
（様式第１１号） 

令和２年 10月 23日 

 

質 問 回 答 書 

 

No. ページ番号等 質問内容 回答 

A1 
提案者募集要項 p.3 

9 

提出書類について、押印の

ある原本以外はフラットフ

ァイル等に綴じてご提出し

てよろしいでしょうか。綴

じ方は以下の構成で考えて

おります。 

1.原本(綴じない) 

参加申込書、委任状、見積

書(再委託がある場合は指

定書類の原本) 

2.社名あり(4部) 

参加申込書写し、会社概

要、受注及び納入実績、委

任状写し、(2)提出書類(提

案書)の①～⑨(うち⑤見

積書は写し) 

3.社名なし(6部) 

(1)提出書類(参加申込書)

③受注及び納入実績、(2)

提出書類(提案書)の①～

④と⑥～⑨ 

 

ご記載の提出方法で問

題ございません。 

A2 

提案者募集要項 p.3 

9(2)提出書類(提案書) 

「③機能・非機能要件一覧

表」について、「(データ含

む 別途配布)」とあります

が、これは貴市 Webサイト

に公示されている Excelを

取得し、これに回答を入力

したものを書面だけでなく

「③機能・非機能要件

一覧表」は当市ＨＰの

公示資料であること、

Excel 形式での電子デ

ータのご提出をいただ

きたいことの２点につ

いて、ご認識のとおり



CD-ROM 等の媒体でも提出

する、ということでよろし

いでしょうか。 

また、③の資料以外に CD-

ROM 等の媒体へ格納して提

出すべき電子データがござ

いましたら、ご教示くださ

い。 

です。提出方法につい

ては、ご想定の CD-ROM

でのご提出に加えて、

電子メールでの提出も

可とします。 

③以外に電子データで

の提出が必要な資料は

ございません。 

A3 

提案者募集要項 p.3 

9(2)提出書類(提案書) 
「④データセンター仕様

書」について、弊社のサー

ビスはパブリッククラウド

サービスを利用してご提供

しているサービスのため、

通常のアウトソーシングの

データセンター利用とは異

なります。データセンター

仕様書へ記載を求める内容

について、セキュリティ要

件以外の項目を具体的にご

教示いただけますでしょう

か。 

データセンター仕様書

に記載いただきたい内

容は以下のとおりで

す。 

 

・設置場所 

・専属的合意管轄裁判

所 

・災害等への対策（地

震、火災、避雷、水害、

停電、温度・湿度、防

犯等） 

・セキュリティ（機密

性、保全性等） 

・管理体制（運用状況、

監視状況、障害対応等） 

A4 

提案者募集要項 p.3 

9(2)提出書類(提案書) 

「⑨その他提案書の記載事

項に関連する資料」につい

ては、会社案内等のご提出

を想定しておりますでしょ

うか。 

また、ご提出する資料があ

る場合は、提案書の枚数換

算の対象外であるとの解釈

で差し支えないでしょう

か。 

当市が指定する①～⑧

の提案書を補足する資

料（技術資料やカタロ

グなど）を想定してい

ます。 

したがって、原則①～

⑧のそれぞれの提出部

数と同数をご提出くだ

さい。 

また、「⑨その他提案書

の記載事項に関連する

資料」は提案書の枚数



換算の対象外となりま

すが、あくまで指定資

料を補足するものであ

ることに留意してくだ

さい。 

A5 

提案者募集要項 p.3 

9(2)提出書類(提案書) 

「※1.再委託を予定してい

る場合は～(略)」について、

「別紙様式 1 再委託承認

申請書」は原本 1部のみの

ご提出でよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

A6 

提案者募集要項 p.2 

6(7) 

※2 について、再委託先が

入札参加資格者名簿へ登載

されていない場合、提出す

べき印鑑証明書、納税証明

書、商業登記履歴事項全部

証明書はすべて原本 1部の

みのご提出でよろしいでし

ょうか。 

原本または写しを１部

ずつご提出ください。 

A7 

提案者募集要項 p.5 

11(1)イ 

「2 次審査：プレゼンテー

ション」について、提案事

業者側は何名まで出席可能

でしょうか。また、再委託

先事業者も出席可能でしょ

うか。 

５名程度を想定してい

ます。 

再委託先事業者の出席

は可です。 

A8 

様式第 3号 

(類似業務の受注及び納入実

績) 

納入実績の証明方法とし

て、照会先（納入先担当者

の所属、部署代表電話番号、

部署代表メールアドレス）、

もしくは Webサイト等での

事例紹介の掲載 URLを「内

容及び特色」に示すという

ことでよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 



A9 

提案仕様書 p.3 

6(8) 

「本サービスにて提供する

製品」の対象としては、AI

チャットボットおよび QA

データの組み合わせという

理解でよろしいでしょう

か。（AI チャットボットの

み提供で、QAデータが自治

体作成出会った実績は対象

としない、ということで

す。） 

「本サービスにて提供

する製品」には AIチャ

ットボットサービスの

みの提供も含まれま

す。 

A10 

機能要件・非機能要件(様式

第 6号) 

機能要件 

連番 3 

「質問の入力途中に予測さ

れる候補が表示されるサジ

ェスト機能があること。」と

ありますが、例えば、「引っ

越しする」との質問の場合、

「転入する場合」「転出する

場合」「市内転居する場合」

のいずれかを表示するよう

な機能であり、質問文のキ

ーワード検索だけで候補を

抽出するような機能ではな

いとの理解でよろしいでし

ょうか。 

当市の想定する最低限

のサジェスト機能は、

例えば「引っ越し」と

入力すると、「引っ越し 

手続き」などの予測さ

れるキーワードが表示

され、質問文の入力を

補完する機能です。入

力ワードだけでなく、

その同義語なども考慮

して予測候補を表示で

きればなお良いです

が、入力ワードと関係

の無い候補が表示され

るような場合はサジェ

スト機能とはみなしま

せん。 

A11 
様式第 4号 

(委任状) 

記載方法について、委任者

欄には業者登録で申請して

いる代表者名(支社/支店で

登録している場合は支社長

/支店長名)を、受任者欄に

は営業担当者名(提案書持

参者兼プレゼンテーション

出席者名)を記載する、との

理解でよろしいでしょう

ご認識のとおりです。 



か。 

B1 
非機能要件一覧表 

連番 23 

システム停止について、貴

市との調整により 3週間前

より短い期間となっても問

題ないでしょうか。（例）1

週間前など 

３週間より短い期間は

許容できません。 

B2 
非機能要件一覧表 

連番 32 

サービス提供終了につい

て、貴市との調整により 1

年前より短い期間となって

も問題ないでしょうか。

（例）半年前など 

１年前より短い期間は

許容できません。 

C1 

募集要項 p.3  

9(1)提出書類（参加申込書） 

各種様式 様式第 4号 

参加申込書内の委任状はプ

レゼン等の委任を行う場合

か。 

ご認識のとおりです。 

C2 

募集要項 p.4  

9(4)2次審査（プレゼンテー

ション）についての進め方 

プレゼン、委託期間中の会

議、教育研修等の実施は、

Zoom等の web会議システム

を活用することは可能か。 

委託期間中の会議、研

修等については可能で

すが、プレゼンについ

ては対面とします。 

C3 
募集要項 p.4  

9(8)その他留意事項 ア 

提案書類は一応募者につき

一提案とする。とあるが、

言語数によって利用料金が

異なり、ご提示予算内で 1

言語と 2言語の対応が可能

な場合、提案書内で見積も

りを 2つ提案することは可

能か 

提案書内で 2 つの価格

を提示いただくことは

問題ありません。 

ただし、見積書につい

ては価格評価の対象と

なりますので、いずれ

か一方を提出してくだ

さい。 

C4 
仕様書 p.3  

6(5)LINEとの連携 

貴市の既存公式アカウント

への導入で合っているか。 

別途新たなアカウント取得

代行業務は発生しないか。 

ご認識のとおりです。

アカウント取得の代行

は業務に含まれませ

ん。 



C5 
仕様書 p.3  

6(8)導入実績 

現在導入済でリリース前の

サービスは実績の対象とな

るか。 

「実績」には導入後の

チューニング作業や利

用者へのサポートが含

まれますので、リリー

ス前のものは対象外と

なります。 

C6 
非機能要件 

連番 21 

共同利用型サービスとはど

のようなサービスか。 

他自治体で導入を行ったサ

ービスにおける質問内容も

本件のチューニングの参考

として活用するということ

か。 

共同利用型サービスと

は、他自治体と共通の

標準ＱＡデータを利用

する形式のサービスで

す。 

この標準ＱＡデータに

おいて、他自治体の質

問内容も含めてチュー

ニングを行うものを求

めるものです。 

C7 
非機能要件 

連番 24 

弊社就業時間が原則 9:30-

18:00 となるがこの範囲に

て調整を行う事は可能か。

ただし緊急時においてはこ

の限りではない。 

調整は不可とします。

当市就業時間の 8：45

から 17：30に対応願い

ます。 

C8 
非機能要件 

連番 27 

弊社就業時間が原則 9:30-

18:00 となるがこの範囲に

て調整を行う事は可能か。

ただし緊急時においてはこ

の限りではない。 

調整は不可とします。

当市就業時間の 8：45

から 17：30に対応願い

ます。 

C9 
機能要件 

連番 18 

キャラクター変更の際、貴

市から受託者へ素材提供を

行うものか。 

またキャラクターデザイン

が委託内容に含まれるか。 

当市より、素材を提供

しますので、キャラク

ターデザインは業務内

容には含まれません。 

C10 
機能要件 

連番 28 

1000 件以上の QA データ作

成/設計に際し、貴市より提

供いただけるデータはある

か。また、いただける場合

データの種類（画像やテキ

当市が所有するデータ

はありません。 



スト）と提供方法、時期に

想定はあるか。 

C11 
機能要件 

連番 39 

手動による公開/非公開の

設定による対応は可能か。 

可能です。代替対応と

して様式には記入して

ください。 

C12 
情報処理関連業務委託に関

する一般仕様書 

様式 2・3の別紙様式(.docx

ファイル)が見受けられな

いが、当社にて準備を行う

認識でよいか。 

別紙 2・3については、

契約時に必要なもので

本プロポーザル審査に

は不要です。 

C13 
各種様式 

様式 1.2.4.5.7号 

弊社にて 10 月 1 日に所在

地の変更を行い、現在登記

住所と事務所住所が異な

る。 

このような場合提出書類の

住所はどちらを記載するべ

きか。 

尚、住所登記は来年 1月を

予定。 

住所はすべて登記簿上

の住所を記載してくだ

さい。 

ただし、様式第２号の

所在地に但し書きとし

て事務所住所を記載し

てください。 

D1 募集要項 p.4 

プレゼンテーションの実施

時間(何分以内)や参加人数

制限がありましたらご教示

頂きたいです。 

プレゼンテーション

20 分、質疑 30 分を予

定しています。参加人

数は５名程度を想定し

ています。 

D2 募集要項 p.4 

価格評価点について、配点

が最大 10点ですが、提示額

に対しての配点の計算式や

算出方法(Ex.一番安い価格

の業者を 10 点として次点

から 9.8.7点..としていく

等)をご教示頂きたいです。 

最低見積価格÷提案者

の見積額×10（小数点

3 位以下四捨五入）と

します。 

D3 
様式第 2号 

会社概要 

業務経歴とありますが、会

社の業務経歴を記載するの

でしょうか。それとも業務

法人としての業務経歴

をご記載ください。 



責任者の経歴を記載するの

でしょうか。 

D4 
様式第 2号 

会社概要 

業務責任者とありますが、

本件(住民問い合わせ対応

AI チャットボットサービ

ス導入業務)の実務的な責

任者を記載するのでしょう

か。それとも、会社・事業

の責任者(一般的に社長や

取締役)を記載するのでし

ょうか。 

本件を受託いただいた

場合の、プロジェクト

マネージャーを想定し

ています。 

D5 提案仕様書 p.2 
回答率と正答率の違いをご

教示いただきたい。 

回答率は質問数全体に

対して、何らかの回答

をした数の割合。正答

率は質問数全体に対し

て、利用者が望む回答

をした数（「問題が解決

した」と選択された数

などを想定）の割合と

定義しています。 

D6 提案仕様書 p.2 

（ア）自治体向け標準 QAデ

ータ、（イ）独自 QAデータ

の違いについてご教示くだ

さい。 

（ア）自治体向け標準

QAデータは、住民票発

行等の市町村に通常帰

属する業務に対するも

ので、受託者が市に提

供を行うもの（機能要

件 連番 28）。（イ）独

自 QAデータは、西宮市

が独自に行っている施

策などに対して市が別

途作成するものと定義

しています。 



D7 提案仕様書 p.2 

サービス開始時点で 25 業

務以上がチャットボットに

反映されている必要がある

か。 

総合案内業務に利用す

るため、本業務内です

べて反映されている必

要があります。 

D8 提案仕様書 p.3 

構築した WEBチャットボッ

トシステムは貴市ホームペ

ージに組み込むという認識

で良いか。また、組み込む

ページ数はどの程度を想定

しているか。 

組み込み作業や、費用は受

託者側で用意する必要があ

るか。 

共通ヘッダーにフロー

ティング表示（機能要

件連番 19）のスクリプ

トを埋め込む想定で

す。埋め込み作業は当

市が行う予定です。 

D9 提案仕様書 p.3 

リッチメニューからチャッ

トボットサービスを起動さ

せるための、リッチメニュ

ーの設定変更や、リッチメ

ニュー用画像は受託者側で

実施する必要があるか。 

起動するチャットボットサ

ービスは「６．本サービス

の基本事項（３）WEB チャ

ットの構築」で作成したも

ので良いか。 

リッチメニューの設

定、画像準備は当市が

行う想定です。 

ただし、リッチメニュ

ーの設定は起動用の

URL を設定する作業を

想定しており、これ以

上の作業がある場合は

協議とします。起動す

るチャットボットサー

ビスについては、ご認

識のとおりですが、

LINE ブラウザでの動

作を保証いただく必要

があります。 

D10 
非機能要件 

連番 11 

初期構築期間終了後（令和

３年３月１日以降）も QAデ

ータの追加修正等が発生す

ることが想定されるが、そ

の内容を外部公開前に職員

様に確認いただくための試

験環境を維持する必要があ

るか。 

不要です。 



D11 
機能要件 

連番 16 

ホームページ上のリンクは

貴市が設定するという認識

で良いか。 

受託者より提供のあっ

た URLを、当市が HP上

に公開します。 

D12 
機能要件 

連番 18 

貴市独自キャラクターの画

像データについては貴市よ

りご提供いただける認識で

良いか。 

ご認識のとおりです。 

D13 
機能要件 

連番 28 

提案した 1,000件以上の標

準 QA データは令和３年３

月１日時点でチャットボッ

トに反映されている必要が

あるか。 

初期構築業務の範囲内

ですので、令和 3 年 2

月 28 日までに反映さ

れる必要があります。 

D14 
機能要件 

連番 29 

都道府県が所管する範囲の

QA データも標準 QA データ

の件数に含めて良いか。 

問題ありません。 

D15 
機能要件 

連番 30 

提案した 300件以上の独自

QA データは令和３年３月

１日時点でチャットボット

に反映されている必要があ

るか。 

初期構築業務の範囲内

ですので、令和 3 年 2

月 28 日までに反映さ

れる必要があります。 

D16 募集要項 p.1 

初期構築費とは提案仕様書

７ページに記載の７．スケ

ジュールの初期構築（利用

準備）から内部テスト（2020

年 12 月～2021 年 2 月）ま

での費用という認識で良い

か。 

また、サービス利用料は提

案仕様書７ページに記載の

７．スケジュールの本番運

用（2020年 3月）の費用と

いう認識で良いか。 

ご認識のとおりです。 



E1 

募集要項 p.6 

(4)契約予定事業者選定後に

ついて 

市の契約書を使うとのこと

だが、以下のうちどれがベ

ースとなるのでしょうか。 

https://www.nishi.or.jp/ 

jigyoshajoho/keiyaku/ 

kisoku/keiyakusho.html 

お示ししている市ＨＰ

上の小見出し「ダウン

ロード（令和 2年 10月

1 日以降に締結する契

約）」ファイル名「業務

委託契約書（契約約款）

特約含む（PDF：172KB）」

をご参照ください。 

E2 

提案仕様書 p.4 

10.遵守事項（1）一般的事項 

(カ) 

「その他本仕様書に記載さ

れていない事項及び作業

で、本サイトを稼動させる

に当たって必要不可欠な作

業については、市及び受託

者で十分に協議のうえ、市

の指示に無償で従うこと。」

とあるが、LINEリッチメニ

ューの設定は市側でご対応

されるという認識でよろし

いでしょうか。 

単純に URL の登録のみ

であれば、市側の対応

と想定しておりますの

で、設定するべき URL

を提供いただくまで

が、必要作業となりま

す。逆にこれ以上の作

業が発生する場合は、

本項における「必要不

可欠な作業」とみなし、

協議の対象となるとい

う考えです。 

E3 

一般仕様書 

2．委託業務の履行に関する

事項(3)成果物に関する権利

の帰属 エ 

非機能要件連番 21に「共同

利用型のサービス」につい

て言及されているが、この

ようなサービスを提供する

場合に西宮市様のデータを

活用して問題ないでしょう

か。 

市が作成する「独自 QA

データ」は対象外とし

ますが、受託者が市に

提供する「自治体向け

標準 QAデータ」につい

ては検索内容等のデー

タをチューニングなど

に活用いただくことは

問題ありません。 

E4 

提案仕様書 p.2 

6.本サービスの基本事項 

(1) （ア） 

（ア）でいう［業務」とは、

「引越し」という大きなカ

テゴリを意味しているの

か、或いは、引越しの中に

ある「転入の手続き」など

の業務が該当するのでしょ

うか。 

この例でいうと、「引越

し」という大きなカテ

ゴリを意味していま

す。 



E5 
提案仕様書 p.5 

10.遵守事項(6) 

「市のデータを契約の範囲

を超えて利用してはならな

い。」と記載がありますが、

今回作成する QA データは

「市のデータ」にはあたら

ないと考えてよろしいでし

ょうか？ 

市が作成する「独自 QA

データ」は「市のデー

タ」にあたるとの認識

ですが、受託者が市に

提供する「自治体向け

標準 QAデータ」はこれ

に当たらないとの認識

です。 

E6 
機能要件一覧表 

連番 25～27 

行政分野で使用されている

表記のゆれに関して、“選

定についての提案”の実

施、は受託後と考えてよろ

しいでしょうか？ 

ご認識のとおりです。 

E7 提案者募集要項 p.2 

西宮市指名競争入札参加資

格者名簿に未登録の法人の

場合、印鑑証明書、納税証

明書、商業登記履歴事項全

部証明書提出とあります

が、写しでも問題ありませ

んでしょうか。 

写しで結構です。 

E8 提案者募集要項 p.3 

弊社は支社名にて貴市指名

競争入札参加資格者名簿に

登録しております。委任状

は指名競争入札参加資格者

名簿の代表者から代理人へ

の権限委任であるとの理解

でお間違いないでしょう

か。つきましては本社代表

取締役からの委任は不要と

の理解です。 

ご認識のとおりです。 

E9 提案仕様書 p.2 

（ウ）利用者への周知方法

と認知度向上に向けた提案

について、提案は費用内で

の提案が必要でしょうか。

例えば、貴市の広報紙への

掲載など、貴市の既存リソ

利用者への周知方法と

認知度向上についても

業務の一環という認識

です。ただし、これに

当市の既存リソースを

利用することは可能で



ースを使った提案でもよろ

しいでしょうか。 

す。 

 

 


