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三原市市民満足度調査業務委託事業者選定（公募型プロポーザル）に係る質問事項及び回答について 

 

令和３年４月７日掲載 

番号 受付日 質問事項 回 答 

１ 令和３年４月６日 三原市市民満足度調査業務の公募型プロポーザル実施

要領において，「６ 参加表明書等の提出」，「（1）提出書

類」，「（ｲ）添付書類」に記載の商業登記簿謄本（履歴事

項全部証明書又は現在事項全部証明書）の提出は「写し

可」か「写し不可」か教えてください。 

 「写し可」とします。 

 

令和３年４月９日掲載 

番号 受付日 質問事項 回 答 

２ 令和３年４月７日 三原市市民満足度調査業務の公募型プロポーザル実施

要領（以下「実施要領」という。），「７ 企画提案書の提

出」（1）（ｲ）b 業務内容について，調査票のレイアウト

及び設問内容は、貴市と相談の上、受注者が策定すると

の理解でよろしいでしょうか。また、設問数はどの程度

を想定しておりますでしょうか。 

 調査票のレイアウト及び設問内容については，お見込

みのとおりです。 

 設問数については，三原市市民満足度調査業務仕様書

（以下「仕様書」という。）４（1）（ｱ）に記載している

内容を踏まえた，受注者からの提案によって決まります

が，回答者の負担感などを考慮すると，前回調査の32問

程度を想定しています。 

３ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b サンプ

ル数について，発送先は受注者で用意する必要がござい

ますでしょうか。条件等確定しましたら、貴市からご提

供頂ける認識でよろしいでしょうか。 

 アンケートの発送については，次の流れで行います。 

 ① 受注者から発注者へサンプル数について，男女

別，年齢別，地域別の内訳を提案する。 

 ② ①の内容について発注者，受注者で協議する。 

 ③ ①，②の内容を踏まえ発注者が調査対象者のタッ

クシールを作成し，受注者へ提供する。 



2 

 

番号 受付日 質問事項 回 答 

４ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b 調査方

法について，インターネットの回答フォームは受注者で

用意する必要がございますでしょうか。 

 受注者でご用意ください。 

５ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，回答者へのポ

イント付与を行う場合は、受注者でポイント付与のシス

テム構築が必要でしょうか。 

 受注者でポイント付与システムを構築してください。 

６ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，回答者へのポ

イント付与を行う場合は、どのようなポイントを想定し

ておりますでしょうか（Line ポイント、Amazon ポイント

など）。 

 市のLINE公式アカウントと連携したLINEポイントなど

が想定されますが，これに限定するものではありませ

ん。回収率の向上及び円滑な業務の遂行について考慮い

ただいた上でご提案ください。 

７ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，ポイント付与

は必須の仕様ではなく、回収率向上のための一例と考え

てよろしいでしょうか。システム上ポイント付与が難し

い場合などは、別の謝礼を用意するなどの提案も可能で

しょうか。 

 お見込みのとおりです。システム上のポイント付与は

一例であり，回収率向上が見込まれるような別の方法で

ご提案いただいても構いません。 

８ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，昨今 LINE の情

報流出の問題も懸念されますが、システム上使用できる

のであれば LINE を使用してもよろしいでしょうか。 

 三原市ではLINE公式アカウントの運用を継続してお

り，市民にLINE公式アカウントを通じてアンケート回答

のためのWEBフォーム等にアクセスしてもらう方法につ

いては差し支えありません。ただし，「トーク」画面の

中でチャットボット等を使い，アンケートの設問ごとの

回答を入力してもらう方法は，個人情報の取り扱いの有

無にかかわらず，現時点では行わない方針です。 
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番号 受付日 質問事項 回 答 

９ 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，三原市公式

LINEへの追加登録をWEBフォームで告知出来ないか検討

しておりますが、もし受注した場合は貴市から「登録ボ

タンの HTML タグ」や QR コードをご提供いただくことは

可能でしょうか。 

 友だち追加を誘導するQRコード画像及びURLを提供し

ます。 

10 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b（3）そ

の他，回収率向上に向けた提案について，LINE 公式アカ

ウント登録を促すチラシを同梱した場合、資材やデザイ

ン案は貴市から支給頂くことは可能でしょうか。 

 発注者でチラシのデータとＡ４判のコピー用紙を必要

数提供します。印刷及び封入は受注者でお願いします。 

11 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b【留意事

項】について，送付物の発送は貴市でご担当いただくと

の理解でよろしいでしょうか。受注者が発送を行う場合、

メール便での発送でよいでしょうか。 

 送付物の発送は発注者で行います。 

12 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b【留意事

項】について，アンケート返送先は貴市との理解でよろ

しいでしょうか。また，回収物は受注者へ送付していた

だけるとの理解でよろしいでしょうか。期間中複数回に

分けて受領することはで可能でしょうか。 

 アンケートの送付先は発注者となります。発注者に届

いた返信用封筒を未開封のまま受注者へ引き渡します。

引き渡しの時期，回数及び方法は発注者と受注者で協議

の上，決定させていただきます。 

 

13 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b【留意事

項】について，発送に係る郵便料を 420,000 円 を別途予

算措置としているということですが、420,000 円は税込

金額で考えてよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおり，税込金額です。 
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番号 受付日 質問事項 回 答 

14 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b【留意事

項】について，発送に係る郵便料 420,000 円は別途予算

措置としているとのことですが、420,000 円を超えない

発送料金については、予算額の 2,000,000 円に含めなく

てよいとの理解でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

 発送に係る郵便料に残額が生じた場合も予算額

2,000,000円に変更はありません。 

15 令和３年４月７日 実施要領「７ 企画提案書の提出」（1）（ｲ）b【留意事

項】について，返信に係る郵便料は受注者負担とありま

すが、発送に係る郵便料 420,000 円ではなく予算額

2,000,000 円の方での負担となりますでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

16 令和３年４月７日 三原市市民満足度調査業務仕様書（以下「仕様書」と

いう。）「４ 業務の内容」【留意点】について，往信用封

筒（角 2）、返信用封筒（長 3）及び調査票の仕様は何か

指定ございますでしょうか。 

 仕様については次のとおりお願いします。 

1 往信用封筒（発注者提供分を使用する場合） 

・左上に「ゆうメール」と記載。 

・下部に発注者の担当部署及び連絡先を記載。 

・市民満足度調査在中であることを記載。 

※各記載項目についてはシールやスタンプ等を使用

することも可能 

 2 往信用封筒（受注者において作成する場合） 

  ・上記「往信用封筒（発注者提供分を使用する場

合）」と同様となるよう作成すること。 

  ・別添「往信用封筒イメージ」を参考とすること。 

 3 返信用封筒 

    ・料金受取人払郵便に対応した様式とすること。 

  ・別添「返信用封筒イメージ」を参考とすること。 

 4 調査票 

  ・Ａ４判を想定しています。 
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番号 受付日 質問事項 回 答 

17 令和３年４月７日 仕様書「４ 業務の内容」【留意点】について，調査票

には，通し番号は印字しないとの理解でよろしいでしょ

うか。 

 通し番号は印字しない想定ですが，受注者において必

要と判断される場合は，発注者へ相談してください。 

18 令和３年４月７日 仕様書「４ 業務の内容」【留意点】について，挨拶状

は，調査票と別途で作成が必要でしょうか。 

 別途作成していただいても構いませんし，調査票と一

体で作成していただいても構いません。 

19 令和３年４月７日 仕様書「４ 業務の内容」【留意点】について，仕様書

中には，返送のあった調査票の回答入力業務についての

記載がございませんが、受注者が行うとの理解でよろし

いでしょうか。 

 お見込みのとおり，返送のあった調査票の回答入力業

務については，受注者にて行ってください。 

20 令和３年４月７日 仕様書「６ 成果品」について，（1）業務報告書 1部，

とありますが，印刷・製本の仕様に指定はございますで

しょうか。（白黒 or カラー、表紙など）また，製本はプ

リンター出力をホチキス止めするなど簡易なものでもよ

ろしいでしょうか。 

 印刷・製本の仕様に指定はありませんが，白黒印刷の

場合は図表などが判別できる仕様としてください。 

また，製本は簡易なもので構いません。 

21 令和３年４月７日 仕様書「６ 成果品」について，（1）業務報告書 1部，

とありますが，概要版の作成はなしとの理解でよろしい

でしょうか。 

 お見込みのとおり，概要版の作成はなしで構いませ

ん。 

22 令和３年４月７日 仕様書「６ 成果品」について，（2）業務成果に係る

電子データとありますが，具体的にどのようなデータを

想定しておりますでしょうか。 

 業務報告書及び集計データ（クロス集計を含む）の電

子データ（Word，Excel形式で保存したCD-R等）を想定

しています。 

23 令和３年４月７日 その他について，契約後，前回の報告書及び集計デー

タについて、Word，Excel などの編集可能な様式でご提供

いただくことは可能でしょうか。 

 前回報告書のWordデータを提供します。 

 

 


