美濃市ホームページリニューアル業務
番号

項目

仕様書P4 3業務内容
(2)デザイン(キ)
1
仕様書P7 5移行範囲
(1)対象サイト

質問に対する回答

質問

回答

独自デザインのサイトは「美濃市図書館ホーム
ページ」「美濃和紙の里会館ホームページ」の2
つと指定されています（仕様書p4）。一方、移行
対象の中に「美濃市学校ホームページ」がありま
ご認識のとおりです。
す（仕様書p7）。これらの要件から、「美濃市学
校ホームページ」は、市サイトの一部(独自デザ
インではないコンテンツ)として移行するという
認識で間違いないでしょうか。

2

仕様書P5 3業務内容
(5)ページ移行(カ)

CMS管理外のコンテンツとして想定しているのは
次のとおりです。
・美濃市学校ホームページ
「CMS管理外のコンテンツについては、現状を調
（http://www.edu.city.mino.gifu.jp)
査し、その移行作業を行うこと」とありますが、
・本美濃紙とは
具体的にどのページがCMS管理外コンテンツなの
（http://www.city.mino.gifu.jp/honminoshi/)
かご教示ください。
・美濃市ハザードマップ
（http://www.city.mino.gifu.jp/archives/haza
rdmap/index.html)

3

仕様書 P7 4機能要件
(2)サーバ機能要件(エ)

現行のディスク使用量はデータベースサーバが約
現行サイトのディスク使用量について、ご教示く
260GB、アプリケーションサーバが約320GBになり
ださい。
ます。

仕様書 P7 4機能要件
(2)サーバ機能要件(サ)

J-LISの「脆弱性セルフ診断ツール」に関しまし
ては、オープンソースのソフトウェアである
「OWASP ZAP」を利用しております。「OWASP
ZAP」をご利用いただくことで最新版の脆弱性セ
ルフ診断ができますので事前にご確認ください。
チェックの実施時期につきましては、運用開始前
の稼働テスト時に実施することを想定していま
す。
参照URL：https://www.jlis.go.jp/spd/security/vlun_self_diag/zeijak
usei.html
診断ツールURL:https://www.zaproxy.org/

4

5 仕様書 P10 8納品

6

実施要領 P2 4提案上限額
(2)

仕様書に記載のある「脆弱性セルフ診断ツール」
について、J-LISに問い合わせたところ、現在は
提供もしていないとのことでした。すでに、貴市
がそのツールをお持ちであり、貴市でチェックし
ていただき、その結果をご提供いただく形になり
ますか。また、チェックの実施時期は、DNSの切
り替え後（つまり運用開始後）に実施されるとい
う認識で間違いないでしょうか。

「（カ）コーディングガイドライン」は、具体的 CMSのプログラム以外のWebサイト制作における全
に何を指すか（プログラム、HTMLなど対象は何
てとなります。（HTML,CSS,Javascriptなどで利
か）ご教示ください。
用するもの全てでお考えください。）
現在の運用保守費用について、ご教示下さい。

月額360,000円となります。（税込）

実施要領 P7 11審査方法
7 (2)二次審査（選定委員による審
査）

選定委員会の審査委員の人数および、構成メン
バーをご教示ください。

審査委員は5人となります。
構成メンバーは次のとおりです。
・副市長
・総務部課長級職員2名
・学識経験を有する者（市職員以外）2名

8 実施要領 P8 12審査基準

評価方法にある各点数は、選定委員会の各審査委
員が（ア）～（エ）までの点数をつける事になり
ますか。
その場合、満点は何点になるかご教示ください。

(ア)企画提案書評価点、(イ)機能仕様回答評価は
一次審査で総合政策課が審査を行います。
(ウ)プレゼンテーション評価、(エ)見積価格評価
は二次審査で各審査委員により審査を行います。
満点は600点となります。（一次審査300点、二次
審査300点）

9 CMS機能要件一覧 N0.106

「ファイルの種別によって容量の制限ができるこ
と。」とありますが、コンテンツサイズではな
画像を5MB以内、動画を500MB以内としたいためで
く、ファイルの種別毎に制限する理由をご教示く す。
ださい。

10 CMS機能要件一覧 N0.113

「画像は右クリック以外の方法でダウンロードが
右クリックが扱えない端末での操作を想定し、ダ
可能なこと。」とありますが、 例えばどのよう
ウンロードボタンなどを追加するなどの方法を想
な方法でダウンロードされることを想定している
定しています。
かご教示ください。

11 CMS機能要件一覧 N0.125～128

「携帯・スマートフォン対応」項目に記載されて
いる「携帯用ページ」とは、スマートフォン・タ
ご認識のとおりです。
ブレット向けのページであるという認識でよろし
いでしょうか。

12 CMS機能要件一覧 N0.146

仕様書にある、方針の中に利用者の利便性のた
め、原則3クリック、最大5クリック程度で辿りつ
く階層を理想としております。お知らせなどの記
「無限スクロール形式の一覧表示に対応可能なこ
事が多くある一覧ページなどは、次ページに遷移
と。」とありますが、ページ一覧における無限ス
しなければなりません。ページ遷移を繰り返すの
クロールでないといけない場面はどのような場合
は利用者の利便性を損なう恐れがあるため、無限
を想定しているかご教示ください。
スクロール形式に対応した方法と次ページを利用
した方法のどちらも選べる状態で検討する必要が
あるためとなります。

13 CMS機能要件一覧 N0.160、161

カレンダーへiCal形式のファイルのインポートし
…」とありますが、構築時に移行するための機能
ですか。その場合、その他の方法で移行ができれ
ば問題ないのであれば、どのイベントカレンダー
からの移行かご教示ください。構築時の移行のみ
ではない場合、どのような運用を想定しているか
ご教示ください。

14 CMS機能要件一覧 N0.211～215

「独自のサイト内検索機能とすること。」とあり
ますが、Googleカスタム検索の利用は、この要件 ご認識のとおりです。
を満たさないということでしょうか。

15 CMS機能要件一覧 N0.221～224

LINE利用者への到達率や利便性を考えた独自機能
「LINE連携」項目のNo.221から224の要件につき
を想定しておりますが、独自の機能以外で到達率
まして、どこかのサービスを参考にされておられ
や利便性をあげるサービスがありましたらご提案
るのであれば具体例をご教示ください。
ください。

16 CMS機能要件一覧 N0.228

「登録されているサイトを複製し、新たなサイト
を作成できること。」とありますが、ここでいう
Webサイト単位となります。
サイトとはコンテンツページをさしているという
認識でよろしいでしょうか。

データセンター要件 2
17
セキュリティ 2-2

「ICカード+パスワード認証による個人レベルで
の認証機能」とありますが「ICカード＋静脈認証
ご示唆いただいたとおりです。
による個人レベルでの認証機能」と同等と判断し
てよろしいでしょうか。

実施要領 P2 5参加資格
18
(11)

「業務体制内に下記の技術を有する者を充てる」
とありますが、提案者及び予定している一部再委
ご認識のとおりです。
託先のいずれもが対象となるとの認識でよろしい
でしょうか。

iCal形式とはスケジュールの標準フォーマットと
なります。構築時や移行時に必要なものではな
く、一般利用者に利便性を持たせる機能となりま
す。

① 正本1部、副本10部はどのように区別すればよ
① 正本と副本に差異はございませんので、企画
実施要領 P5 10企画提案書の提出 ろしいでしょうか
19
提案書を11部ご提出ください。
(2)提出書類及び提出部数(ア)
② 企画提案書表紙（様式3）には事業者印及び代
② 押印は必ずしも必要ではありません。
表者印は必要でしょうか。
20

21

実施要領 P5 10企画提案書の提出 見積書には事業者印及び代表者印は必要でしょう
押印は必ずしも必要ではありません。
(2)提出書類及び提出部数(エ)
か

仕様書 P7 4機能要件
(2)サーバ機能要件(ウ)

CMSサーバに接続するために、庁内ネットワーク
環境及び利用端末の設定変更が必要になることと
想定されます。
通信機器の設定等について受託者が責任を持って
行うこととありますが、他業務への影響を考慮
し、庁内ネットワーク保守会社で行っていただく
ことはできますでしょうか。その際の費用はどう
なりますか。

CMSサーバ接続に必要な既存環境の設定変更につ
いては、庁内ネットワーク保守会社で実施可能で
す。その際の費用は、庁内ネットワーク保守業者
との金額、契約等の相談が必要になりますので、
庁内ネットワーク保守業者と本市、受託者の3者
で相談することを想定しています。

仕様書 P2 1業務の概要
22
(2)目的

Twitter、LINE連携機能について、現在はLINE、
Facebookの広報アカウントを開設、運用されてい
具体的な時期は未定ですが、利用する予定です。
ますが、今後はTwitterの利用も行う予定でしょ
うか。

仕様書 P4 3業務内容
23
(2)デザイン(ウ)

主要ページに該当する範囲について、「総合トッ
プページ」「行政トップページ」「目次ページ」
ご示唆いただいたとおりです。
「記事ページ」を想定していますがよろしいで
しょうか。

24 仕様書 P8 6職員への支援

操作マニュアルの作成と操作説明について、作成
するマニュアルは、投稿者用、承認者用、管理者
用とし、兼務となる場合は複数のマニュアルを利 ご認識のとおりです。
用していただき、複数の研修を受講いただくとい
う認識でよろしいでしょうか。

25

仕様書 P9 7運用・保守
(7)職員操作研修

26 CMS機能要件一覧 No.114

① 研修内容は、投稿者で構築業務時の内容に準
ずることとし、事前に美濃市様と協議することで ① 利用状況に応じて研修内容を変更することも
よろしいでしょうか。
想定しており、事前に協議することとします。
② 承認者向け・管理者向けの操作研修は対象外 ② ご認識のとおりです。
という認識でよろしいでしょうか。
「警告を表示し、修正できること」とあります
が、セキュリティのリスクを考慮し、手動で修正
するよりは自動で変換されることが好ましいと考 警告を表示せず自動で変換される仕組みがある場
えております。
合はそちらを採用することも可能です。
警告の表示をせず自動で変換される仕組みがある
場合はそちらを採用してもよろしいでしょうか。

