
 

質問書(回答) 

 

 質問内容 資料名及び質問箇所 回答 

１ 水道標準プラットフォームの月額利

用費については、委託者と水道標準プ

ラットフォーム事業者の間で契約す

るとありますが、その分の費用につい

ては、保守見積に含む必要はない認識

でよろしいでしょうか。 

プロポーザル実施要領 

P.8_16_(2) 

事業者契約範囲 

ご理解のとおりです。 

 

 

２ 「カ プレゼンテーションは提出さ

れた資料を使用すること」とあります

が、提出した資料をそのまま投影する

形でしょうか？それとも、別途パワー

ポイントで提案書に記載している内

容をプレゼン用にまとめたものを用

意しても良いのでしょうか。 

プロポーザル実施要領 

P.7_13_(3) 

二次審査_その他 

別途パワーポイントを用

意されても問題ありませ

ん。ただし、提案書に記載

のない事項の説明、追加資

料の配布は認めません。 

３ 二次審査基準にデモンストレーショ

ンの評価がありますが、プレゼンテー

ションではシステム実機をお見せす

ることは可能でしょうか。 

プロポーザル実施要領 

P.7_13_(3) 

二次審査_その他 

可能ですが、提案書に記載

のない事項の説明は認め

ません。 

４ 実績評価には上水道 GIS とあります

が、GIS を活用した同種事例（例えば

下水道 GIS）なども実績に含むことは

可能でしょうか。 

プロポ―ザル評価基準 

別紙 1_1 

業務実績調書 

上水道のみを評価対象と

しています。 

５ 本業務では、大町町、江北町の給水管

新規構築（約 6,200 件）も見積りに含

める認識でよろしいでしょうか。 

なお、登録方法は申請書より作図し情

報登録を行う想定でよろしいでしょ

うか。また、上記以外のデータについ

ては、すべてデータ変換を想定してよ

ろしいでしょうか。 

プロポーザル仕様書 

別紙１ 

データ必須入力項目一覧表 

 

ご理解のとおりです。 

なお、登録方法は、企業団

より提供する給水台帳等

を基に作図及び属性情報

登録することとします。 

また、大町町、江北町以外

についても必要があれば

作図等作業を行うことと

します。 

６ 各市町村のファイリングデータの数

量が記載されていますが、提供される

データと紐づいた（リンクした）電子

データとして用意がある認識で良い

でしょうか。 

プロポーザル仕様書 

別紙１ 

データ必須入力項目一覧表 

 

電子データとして用意し

ます。しかし、一部ファイ

リングデータと紐づけが

できていないものがあり

ます。 



７ 属性一覧について、データ変換した際

に登録がない情報については、ブラン

クでよろしいでしょうか。 

プロポーザル仕様書 

P.6_第 22 条 

ご理解のとおりです。 

８ クライアント９台までの回線工事費

は本業務に含まれますでしょうか。 

プロポーザル仕様書 

P.7_第 25 条 

含みます。 

９ JV での参加は可能でしょうか。可能な

場合、様式等はございますか。 

実施要領  

6 参加資格 

可能です。 

JV での参加の場合は、佐賀

県建設工事共同企業体取

扱要領に準じた協定書及

び編成表を提出してくだ

さい。 

10 JV で参加可能な場合、業務実績調書

は、各企業の実績を指定の実績余白に

記載で宜しいでしょうか。 

様式第 3号  

業務実績調書 

記載して問題ありません。 

11 不明管データの数量、作業量をご提示

願います。 

仕様書  

第 18 条の 2（業務の範囲） 

延長等の把握はできてい

ない為、提示できません。 

作業量については、受託者

と協議の上、決定します。 

12 住宅地図データのライセンス数をご

提示願います。 

仕様書  

第 21 条（背景図データ） 

デスクトップ型パソコン

及びタブレット型パソコ

ン台数の合計である 17 ラ

イセンスです。 

13 NO.68 統計・集計の箇所の評価のポイ

ントに記載する「提供資料１」につい

てご提示願います。 

仕様書  

別紙 3システム機能証明書 

別添「提供資料１」のとお

りです。 

14 令和 4年度の成果品「水道マッピング

システム用背景図」は、令和 5年度の

成果品でもよろしいでしょうか。 

仕様書  

第 32 条（成果品） 

令和4年度支払限度額を充

当できれば変更可としま

す。 

15 プラットフォーム指定ネットワーク

利用サービスを敷設済みとあります

が、以下についてご提示ください。 

①本ネットワークは本所・大野浄水場

ともに敷設されていますか。 

②本ネットワークと庁内ネットワー

クは、接続されていますか。それとも

単独のネットワークですか。 

③拠点側（クラウド～貴庁舎）の接続

は、どのような回線でしょうか。 

仕様書 第 42 条 2 

（ネットワーク） 

①既存の簡易台帳システ

ムは、モバイルルーター及

びモバイルSIMで運用中で

あるため、拠点側の物理回

線は本所及び大野浄水場

ともに未敷設です。 

②単独でのネットワーク

です。 

③本所及び大野浄水場へ

の拠点側の接続には物理



回線の敷設が必要と想定

しますが、回線のメニュー

や種類（クラウド側及び拠

点側ともに）は、提案者の

システムの通信量次第で

の選定となるので、最適な

回線の提案を行ってくだ

さい。 

16 「プレゼンテーション前日までに出

席者数を報告すること」とあります

が、報告手段に指定はございますか。 

プロポーザル 実施要領 p6 

「13 二次審査（2）プレゼン

テーション ウ」 

事務局アドレスへメール

にて報告してください。 

17 「プレゼンテーションは、提供された

資料を使用すること」とは、提案書等

の記載内容の抜粋のみを使用可能と

いうことでしょうか。提案書等の記載

内容を要約した資料(パワーポイント

等)を使用してもよろしいでしょう

か。 

プロポーザル 実施要領 p7 

「13 二次審査（3）その他 

カ」 

上記２回答のとおりです。 

18 現行システムにおいて、もともと精度

の高い地形図を使用されている地域

があるかと存じます。その場合、あえ

て市販地図には入れ替えず、市販地図

データは別途背景として作成する（重

ねる）等の方法でよろしいでしょう

か。 

仕様書 p5 

第 18 条 

ゼンリン地図を主背景図

として使用することを予

定いているので、現行シス

テムの地形図は、別途背景

として使用することを想

定しています。 

19 積算に必要なため、不明管データの延

長はどれくらいを想定されているか

ご教示ください。 

仕様書 p5 

第 18 条 2 

上記 11 回答のとおり、延

長等の把握ができていな

い為、積算不要とします。 

 

20 背景図データは最新の住宅地図デー

タを使用しなければならない。」とあ

りますが、ゼンリンを想定されていま

すか。その場合、ゼンリンではなく同

等の市販地図データでも代用可能で

しょうか。 

仕様書 p6 

第 21 条 

背景図はゼンリン地図を

想定しています。同等の市

販地図データでの代用を

検討する場合は、委託者の

承認を得ることとします。 

21 ゼンリンを使用される場合、ゼンリン

の背景地図を印刷する事も想定され

ていると思います。その場合 A3 サイ

ズ以下で印刷後保管や配布をするこ

仕様書 p6 

第 21 条 

年間保管・配布想定枚数

は、下記のとおりです。 

A3 サイズ以下：約 2,000 枚 

A2 サイズ以上：0 枚 



とはありますでしょうか。これについ

ては、費用が発生します。年間の保管・

配布想定枚数をご教示ください。 

また、ゼンリンの背景図で A2 以上の

印刷は年間何枚定を想定されていま

すでしょうか。こちらも併せてご教示

ください。 

22 令和 4 年度成果品の納入期限が令和 5

年 3 月 15 日までとの指定がございま

す。「プロポーザル 実施要領 P2」の「5 

スケジュール」おいて契約日が令和 5 

年 2 月 28 日であるため、非常に厳し

い期間かと存じます。成果品としての

背景図は、どのような形を想定されて

いますでしょうか。 

例として、「PC に市販地図をセットア

ップし、機器ごとに納品しなければな

らない。」や「購入した市販地図だけを

納品すればよい。」などが考えられま

す。ご教示ください。 

仕様書 p8 

第 31 条 （1） 

購入した市販地図だけの

納品で問題ありません。 

23 「大判プリンター・スキャナ」につい

て、スキャナも大判対応のものでしょ

うか。また、数量が２台との記載です

が、大判プリンターとスキャナがそれ

ぞれ１台ずつなのか、それぞれ２台ず

つなのかをご教示ください。 

 

仕様書 p9 

第 32 条（2）② ウ 

仕様書別紙4の4のとおり

です。本所と大野浄水場に

それぞれ１台ずつの合計

２台です。 

24 「メールで24 時間 365 日受け付ける

こと」とありますが、実際の対応は翌

営業日でもよろしいでしょうか。 

 

仕様書 p10 

第 35 条 

可とします。 

25 「ソフトウェアのメーカーから修正

プログラム」とは、ファームウェアの

ことを指すと考えてよろしいでしょ

うか。ご教示ください。 

仕様書 p11 

第 35 条（5） 

ご理解のとおりです。 

26 令和 3年度実績で給水台帳ファイリン

グの数量は 1,900 戸ですが、枚数でご

提示いただくのは可能でしょうか。 

仕様書 p12 

第 39 条 

約 5,700 枚です。 



27 令和 3年度実績④⑤のファイリングに

ついて、資料提供は「紙媒体等の原本」

もしくは「PDF 等のデータ」のどちら

を想定されていますか。ご教示くださ

い。 

仕様書 p12 

第 39 条 

PDF 等のデータを提供しま

す。 

28 「モバイル回線」は、現場で使用する

回線という認識でよろしいでしょう

か。 

仕様書 p12 

第 9 章（水道標準プラットフ

ォームが提供するサービス

内容） 4 

ご理解のとおりです。 

29 タブレットの仕様で、運用面での目的

や用途等が満たされるのであれば、

iOS に変更は可能でしょうか。 

 

仕様書 

別紙4 3.クライアント端末

（タブレット） 

変更可能としますが、委託

者の承認を得ることとし

ます。 

30 佐賀県内における実績と国内におけ

る実績で、それぞれ３件まで記載でき

る様式となっています。それぞれに該

当する実績が３件以上の場合は、代表

的なものを絞って記載するというこ

とでしょうか。もしくは、３件を越す

場合は欄を増やして記載するのでし

ょうか。ご教示ください。 

様式第 3号 業務実績調書 ３件を越す場合は、欄を増

やして記載してください。 

31 「提供資料 1」が見当たりません。資

料の提供をお願いします。 

・仕様書 別紙 3 No.68 

・様式第 7 号 機能証明書 

NO.68 

上記13回答のとおりです。 

32 貴企業団の水道事業供給地域に一部

佐賀市が含まれておりますが、仕様書

で定義されております（業務の対象区

域）には佐賀市が入っておりません。 

水道マッピングシステム背景図デー

タの準備を進める必要がありますが、

佐賀市の住宅地図は必要ないでしょ

うか。 

仕様書 5頁 

第 2章 第 16 条 

 

仕様書 6頁 

第 2章 第 21 条 

佐賀市住宅地図も必要な

ため、仕様書 5頁第 2章第

16 条については、「業務の

対象区域は、甲が管理する

用水供給区域および給水

区域とする。」に変更しま

す。 

 


