
質問への回答
　多摩北部都市広域行政圏協議会Webサイトのリニューアル業務委託に関する公開型プロポーザル

No. 書類・ページ 項番 質問内容 回答
1 実施要領 P1 ２（５） 委託料上限額は、導入経費と運用経費5

年分の合算費用という認識でよろしいで
しょうか。

　委託料上限額は、導入経費（様式５）についてで
あり、本業務委託の契約期間終了後の運用経費
（様式６ 参考見積書）は含みません。

2 実施要領 P2 ３（５） 当社においては過去にCMS導入に伴う
Webサイトの構築又は再構築業務の受託
実績がございませんが、受託実績のある
事業者への再委託を予定しております。
ついては、その事業者の実績をもって公
募に参加したいと考えておりますが、可能
でしょうか。

　ご質問の内容・意図であれば、可能です。

3 実施要領 P3 ７（２） 弊社は「ウェブアクセシビリティ」について
の要件につきましては、対応可否確認し
ながら対応しています。
本件も対応可否を確認しながら回答させ
ていただきますが、よろしいでしょうか。

　ご提案いただいた内容によって審査の中で判断
していきます。

4 実施要領 P4 ７（１１） 運用と改善提案などについて、GAレポー
ト＋改善提案などは提案の範疇でしょう
か。

　運用保守について、Google Analytics等によるア
クセス解析結果を活用したサイト改善について
は、提案できることがあれば示してください。なお、
本業務終了後の運用保守は、本業務に含まず、
別途契約になります。

5 実施要領 P5 ８（４） デザインはA3判で作成し、ご提示したいと
考えております。
その場合、1ページとしてカウントするか、
A4 2ページ分としてカウントしますか。
また、50ページには、「表紙」、「目次」も枚
数にカウントしますか。

　Ａ３版とすることも可とします。その場合、Ａ３判サ
イズ片面をＡ４判２ページ分として換算します。
　50ページには、「表紙」を含まず、「目次」を含む
こととします。

6 仕様書（案） P1 ７ お支払いに関しまして、一括前払いは可
能でしょうか。

　一括前払いは不可です。

7 仕様書（案） P1 ８（２） 外部委託について、一括委託はNGとのこ
とですが、一部委託も書面必要でしょう
か。

　実際の契約にあたって、業務の一部を第三者に
委任するときは、あらかじめ、発注者の承諾を得て
ください。ただし、業務の軽微な部分を委任すると
きは、この限りではありません。

8 仕様書（案） 別紙
P1

第１
３（１）ウ

更新する担当者、チームの構成につい
て、「事務局＋各市」に編集権限とありま
すが、下記はいかがでしょうか。
・事務局、各市の関係者の人数
・承認の段階（編集、管理者権限の2段階
でOKか。）5市それぞれの権限が必要で
しょうか。

　編集権限のある部署の関係者の人数は、事務
局と各市で合計15名程度を想定しています。
　承認の段階については、提案いただいた内容に
よって審査の中で判断していきます。

9 仕様書（案） 別紙
P2

第１
３（２）ウ

コミュニケーションについて、双方向性とあ
りますが、チャットや受付フォームなど何か
想定していることはありますでしょうか。「問
い合わせフォーム、アンケート、イベント申
込」と書かれていますが。

　問い合わせフォーム、アンケート、イベント申込
を想定しています。ただし、その他のご提案を排
除するものではありません。
また、将来的にＳＮＳを導入した際には、ＳＮＳとの
連動を想定しています。

10 仕様書（案） 別紙
P2

第１
３（２）ウ

メールについて、現在、tama6ドメインを使
用したメールアドレスはありますでしょう
か。

　存在しますが、現時点では利用していません。

11 仕様書（案） 別紙
P2

第１
３（２）カ

CMSの使い勝手について、現状お使いの
CMSの不満点やご要望はありますでしょう
か。

　わかりやすく使いやすいＣＭＳ、安全性・安定性
の高いＣＭＳの導入が課題と考えています。
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質問への回答
　多摩北部都市広域行政圏協議会Webサイトのリニューアル業務委託に関する公開型プロポーザル

No. 書類・ページ 項番 質問内容 回答
12 仕様書（案） 別紙

P3
第１
４（５）イ

「将来的に、ＳＮＳとの連動、バナー広告
の設置、関連部署のみが閲覧できるペー
ジの設置など、協議会の課題を踏まえた
機能やコンテンツの拡張を想定する。」と
ありますが、将来的な可能性の個別の内
容については、今回の見積に含めないか
たちでよろしいでしょうか。

　ＳＮＳとの連動は、基本的に本業務の委託費用
に含めなくて結構です。
　バナー広告及び関係部署のみが閲覧できる
ページは、本業務の見積もり（様式５）に含めなく
ても結構ですが、CMS機能要件表の任意項目に
掲げており、本業務の委託費用に含めて提案が
あった場合は加点となります。

13 仕様書（案） 別紙
P3

第１
４（５）ウ

「AA準拠を将来的な目標とし、令和５年度
以降に適合試験を含めて対応することを
想定する。」とありますが、「令和５年度以
降に適合試験を含めて対応する」につい
て、「含めて対応」について、想定されて
いることを詳しく教えてください。

　JIS X 8341-3:016の適合レベルAAに準拠に該
当するには、適合試験を実施し、達成基準を全て
満たしていることを確認した上で、試験結果を公
表する必要があります。（ウェブアクセシビリティ基
盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016
対応度表記ガイドライン」参照。）
　そのため、達成基準を全て満たせるように、引き
続き、各ページのウェブアクセシビリティ対応を
行っていく必要があると想定しています。

14 仕様書（案） 別紙
P3

第１
５（１）

現行のドメインやDNSの管理も、今回の委
託業務範囲内でよろしいでしょうか。

　リニューアル公開後のWebサイトのドメインや
DNSの管理は、本業務委託の契約期間内におい
ては委託業務の範囲に含みます。
　リニューアル公開前の現行のドメインやDNSは、
現行のサーバ管理事業者の管理を想定していま
すが、今回の委託業務範囲に含める提案を阻む
ものではありません。

15 仕様書（案） 別紙
P3

第２
１（１）イ

「多摩六都図書館ガイド」、「スポーツ施
設」、「イベント」などの、既存コンテンツの
デザインは、リニューアルする公式サイトと
同じデザインで作成するという認識でよろ
しいでしょうか。

　サイト全体の統一的なデザインコンセプトによる
デザインを想定しています。なお、既存コンテンツ
は、掲載内容を更新する予定です。

16 仕様書（案） 別紙
P4

第２
２（２）エ

「ウェブアクセシビリティを満たさない入力
を排除できる仕組み」というのは備えてい
ない為、操作して頂く方が考慮しながら作
成していただく事となりますが、可能でしょ
うか。

　ウェブアクセシビリティを満たさない入力を排除
できる仕組みは、CMS機能要件表の任意項目に
掲げており、本業務の委託費用に含めて提案が
あった場合は加点となります。ご提案いただいた
内容によって審査の中で判断していきます。

17 仕様書（案） 別紙
P4

第２
２（３）ア

弊社ソフト単体では音声読み上げ機能を
持ち合わせていないので、別システムと組
み合わせでも可能でしょうか。

　他のシステムとの組み合わせも可能です。

18 仕様書（案） 別紙
P4

第２
２（３）ア

機能の拡張
ブラウザの機能やスマホの読み上げ機能
に対応できていれば可能でしょうか。

　一般的な音声読上げソフトを利用した際に正しく
読み上げることを必須項目としています。閲覧者
が特別なソフトウェアをインストールすることなく使
用できる音声呼び上げ機能は、CMS機能要件表
の任意項目に掲げており、本業務の委託費用に
含めて提案があった場合は加点となります。

19 仕様書（案） 別紙
P4

第２
３（１）イ

デザインに使用する画像を提供いただく
ことは可能でしょうか。

　協議会で用意できるものであれば、受託者確定
後に提供しますが、持ち合わせがないものは受託
者側で準備いただき、協議の上で、コンテンツの
素材作成に関する費用（様式５の欄外）として協
議会が負担することを想定しています。

20 仕様書（案） 別紙
P4

第２
３（１）エ

複数のテンプレートとは、トップページ、下
層ページ以外に何枚を想定されています
か。

　トップページ、下層ページ、末端ページで支障
なく利用できることを想定していますが、具体数は
設定していません。

21 仕様書（案） 別紙
P4

第２
３（１）キ

サイト内検索について、現状での課題を
教えてください

　現状の機能について、特段課題としておりませ
ん。
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質問への回答
　多摩北部都市広域行政圏協議会Webサイトのリニューアル業務委託に関する公開型プロポーザル

No. 書類・ページ 項番 質問内容 回答
22 仕様書（案） 別紙

P4
第２
３（１）コ

「外部 API（Google Map 等）を利用した地
図機能を、簡易な作業で表示・利用でき
ること」とありますが、想定されるページ構
成や用途について教えてください。施設
紹介ページなどでしょうか。

　図書館やスポーツ施設の紹介ページや、たまろ
くめぐりの各スポット紹介などで、該当箇所を地図
機能に表示することを想定しています。

23 仕様書（案） 別紙
P4

第２
３（１）サ

「職員専用ページ（閲覧者を限定した
ページ） が 設置可能である」とあります
が、具体的に想定されているページの内
容はありますでしょうか。
また、専用ページへのアクセスは基本認
証（全員一緒）でのログインで大丈夫で
しょうか。

　協議会の事務資料等の掲載を想定しています。
　専用ページのアクセスについては、ご提案いた
だいた内容によって審査の中で判断していきま
す。

24 仕様書（案） 別紙
P4

第２
３（１）サ

職員専用ページはどのような情報を掲載
する想定でしょうか。また、設置場所は一
か所に作成する想定でしょうか。

　協議会の事務資料等の掲載を想定しています。
　設置場所は、一か所にまとめることを想定してい
ますが、運用していく中で必要があればページを
分けることも想定しています。

25 仕様書（案） 別紙
P5

第２
３（２）

「開発コストや開発期間を短縮するととも
に運用における信頼性を高めるため、既
に複数の運用実績のあるＣＭＳを導入し、
必要に応じてカスタマイズを行うこと。」とあ
りますが、カスタマイズの対応は必須で
しょうか。

　必須ではありません。本協議会Webサイトに必要
な機能であれば、カスタマイズの対応をご提案く
ださい。

26 仕様書（案） 別紙
P5

第２
３（２）イ

「ＣＭＳをインストールするサーバは、Web
サーバとは別に用意すること。」とあります
が、WEB サーバーと同じサーバーでの稼
働は可能でしょうか。

　CMSサーバとWebサーバは別に用意することが
望ましいと考えますが、Webサーバのセキュリティ
が確保されていてWebサイトの閲覧に支障がない
構成であれば、可能とします。この場合のセキュリ
ティについてご提示ください。

27 仕様書（案） 別紙
P5

第２
３（２）イ

CMS機能要件表に、WebサーバーとCMS
をインストールするサーバを分けるとありま
すが、インストール型ではない、例えばク
ラウド型のCMSにする場合は大丈夫でしょ
うか。

　SaaS型CMSの利用は可能です。Webサーバの
セキュリティが確保されていてWebサイトの閲覧に
支障がないことをご提示ください。

28 仕様書（案） 別紙
P5

第２
３（４）ア

弊社システムでは翻訳機能を持っていな
い為、別システムと組み合わせてでも可能
でしょうか。

　他のシステムとの組み合わせも可能です。

29 仕様書（案） 別紙
P5

第２
３（４）ア

自動翻訳について、現状搭載のサービス
継続でも大丈夫でしょうか。

　現行の翻訳サービスをご提案いただくことも可能
です。ただし、「継続」の扱いとなるかなど、必要な
事項を御社にてご確認の上で提案してください。

30 仕様書（案） 別紙
P7

第２
６（３）ア

リニューアル時期について、リニューアル
公開日はR5（2023年）1月31日でしょうか。
それ以前にサイトの完成・公開の想定は
ありますでしょうか。

　リニューアル後サイトの公開は、令和5年1月31
日までに開始することします。可能であれば、1月
31日より前に公開開始することも想定しています。

31 仕様書（案） 別紙
P7

第２
８（３）

「サイトの掲載内容、カテゴリー、コンテン
ツの変更や追加、テンプレートの修正や
追加が必要となった場合は、職員による
作業を支援すること。」とありますが、操作
方法をコールセンターにお問い合わせ頂
く形でも可能でしょうか。

　ご提案いただいた内容によって審査の中で判断
していきます。

32 仕様書（案） 別紙
P7

第２
８（６）

「サイト構造やアクセシビリティ等の問題点
について、修正の提案及びサポートを行う
こと。」とありますが、お客様で管理して頂
く事は可能でしょうか。

　ご提案いただいた内容によって審査の中で判断
していきます。
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質問への回答
　多摩北部都市広域行政圏協議会Webサイトのリニューアル業務委託に関する公開型プロポーザル

No. 書類・ページ 項番 質問内容 回答
33 CMS機能要

件表
P1 No.2-14 5つのユーザーの想定を教えてください。

ワークフローの承認者は別のユーザーを
想定していますでしょうか。

　ユーザーは次のように想定しています。
アカウントが５つの場合：
・１つを承認者・管理者・作成者として、事務局と
所在市で共有
・作成者として４市に１つずつ
アカウントが６つ以上の場合：
・１つを承認者・管理者・作成者として、事務局に
付与
・作成者として５市に１つずつ
・それ以外は任意（各市で承認者の設定など）
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