれば≒企業数）はどの
程度になるでしょうか。

　情報を常に最新のものに保つために、外部
からの情報更新ができる仕組みが必要だと考
えておりますが、必ずしもCMSである必要は
ありません。
　ユーザー数は現時点では定めておりません
が、受託者が決定した際に相談して決定しま
す。
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28 仕様書４（１）ア
　デザインについて定義された仕様書を提供
していただくことは可能でしょうか。

　可能です。

29 仕様書４（１）ア(ｱ)

　登録・検索システムについては、データを
クラウド上に持つタイプのCRMサービスを利
用してもよろしいでしょうか。
例）Synergy!
　　https://www.synergy-
marketing.co.jp/cloud/synergy/
　　スパイラル
　　https://www.pi-pe.co.jp/spiral-
series/spiral-suite/

　セキュリティ上問題のないものであれば可
能です。

30 仕様書４（１）ア(ｱ)
　PR動画については、会社ごとにオリジナル
ではなく、ある程度フォーマット化された内
容でもよろしいでしょうか。

　動画の企画内容は審査項目に関わりますの
で、回答は差し控えます。

31 仕様書４（１）ア(ｱ)
　動画はYoutubeにアップしたものをサイト
上で利用する仕様でもよろしいでしょうか。

　問題ありません。

32 仕様書４（１）ア(ｲ)

　誘致活動の全体構想やイベントについて、
決定していることはありますでしょうか。
　また、その資料について共有していただく
ことは出来ますでしょうか。

　詳細については、受託者が決定した際に共
有いたします。

33 仕様書４（１）ア(ｲ)

　支援制度とは具体的にどのようなもので
しょうか。
　下記の補助金以外にもありますでしょう
か。
http://www4.pref.fukushima.jp/investment
/incentive/002/

　その他にも各種制度があります。
　詳細については、受託者が決定した際に共
有いたします。
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34 仕様書４（１）ア(ｳ)

　イベントの申込み受付について、ASPサー
ビスを利用してもよろしいでしょうか。
例）イベントレジスト
　　https://eventregist.com/?lang=ja_JP

　セキュリティ上問題のないものであれば可
能です。

35 仕様書４（１）イ(ｱ)
　WEBサーバーのスペックについて情報の共
有をお願い致します。

　共用レンタルサーバー「シェアードプラン
ACE01」を使用しています。詳しくはホーム
ページを御確認下さい。
https://www.cpi.ad.jp/shared/shared_spec
.html

36 仕様書４（１）イ(ｱ)
　外部サービスの利用し、登録情報を外部の
に置くことは可能でしょうか。

　セキュリティ上問題のないものであれば可
能です。

37 仕様書４（１）イ(ｱ)
　本プロジェクトで利用するドメインは決
まっていますでしょうか。

　fipo.or.jp/〇〇〇/になります。

38 仕様書４（１）イ(ｱ)

　現在契約しているWEBサーバにはデータ
ベースも含まれますでしょうか。含まれる場
合、利用しているデータベースはどのような
ものでしょうか。

　データベースも含まれます。

39 仕様書４（１）イ(ｱ)
　CMSを利用する場合、クラウドベースのCMS
を利用しても良いでしょうか。

　可能です。
　現行のＷＥＢページでは、一部wordpress
を導入しています。

40 仕様書４（１）イ(ｱ)
　WEBサーバへのアクセスは外部から可能で
しょうか。

　可能です。
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41 仕様書４（１）イ(ｺ)
　維持・管理については機構でご契約されて
いるWebサーバー以外のCMSと各種サービスの
保守でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

42 仕様書４（５）イ

　アンケート対象者は、サイト来訪者、必要
に応じてサイトターゲットとなる企業・団体
との認識でよろしいでしょうか。
　また、アンケートの際、Webフォームだけ
でなく、郵送調査を併用してもよろしいで
しょうか。それ以外に想定している調査方法
はありますでしょうか。
　サイト来訪者のへのアンケートのため
に、、サイトから誘導することを考えており
ますが、その場合、最低回収数の想定はあり
ますでしょうか。

　アンケート方法の想定は特にありません。
　情報発信の効果検証を行うに当たって、一
番適切だと思われるターゲット設定・手法を
取るとともに、正確な結果を得るために必要
な数を回収のうえ分析を行う必要がありま
す。

43 その他
　Webサイト構築は他社、プロモーションプ
ランは弊社といった分割発注の可能性はあり
ますでしょうか。

　分割発注は想定しておりません。

44 その他
　ご請求は2020年3月に一括になりますで
しょうか。それとも分割でのご請求となりま
すでしょうか。

　必要に応じて、一部概算払いが可能です。


