
令和元年 6月 25日 

奈良市役所 総合政策部 秘書広報課 

 

奈良市ホームページ構築および運用保守業務のプロポーザルに係る質問と回答について 

 

下記のとおり質問と回答の一覧を公開いたします。 

 

回答日：2019年 6月 14日 

No 質問項目 質問内容 回答 

1 募集要項の 7－1と 

募集要項の 8－1 

類似事業の業務実績書は、参加申請時

と提案書提出時で同じものを提出する

という認識でよろしいでしょうか。 

参加申請時と提案書提出時どちらも同じ

ものをご提出ください。 

2 募集要項の 7－1 記入する実績は、人口 30万人以上の自

治体のみという認識でよろしいでしょ

うか。 

人口に関わらず類似事業の実績を記入し

てください。ただし、一次審査の CMS機

能点において、人口 30万人以上および過

去 5 年以内の導入件数が評価の対象とな

ります。 

3 募集要項の 7－1 提出する契約書等の写しは記載した実

績のうち、いずれか一部でよろしいの

でしょうか。 

すべての実績について提出してください。 

 

回答日：2019年 6月 18日 

 質問項目 質問内容 回答 

4 募集要項の３ページ 

項８．８－１ 

各書類についてＰＤＦ化したものを 

ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒで併せて提

出とありますが、枚数は１枚でよろしい

でしょうか？ 

 

お見込みのとおり１枚で結構です。 

5 企画提案書作成要領 

項１ 

作成するページ数に制限はあります

か？概ね想定されているページ数があ

れば、ご教示いただけませんか？ 

 

制限はございません。プレゼンテーショ

ン時間内におおよそ説明ができる範囲で

自由に作成してください。 

 

6 仕様書の 8/26ページ 

項 2.2  2.2.1 (3) 

ＷＡＦの導入に伴うチューニング費用

は受注者で負担とありますが、支払先 

作業依頼先はどこになりますか？ 

奈良県 WAF を導入していただくことに

なりますので、奈良県の担当業者になり

ます。契約時にご説明します。 

 

 

 



7 仕様書の 12/26ページ

項 3.3  3.3.2 

【重要】の項目については必ず条件を満

たすこと。とありますが、機能要件一覧

兼回答表では、「×」は-8点との記載が

あります。【重要】の項目に「×」を付

けた場合でも即失格ではなく、-8 点さ

れるという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。重要項目の△と

×は減点の対象となります。 

8 仕様書の 17/26ページ

項 3.10  3.10.5 

デザインテンプレート数として概ね 30

テンプレート程度とありますが、ヘッダ

ーやフッターは市の公式サイトと同じ

で、内容の部分が異なるもの（例えば、

イベント用等）を 30種類程度用意する

という意味と捉えて問題ないでしょう

か。 

公式サイトのデザインテンプレート（ヘ

ッダ・フッタが同一のもの）は 30種類程

度までご対応いただく想定ですが、仕様

書 7ページ 1.6.1に示すとおり、サブサイ

トとして取り込むもので、現在公式サイ

トと別管理になっているサイトについて

は改めてデザインの必要なものがありま

す。 

9 仕様書の 17/26ページ

項 3.10  3.10.6 

コンテンツ毎に 3 つ程度のデザインテ

ンプレートを設計すること。とあります

が、その後ろには 10ページ程度は見込

んでおくこと。とあります。 

これは、特別ページデザイン 1 つにあ

たり 3 つのデザインテンプレート×10

種類の特別ページ＝計 30ページ分を用

意するという意味でしょうか。 

また、特別ページ毎に全く異なるデザイ

ンを作成することを想定しなければな

らないでしょうか。（ある程度共通化し

たものをベースに色味が異なるものを

作成する方向でもよろしいでしょう

か。） 

現在のサイト内でフリー入力のコンテン

ツ作成機能を用いてデザインしたページ

が、教育委員会のページ等仕様書のとお

り 5 種類程度あります。これらはそのペ

ージからリンクする複数のページへのポ

ータル機能を併せもっています。これら

のページに対して、まずはポータルとな

る１ページのデザインと、そこからリン

クするページについて独自のテンプレー

トが必要なページがあれば協議のうえで

3種類程度までの対応を想定しています。 

仕様書に記載のないページで対応が必要

なページが生じる可能性がありますの

で、10 種類程度までは同様の対応を見込

んでください。 

質問の「また、特別ページ毎に」以降につ

いては、ユーザビリティに配慮できた内

容およびデザインであれば、お見込みの

とおり、ある程度共通化したものでも構

いません。 

10 CMS 機能要件一覧表

兼回答表 1-21 

既存の CMSを用いる場合は・・・とあ

りますが、既存の CMSを用いない場合

は「○」でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおり「〇」で構いません。 

 



回答日：2019年 6月 21日 

 質問項目 質問内容 回答 

11 単独参加と共同体

（JV）での参加につい

て 

単独で参加する場合で、一部の業務を協

力会社に再委託することは可能でしょ

うか？ 再委託は禁止で、その場合は、

共同体（JV）で参加する必要があります

でしょうか？ 

再委託は原則禁止としますが、協議のう

え必要性が認められる場合は承認しま

す。その際は事前の申請が必要となりま

す。（契約書様式第 4号、第 5号） 

 

回答日：2019年 6月 25日 

 質問項目 質問内容 回答 

12 CMS機能用件 1-4 複数の言語の記述が可能であることと

は、表記ができるだけでなく、「言語指

定」が必要であるという認識でよろしい

でしょうか？ 

複数の言語での表記のみを想定していま

す。本文が言語指定することですべて翻

訳される機能ではなく、日本語のページ

に複数言語での記載を追加することがで

きるかどうかで回答してください。自動

翻訳については仕様書 18 ページの 3.13

外国語翻訳の仕様を満たしてください。 

13 CMS機能用件 1-24 イベント情報の構造化されたデータ提

供とは、タイトル・本文といった構造で

よろしいでしょうか？日時・場所・参加

費 など各項目ごとでの出力が必須に

なりますでしょうか？ 

イベント情報として日時についてはシス

テム的に入力できることが必須と考えま

すので、日時、タイトル、本文（または概

要）は出力対象としてください。そのほか

に場所や参加費などもシステム的に出力

できる構造で保持している場合は付加機

能として提案してください。 

14  よりよい提案を行うために、アナリティ

クスによるサイト分析をいただくこと

は可能でしょうか？ 

アナリティクスのデータの提供は可能で

す。アナリティクス上での具体的な操作

方法と期間等についてご指定いただいた

うえでメールにてお知らせください。個

別にメールにて返送いたします。 

 

15 仕様書の 7/26ページ 

項 1.6 1.6.1 

「奈良市公式ホームページ配下に取り

込み」とありますが、(3)～(6)のホーム

ページについて、FQDN は引き継がな

い（www.city.nara.lg.jpに統一する）と

いう認識でよろしいでしょうか。 

 

 

 

原則として FQDNは引き継がず、統一す

ることを想定しています。ただし、協議の

うえで決定します。 



16 仕様書の 7/26ページ 

項 1.6 1.6.1 

「ただし、(3)、(5)、(6)についてデザイ

ン変更は予定していない」とあります

が、既存のデザインに潜在しているアク

セシビリティの問題に対する修正は必

要でしょうか。 

既存のデザインに潜在している問題があ

れば指摘いただき、協議のうえ、必要な場

合には修正をお願いします。 

17 仕様書の 7/26ページ 

項 1.6 1.6.1 (6) 

奈良市ポイントのサイトのヘッダー部

にログインボタンがあり、こちらをクリ

ックすると別サイトに遷移しますが、こ

ちらは再構築の対象外との認識でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおり、実際にポイントを扱

うシステムを備えたログイン先について

は再構築の対象外とします。 

18 仕様書の 8/26ページ 

項 1.7 

企画提案書「7サブサイトの構築」で構

築スケジュールを提示する必要があり、

その詳細を検討するため、12,000 ペー

ジの内訳（1.6.1 の(1)～(6)毎のページ

数）をお教えください。 

(1)約 11,000ページ(2) 約 20ページ(3) 約

400ページ(4) 約 120ページ(5) 約 100ペ

ージ(6) 約 100 ページ程度と想定し、

12,000ページ程度としています。 

19 仕様書の 8/26ページ 

項 2.2 2.2.1 (1) 

「IPAの基準を満たし」とありますが、

想定されている IPA の基準をお教えく

ださい。 

別紙 8 のセキュリティチェックリストは

IPA の基準等をもとに作成したものとな

っています。対応の可否をお示しくださ

い。 

20 仕様書の 18/26ページ 

項 3.14 

「標準的に使われるミドルウェアにつ

いては実装しておくこと」とあります

が、セキュリティを高めるために、オー

プンソースでの実装は好ましくないと

考えています。その上で、どのようなミ

ドルウェアを想定されていますでしょ

うか。 

Java,PHP 等の記述言語や、Portage、

MySQL等の DBの中で、受注者のサポー

トのもとで最新バージョンにアップデー

トする等の管理ができるミドルウェアに

ついてご提案ください。 

21 【別紙 1】 CMS機能

要件一覧兼回答表 2-

45 

「ページ本文にその施設名を入力した

場合にはそれを判別して自動的にリン

クが生成されること」とありますが、本

文中に複数箇所に施設名がある場合に

リンクを付与する／しないが選択でき

る機能は必要でしょうか。 

選択できる機能があるのが望ましいで

す。 

22 【別紙 1】 CMS機能

要件一覧兼回答表 5-

5 

「所属部署ごとの専用のメッセージを

表示できること」とありますが、ログイ

ンしないと内容が確認できないと思わ

れますが、どのような場合に利用するこ

とを想定されていますでしょうか。 

例えば「ジャンルを追加してほしい」、「コ

ンテンツ表示の順番を変更してほしい」

などの各部署からの個別の依頼への対応

状況の連絡や、アクセシビリティ上の個

別の注意点等のお知らせに利用すること

を想定しています。 



23 別紙 8 セキュリティ

監査チェックリスト 

重要度「高」の項目は必須項目でしょう

か。 

必須ではありません。項目によって回答

ができないもの（システムとして実装し

ていない、または必要でない）は採点対象

から除外します。特記事項欄にその旨を

記載してください。 

24 別紙 8 セキュリティ

監査チェックリスト 

No.55 

「EV SSL 証明書を取得し」とありま

すが、EV SSL 証明書は必須でしょう

か。また、奈良県セキュリティクラウド

は EV SSL 証明書に対応しているとい

う認識でよろしいでしょうか。 

ご質問いただき、協議・検討した結果、奈

良市ホームページでは OV SSL 証明書を

チェック対象とすることに変更致しま

す。奈良県セキュリティクラウドも OV 

SSL証明書には対応しています。 

対応済と回答した団体についてはそのま

ま加点、未対策とした団体については特

記事項に説明がない限り個別に問い合わ

せて判断することとします。 

OV SSL 証明書の取得が可能な団体は回

答を「対応済」とし、特記事項に OV SSL

証明書と記載してください。 

25 

 

企画提案書 企画提案書への社名を記載してはいけ

ないという文言はありませんでしたが、

社名記載しても大丈夫でしょうか？ 

記載していただいてかまいません。 

 


