質問回答書
業務名：会津美里町デマンド交通システム更新業務
令和４年２月２５日
㈱会津美里振興公社
№

該当項目

質問事項

回答

1

実施要領

全体について、提案の上限金

非公開です。

額に関する記載が御座いませ

提案価格とシステムの内容を重

んでしたが、今回の更新業

要視しています。

務における上限のご予算金額
が御座いましたら、ご教示下
さい。また、可能であれば
大まかに費目別にご教示頂け
ますと幸いです。
2

実施要領

全体について、提案内容に対

非公開です。

する評価基準・配点表等は⾮

提案価格とシステムの内容を重

公開でしょうか。提案内容

要視しています。

作成にあたり、どういった点
を特に重要視されているのか
を参考にしたいと考え、お
伺いするものです。
3

実施要領

全体について、今回の提案内

提案内容や落札金額等について

容や落札金額等について、ど

は非公開です。

こまで世の中に公開される
ものでしょうか。また、内容
の㇐部に非開示要望をする事
は出来ますでしょうか。
4

実施要領

4.(3)について、契約期間は今

5 年間の一括契約の予定です。

回 5 年間と記載御座います
が、年度毎更新ではなく、5
年間の㇐括契約という理解で
良いでしょうか。
5

実施要領

5.について、⼊札にあたり事
前の⼊札事業者登録などは不
要という理解で良いでしょ
うか。

不要です。

6

実施要領

7.(4)①について、ハードウェ

ハードウェアは受託者にて一括

アは弊社にて㇐括購⼊後納品

購入後納品となります。

か、弊社から参考見積もり

また、導入後のハードウェアの

を提示の上、会津美里町様に

保守については、そのとおりで

て該当の機器を別途購⼊され

す。

るのかご教示下さい。ま
た、弊社から納品する場合、
導⼊後のハードウェアの保守
も弊社に求められるもので
しょうか。
7

8

仕様書

仕様書

当社のシステムはクラウド型

当社にとって有益であると判断

ではなく、オンプレ型です。

できるのであれば、それでも構

ご提案可能でしょうか

いません。

キャッシュレス決済機能を有

キャッシュレス決済機能を含め

してません。ご提案可能でし

た提案としてください。

ょうか

また、№13 の質問及び回答をご
参考としてください。

9

仕様書

車載器はタブレットではな

当社にとって有益であると判断

く、IP 無線機とメモリカー

できるのであれば、それでも構

ナビの構成となります。ご提

いません。

案可能でしょうか
10

仕様書

インターネット予約は、

当社にとって有益であると判断

WEB アクセス（URL）して

できるのであれば、それでも構

利用する形で、アプリではあ

いません。

りませんので、PC とスマ
ホ・タブレット（iOS と
Android）の OS に依存せ
ず、WEB ブラウザでアクセ
スします。ストア登録型のア
プリではありません。ご提案
可能でしょうか
11

仕様書

オンプレ型なので、管理者

当社にとって有益であると判断

WEB という形での利用では

できるのであれば、それでも構

ありません。ご提案可能でし

いません。

ょうか

12

仕様書 2―2.1

キャッシュレス決済機能につ

より多くのキャッシュレス決裁

システム概要

いて、どの電子マネー、カー

に対応できる効率的かつ利便性

(4)

ド等に対応可能かなど、具体

の高いシステムに期待していま

的な機能詳細をご教示くださ

す。

い。
13

仕様書 2―2.1

キャッシュレス機能について

当社にとって有益であると判断

システム概要

は、デマンド交通と同一のシ

できるのであれば、それでも構

(4)

ステムで管理するメリットが

いません。

薄く、セキュリティ面や運用
面の課題も考えられるため、
デマンド交通システムとは切
り離したご提案とさせていた
だいてもよろしいでしょう
か。
14

仕様書 2.2 シス

(1)について、対象は町内全

テムの提供範囲

域という理解で良いでしょう

そのとおりです。

か。
15

仕様書 2.2 シス

(2)について、
「利用者が指定

テムの提供範囲

する乗降ポイント」と記載御

そのとおりです。

座いますが、現行同様のド
アツードア運用という理解で
良いでしょうか。
16

仕様書 2.2 シス

(3)について、
「車載タブレッ

SIM カードの手配も含みます。

テムの提供範囲

トの通信環境の整備等」と記

また、SIM 通信費の負担も含み

載御座いますが、弊社の責

ます。

任領域は SIM カードの手配
を含むのか、また含む場合は
SIM 通信費の負担までも含
むのか、ご教示下さい。
17

仕様書 2‐2.3

インターネット予約アプリと

当社にとって有益であると判断

(2)インターネ

ありますが、アプリ形式では

できるのであれば、それでも構

ット

なくインストールの手間が省

いません。

予約アプリ

ける WEB 形式（QR コー
ド）でのご提案でもよろしい
でしょうか。

18

仕様書 2.3 シ

(1)ア リアルタイムでの予約

リアルタイム予約の中に事前予

ステムに関わる

が仕様としてマストという理

約も含めて想定しております。

要件について

解で良いでしょうか。ウで
締め切り時間の任意設定も記
載されているので、事前予約
とリアルタイム予約の 2 つ
が必須であるとの理解をして
おります。

19

仕様書 2.3 シ

(2)ウ PC用のアプリも必要で

当社にとって有益であると判断

ステムに関わる

しょうか。スマートフォン用

できるのであれば、それでも構

要件について

アプリに対応していれば

いません。

基本的には十分であると思料
しております。
20

仕様書 2.3 シ

（１） のイ 「管理者 WEB

ステムに関する

への手動登録ができ

要件について

ること。
」とは、利用

利用者情報や予約情報を手動で
登録できることです。

客の手動登録ができ
ることで良いでしょ
うか。
21

仕様書 2.3 シ

（１）のエ 「運行範囲の設

本町は高田、本郷、新鶴の３地

ステムに関する

定が可能」とは、どういった

域で構成されており、各地域の

要件について

ことでしょうか。受付エリア

車両を効率的に運行させるよう

を制限できるような機能でし

設定する機能です。

ょうか。
22

23

仕様書 3.1 シ

機器設定表と機器配置図の具

どのような機器をどこに（オペ

ステム設計

体的なイメージについて、ご

レータ室や車両等）配置するの

教示頂きたく宜しくお願い

かわかるようなイメージ図を想

致します。

定しています。

仕様書 3.2 ネ

ネットワーク構成図の具体的

利用者、管理者、車両等とシス

ットワーク設計

なイメージについて、ご教示

テムのつながりがわかるような

頂きたく宜しくお願い致し

イメージ図を想定しています。

ます。
24

仕様書 3.3 デ

移行するデータは登録者のデ

登録者及びそれに付随する全て

ータ移行設計

ータのみでしょうか。そのほ

のデータです。

かにもあれば、ご教示下さ
い。

25

仕様書 4.1 ‐

現システムで利用しているネ

ネットワーク機器については仕

ネットワーク機

ットワーク（ルーター）と電

様書のとおりです。

器

話回線はそのまま利用させて

電話回線は現在のものを利用す

いただくことは可能でしょう

る予定です。

か。もしくは新規に回線の引
き込み、工事等が必要でしょ
うか。
26

仕様書 4.1 ‐

非常用単体電話機につきまし

通常の電話番号が使えない等の

その他機器

て、非常用とはどのようなケ

緊急の場合を想定しています。

ースを想定されていますでし
ょうか。
27

28

仕様書 4.2 ハ

(1) 予約受付端末について、

配車受付機能が使えることと、

ードウェア機器

デスクトップパソコンの仕様

データを CSV や Excel データ

仕様

は、最低限配車受付機能が

等で抽出できるものを求めま

使えれば何でも良いのか、そ

す。

れとも何か他に必ず⼊ってい

CPU：Core i5

なければならないその他仕

メモリ容量：8GB

様は御座いますでしょうか。

上記以上のスペックで、システ

また、CPU やメモリ要領等

ムが円滑に使用でき、システム

の要求スペックがある場合

バージョンアップにも対応でき

は、そちらもご教示下さい。

るものを求めます。

仕様書 4.2 ハ

(2) 車載端末について、タブ

問題ございません。

ードウェア機器

レット充電用のシガーソケッ

仕様

トもあった方が良いと考え
ておりますが、併せてご提案
しても問題御座いませんでし
ょうか。

29

仕様書 4.2 ハ

(3) ネットワーク機器につい

既存のネットワーク回線でシス

ードウェア機器

て、車載器以外の固定端末

テムが問題なく使用可能であれ

仕様

は、既存のインターネット回

ば、ネットワーク自体の新規整

線に対して接続するための機

備は必要ありません。

器（例：LAN ケーブル等）

特別なネットワークが必要な場

のみを弊社側では用意すれば

合はご提案ください。

良いという認識でお間違いな
いでしょうか。それともネッ
トワーク自体も新規に弊社

で整備が必要でしょうか。
30

その他

プレゼンテーション審査につ

現段階では問題ございません。

きまして、福島県外や関東圏

詳細については、参加者に事前

などからの参加は、問題ござ

に通知いたします。

いませんでしょうか。
参加者の条件などがありまし
たらご教示ください。

