
洲本市ホームページリニューアル業務委託プロポーザルに係る質問への回答 

 

番号 質 問 回 答 

 

 1 

想定しているサーバのハードウェア

のスペックを教えてください。 

【OS】:Red Hat Enterprise Linux 7 

【CPU】： QuadCore Intel Xeon 2.0GHz 相当

以上 

【メモリ】：8GB以上を推奨 

【HDD】：500GB～1TB程度（システム領域 10GB

を含む） 

上記が想定しているスペックです。 

 

2 

7-36、7-37 のデジタルブックについ

て、外部サービスの利用を検討してい

るが、それでも良いか。また、その向

け掛かる月額費用は保守費に計上す

ることでも良いか。 

CMS 機能要件一覧表に記載されている機能

を有しているのであれば、問題ありません。 

経費についてはご認識のとおりです。 

 

3 

internetExproler9とあるが、サポー

ト切れのため 11で良いか。 

お見込みのとおりです。 

 

4 

仕様書の 2.2 動作環境に関する要件

の中で、(2)のバックアップサーバー

とはデータをバックアップする NAS

のようなものと認識して良いか。 

NAS のようにデータを保管するだけではな

く、緊急時等即時対応できるように本番機同

等のサーバをご用意ください。 

 

5 

仕様書の成果物の納品に物理サーバ

で構成する場合、ハードウェアの納品

の記述がないが、サーバは提供される

のか。 

サーバは受託者から納品となります。 

 

6 

外部で作成された HTMLファイルや画

像ファイルなどを、リンク関係を保持

したまま CMS へ取り込むが一括で行

う必要があるか。 

取り込めれば可とします。 

 

 7 

LGWAN-ASP（クラウドサービス）を使う

場合、市役所庁内以外の施設に設置さ

れている文字放送用サーバへの通信は

困難であると想定される。 

もし、このようなシステムを提案する

場合、セキュリティシステムに関する

機器の設定変更等数か所の改修の必要

本市から保守業者に依頼をするため、本市が

負担します。 



性が予想される。庁内 LAN のシステム

変更に伴う洲本市様指定の業者の紹介

及びそれに掛かる費用は、今回のプロ

ポーザルに組み込んでおくべきなの

か？それとも、洲本市様でご負担いた

だけるものなのか、お教えください。 

 

8 

仕様書 1.4（3） 

公開予定は平成 31年 3月とあります

が、平成 31 年 3月 1日予定というこ

とでしょうか。 

公開予定は３月中ということです。 

 

9 

仕様書 3.2.2（2） 

閲覧者が使用すると想定されるブラ

ウザに IE9.0 以上とありますが、メー

カーサポートを除くという認識でよ

いでしょうか。 

番号 3 参照 

 

10 

仕様書 3.8.1（1） 

動画や写真を用いて・・・とあります

が、具体的に利用できる素材（動画や

画像）はありますでしょうか。 

広報用の画像はあるが、現時点で使うことは

考えていない。 

 

11 

仕様書 3.9.2（3） 

本市ホームページとは異なる環境で

動いている洲本市関連サイトの検索

も同様にできることとありますが、無

償で利用できる外部サービスですと

対応が不可と思われます。有償版を利

用しての対応は必須となりますでし

ょうか。 

仕様書に記載のとおり必要な機能であるた

め、無償で利用できる外部サービスがない場

合、有償版も致し方ないと考えます。 

 

12 

仕様書 5.3.1 

操作説明を受けた後、講師が巡回指導

し旧データを作業手順に沿って新デ

ータに作り替える個別研修をイメー

ジしているとありますが、貴市職員様

にてデータ移行をされるということ

でしょうか。ではなく、ページ作成の

フローを覚えるための案ということ

でしょうか。また、時間や回数も目安

であるという認識でよいでしょうか。 

ページ作成のフローを覚えるためというこ

とです。 

また研修会の時間・回数等はリニューアル業

務委託仕様書 5.3.1 操作説明・研修会に記載

のとおりのことを想定し、最大人数は 30 人

程度と考えています。 



その場合、1 回あたりの最大収容人数

をご教示いただけますでしょうか。 

 

13 

企画提案書作成要領 1（1）（2）（3） 

2.企画提案書の構成に基づいて・・・

とありますが、全 14 章あり、1 章に

つき 2 頁程度の内容しか記載できま

せん。しかし、記載しないといけない

内容が（6）まである章もあり、全て

の内容を記載することは困難に思わ

れます。よってページ数の上限を 50

頁程度としていただけないでしょう

か。 

企画提案書作成要領 1.企画提案書等の記載

上の留意事項のとおり 30 ページ以内でお願

いします。 

 

 

14 

企画提案書作成要領 1（3） 

企画書の本文は、30 ページ以内（表

紙、裏表紙、目次等は除く。）にまと

め、各ページには、一連のページ番号

を記載することとありますが、見出し

目次等にもページ番号を記載してよ

いという認識でよいでしょうか。（30

以上の頁数となっても問題ないでし

ょうか。） 

見出し、目次等にページ番号は記載せず、本

文のみページ番号を記載します。 

 

15 

審査実施要領 3.1 

各審査委員がプレゼンテーションの

各項目を審査評価し、とありますが、

評価項目は企画提案書の順番と紐づ

いてますでしょうか。また、評価項目

をご教示いただけないでしょうか。 

評価項目は企画提案書作成要領 2.企画提案

書の構成通りの項目・順番となっています。 

 

16 

審査実施要領 4 

二次審査（プレゼンテーション）の審

査員は一次審査をされる審査委員会

の方と同様となりますでしょうか。ま

た、審査委員の人数・役職等（承認を

することが多い・システムは基本触ら

ない・ページ作成をすることが多い

等）をご教示いただけないでしょう

か。 

一次・二次審査とも同じ審査委員です。 

審査委員会は 10 名で構成されますが、 

審査委員が特定されかねないため、役職等は

お答えできません。 

 CMS機能要件一覧表 2-50 定例的なイベント等はページタイトル・ファ



 17 ページタイトル及びファイル名は重

複チェックが可能で、必要に応じて重

複を許可することができることとあ

りますが、重複を許可できる必要性を

教えていただきたいです。 

イル名が同一となってしまう可能性がある

ため。 

 

18 

 

 

「1 提案者 3 名以内」という記載がご

ざいますが、ご提案内容及び質疑に対

して、十分なご説明ができる体制にて

望みたいと思いますので、4 人参加さ

せて頂くことは可能でしょうか。 

審査実施要領４．二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

に記載のとおり 3 人まででお願いします。 

 

19 

 

 

XMLの形式は東電池社から指定され

たものであるとの記載がございます

が、詳細の要件を御伺いできますでし

ょうか。CATV 連携サーバのスペッ

ク/その他東電池社様が求める要件 

XML データの形式は特別な仕様ではなく、

一般的なものである。 

サーバのスペックは本件に関係ないと考え、

公開致しません。 

 

20 

 

「XML ファイルを生成」したあと転

送する形式として、FTP ではなく、

rsync でも問題ないでしょうか。 

FTP でお願いします。 

 

21 

 

 

現在運営されている CMS サーバの

ディスク容量はどの程度になります

でしょうか。 

約 480GB となります。 

 

22 

 

 

「これまでに、人口 5 万人以上の市、

国、都道府県において稼働実績があ

り、現在も稼働していること」とござ

いますが、今回ご提案する CMS と同

じ CMS を導入している協力業者の

実績に関しましても併せて記載させ

ていただいても構わないという認識

でよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

 

23 

 

 

本市関連サイトの検索とありますが、

Google 等の検索エンジンではなく、

構築サイト内から特定サイトを登録

すれば検索可能な機能を有するパッ

ケージということでしょうか。 

仕様書 3.9.2 に記載されている機能を有して

いるのであれば、問題ありません。 

 サーバを新たに購入してイントラネ 受託者がサーバを用意（購入）し、本市に設



24 

 

 

ット内に設置し、設置費及び購入費用

を本業務に含めてご提案するという

ことでしょうか。 

それとも洲本市様でハードウェア（仮

想環境等）を用意して頂き、構築（設

置）作業を受託業者が行うという意味

でしょうか。 

置して頂くため、設置費及び購入費を本業務

に含めてください。 

 

25 

 

 

２．１参加資格 (２) 

ご提案することができる CMS は人口 5

万人以上の地方公共団体への導入実績

であれば、たとえ 1 件でも可というこ

とでよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

 

26 

 

 

2.6 .2 見積書の作成 

（2）保守費用 

保守費用の上限などありますか？ 

また、現在の保守費用はどのくらいで

しょうか？ 

保守費用の上限は特にありません。 

現在の保守費用は年間約 50 万円です。 

 

27 

 

 

２．７優先交渉権等の選定方法 

貴市にてご準備いただく予定のプロジ

ェクターについてですが、インターフ

ェースを教えていただけないでしょう

か。 

また、インターフェースが弊社にてご

準備する PC にあわない場合は、弊社に

てプロジェクターの準備をさせていた

だいてもよろしいでしょうか。 

インターフェースは HDMI となります。 

PC に合わない場合、プロジェクターを用意

して頂いても結構です。 

 

 

28 

 

 

２．２動作環境に関する要件 

原則庁内のイントラネット内に新たに

サーバを受託者で設置することとあり

ますが、貴市にてファイアーウォール

など、ネットワーク設定を行っていた

だくということでよろしいでしょう

か。 

また、受託者にてネットワーク設定を

行う場合は、その都度ご指示が頂ける

ということでよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。 

 

29 

 

4.2.4 移行対象データの提供 

現在お使いの CMS はどのメーカー様の

何という製品でしょうか。 

独自に作成した CMS です。 

 

 


