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 令和４年12月14日 

 

四国中央市公式 LINE 情報配信システム構築業務 

提案参加予定事業者 各位  

 

                             四国中央市長  篠原 実 

                               

四国中央市公式 LINE 情報配信システム構築業務に係る企画提案について、照会のありました

質問事項に対する回答は、次のとおりです。 

  

質問 
番号 

質問箇所 質問内容 回 答 

１ 

仕様書の１頁 

題名「５．業務の概要 

(2)運用・保守」につ

いて 

クラウドサービスのため、ソフト

ウェアのバージョンアップ（機能

追加・機能強化を含む）について

は、個別の協議ではなく、自治体

様専用ポータルサイトにより、ご

利用自治体様に対し、事前の連

絡、周知とさせていただいており

ますがお差支えないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

２ 

仕様書の１頁 

題名「５．業務の概要 

(3) 計画的なシステム

停止」について 

クラウドサービスのため、個別の

協議ではなく、自治体様専用ポー

タルサイトにより、ご利用自治体

様に対し事前の連絡、周知とさせ

ていただいております。また、シ

ステム停止の周知については、実

施日の7日前までに掲載させてい

ただきますがお差支えないでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

３ 

仕様書の３頁 

題名「８．市政情報配

信に係る各機能」につ

いて 

該当箇所に記載のセグメント配信

機能の操作権限については、実装

希望の項目でしょうか。 

お見込みのとおりです。 



４ 

仕様書の３頁 

題名「８．市政情報配

信に係る各機能 (1) 

利用者情報登録アンケ

ート機能」について 

「アンケートにおいて利用者が登

録する受信設定項目については、

利用者自らが確認、変更及び削除

ができること。」 

上記記載がございますが、「削

除」そのものはできないため、各

項目に「選択しない」等の選択肢

を設定する形にてご案内をしてお

りますがお差支えないでしょう

か。 

選択しないことによって、選択し

たセグメントに関して配信されな

い等削除と同様な機能であれば差

支えございません。 

５ 

仕様書の４頁 

題名「８．市政情報配

信に係る各機能 (3) 

セグメント配信機能」

について 

定期配信ではなく、配信済み内容

を複写して登録できる機能があれ

ば問題ないでしょうか？また、差

し支えなければ、定期配信を想定

されている内容をご教示いただけ

ないでしょうか。 

年ごとや月ごとのイベントについ

て配信済みの内容を複写し、予約

配信できれば差支えございませ

ん。 

検診や面談、相談会など定期的に

あるイベントのお知らせを想定し

ております。 

６ 

仕様書の５頁 

題名「９．初期構築、

サポート体制等 (3) 

サポート体制」につい

て 

職員様に対する操作説明はオンラ

イン（Zoom等）での実施を前提と

しておりますがお差支えないでし

ょうか。 

操作説明会はオンサイト、オンラ

インどちらでも差支えございませ

ん。 

７ 

仕様書の５頁 

題名「９．初期構築、

サポート体制等 (3) 

サポート体制」につい

て 

各機能および新機能に関するご説

明会については、ツールからのお

知らせおよび自治体様専用サイト

から随時ご案内しており、任意で

のお申し込み、ご参加頂く形とし

ておりますがお差支えないでしょ

うか 

（個別実施ではなく、ご利用自治

体様全体へのご案内としておりま

すがお差支えないでしょうか。） 

当市が新機能を営業担当者やメー

ル等から認知でき、かつ説明会が

実施されるのであれば差支えござ

いません。 

８ 

仕様書の５頁 

題名「９．初期構築、

サポート体制等 (3) 

サポート体制」につい

て 

お問い合わせは、原則サポート窓

口にてメールでの受付とさせてい

ただいております。 

また、サポート窓口のメール受付

は24時間365日で、電話対応時間

は平日9:00-18:00となりますがお

差支えないでしょうか。 

差支えございません。 



９ 

仕様書の５頁 

題名「９．初期構築、

サポート体制等 (3) 

サポート体制」につい

て 

操作マニュアルを電子データで作

成することについて、本システム

は操作マニュアルを管理画面で常

時確認できる状態ですが、電子デ

ータでの提出は必要でしょうか。 

仕様書で電子データでのマニュア

ル提出を求めていることから、マ

ニュアルのダウンロードまたは管

理画面でマニュアル電子データの

確認が可能と当市が判断すれば、

管理画面からのマニュアルの確認

方法を媒体へ保存し提出くださ

い。 

10 

仕様書の６頁 

題名「13．その他 (1) 

受注者の責務」につい

て 

受注者の責務として LINE 株式会

社に対する申込み、支払い等の手

続きを行うこととありますが、

LINE社の規定により地方公共団体

プランの申し込み手続きは地方公

共団体に所属している方からの申

込が必須とされており、代理店な

どを経由することができないため

受注者で手続きを行うことができ

ませんが問題ないでしょうか。 

すでに当市では公式アカウントを

取得しており、また、今回の構築

業務で必要な経費について、見込

んでいただくことを想定した文言

となりますので、お見込みのとお

りとなります。 

11 

実施要領の２頁  

題名「６．提案者に求

められる参加資格要件 

(7)」について 

参加表明者が過去に実績がなかっ

たとしても、開発元として提案シ

ステムに実績があれば問題ないで

しょうか。 

参加表明者に公式 LINE 情報配信

システム構築業務を元請として完

了した実績がなければ、参加資格

はございません。ただし、グルー

プ企業等が公式 LINE 情報配信シ

ステム構築業務を元請として完了

した実績があり、なおかつ今回の

構築に携わることを証するのであ

れば、参加することは可能です。 

12 

実施要領の５頁  

題名「13．第２次審査

の実施」について 

第2次審査において一部参加者の

オンラインでの参加はお差支えな

いでしょうか。 

差支えございません。 

13 

実施要領の５頁  

題名「13．第２次審査

の実施」について 

プレゼンテーションについて、現

在コロナ感染の状況が未だ収束し

ておらず、関東地方在住の担当者

は現地参加が難しい可能性が高い

と思われます。その場合、リモー

ト会議で参加をさせていただくこ

とは可能でしょうか。 

差支えございません。 



14 

実施要領の６頁  

題名「15．受託者の選

定について」について 

プレゼンテーションでは、提出し

た企画提案書の抜粋版を使用する

ことは問題ないでしょうか。ま

た、プレゼンテーション中に、シ

ステムのデモンストレーションを

実施させていただくことは問題な

いでしょうか。 

抜粋版を使用いただくことは差支

えございませんが、どのページを

指し示すかわかるようにしてくださ

い。また、企画提案書作成要領２

ページ目の３.プレゼンテーション

評価点の評価項目の内容は網羅

してください。 

なお、持ち時間の中でデモンストレ

ーションを実施することは差支えご

ざいません。 

15 

機能要件兼回答表 

題名「２.リッチメニ

ュー」について 

利用規約に同意するまでリッチメ

ニューの全機能が使用できなけれ

ば、リッチメニューの画像は入れ

替える必要がないでしょうか。 

お見込みとおりです。 

16 

機能要件兼回答表 

題名「３.セグメント

配信 22」について 

週単位での指定の場合、「毎週、

第1週～第5週、隔週、3週間ご

と、4週間ごと、5週間ごと」が選

択できれば問題ないでしょうか。 

差支えございません。 

17 

機能要件兼回答表 

題名「４.キーワード

応答機能 25」につい

て 

初期構築で設定するキーワード数

の想定件数は決まっていますでし

ょうか。 

※個数によって費用が変動いたし

ます。 

機能要件書で任意項目としている

ため、項目を満たす場合に評価す

るのであって、キーワード数の想

定件数はございません。したがっ

て、キーワード数応答数0でも仕

様上は差支えございません。 

18 

機能要件兼回答表 

題名「７．レポート機

能 40～43」について 

具体的にはどの機能で蓄積した内

容を想定されているかご教示お願

い致します。 

チャットボットのシナリオ回答選

択や問い合わせ内容を想定してお

ります。 

 


