
「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

CMS及びWebサーバについて仮想サーバの提供が示されて
いますが、公開WebサーバのセキュリティやSLAに関連して、
ロードバランサ、ファイアウォール、IDS、IPS、改竄検知等の
仕組みは提供されますでしょうか。

本市が契約している神奈川情報セキュリティクラウドから提供
される機能（ファイアウォール、IDS/IPS、CDN、WAF）を利用
する想定です。
ただし既設のロードバランサはありません。必要な場合は本
業務の中で仮想ロードバランサをご用意いただく必要があり
ます。改ざん検知の仕組みもありません。

Oracle JDK / JRE、Oracle Database の利用は可能でしょう
か。

本業務では、業務説明資料の第４の１(1)「パッケージソフト
ウェアの利用」に記載のとおり、受託者が提案する既成の
CMSパッケージを利用する前提です。CMSパッケージの実装
言語及びデータベースソフトウェアの製品指定はしておりませ
んので、業務説明資料の第３の４「非機能要件」に記載した要
件を満たすように留意したうえで、ご提案ください。
ただし、本業務では、業務説明資料の第３の２(1)「サーバ環
境」に記載のとおり、既設の仮想化基盤上に構築します。こ
のことから、パッケージソフトウェアもミドルウェアも以下の条
件を満たしていただく必要があります。
・仮想化基盤で動作させる際、仮想マシンを動作させる物理
ホストのCPU数やコア数ではなく、仮想マシンに割り当てるコ
ア数にライセンスが適用されること。
・仮想化基盤上で、別の物理ホストにライブマイグレーション
可能なライセンスであること。例えばSQL Serverの場合はSA
付とすること。
現時点で把握している限り、Oracle社の有償製品は上記の条
件を満たさないと考えられますので、不可となります。しかし、
もしOracle社の有償製品であっても、上記の条件を満たすこ
とができる場合は必ずしも不可ではありません。

Web サーバーは横浜市様既設サーバーを利用可とあります
が、CMS サーバーについても同様に新規でご準備いただけ
る認識でよろしいでしょうか。

仮想マシンとして、サーバーのOSまでは提供しますが、その
後の構築については全て対応いただく必要があります。

利用者のアカウント数は、統合認証基盤との連携が前提と
なっているように見えます。しかしシステム機能要件一覧では
統合認証基盤との連携は「必須」となっていません。連携が
不可のCMS の場合、頂いたアカウント数は現実的ではない
のですが、ユーザ数を限定することは可能でしょうか。また、
現状CMS を利用されている実際のユーザ数を教えて頂けま
すでしょうか。

システム機能要件一覧に示した要件は、必須以外の項目も
原則満たしてほしいと本市が求めているものです。統合認証
基盤を運用する本市職員の負担軽減を図る観点から、 適
な方法をご提案いただけることを期待しています。
なお、現行CMSに登録しているアカウント数は、業務説明資
料の図表３「システム利用者数」のとおりですが、実際にこの
うち全てのユーザがCMSを利用しているわけではありませ
ん。

DMZ のネットワークの作成や、ネットワーク機器への設定等
は、お客様作業の想定で宜しいでしょうか。ネットワークの設
計や、ネットワーク機器への設定作業が必要な場合、現状の
構成が分かる資料（ネットワーク構成図や機器の型番、名称
がわかる資料）をご提供下さい。

ご認識のとおりです。現状の構成が分かる資料については、
必要に応じて契約締結後に提供します。

以下のライセンスのご提供は必要でしょうか。
・バックアップ（Acronis を想定）・ウィルス対策ソフト
（Symantec を想定）

不要です。

●業務説明資料ページ７　第３－２　システム環境要件
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

再構築後にCMSの稼働条件を満たすためにクラスタ構成に
よる実現をする場合、CMSサーバのストレージとして複数
サーバからアクセスできる共有ストレージは利用可能でしょう
か。

仮想化基盤ではバックアップ用途以外に複数サーバーからア
クセスできる共有ストレージは用意していません。必要な場合
は仮想サーバーとして共有ストレージを構築していただく必要
があります。
なお、配信環境については特に高い可用性が必要であり複
数サーバでの構成が必要と考えますが、編集環境について
は仮想化基盤が備えるHA機能による可用性で十分と考えて
います。
したがって、静的配信型CMSの場合、少なくとも編集環境に
関してはクラスタ構成は不要です。

CMSサーバは、インターネット接続系の庁内ネットワーク（i-
YCAN）上に配置する想定とありますが、i-YCANの利用に当
たって受託者が実施することがあれば（利用申請、作業等)ご
教示ください。

サーバーが必要とするリソース量や接続が必要なネットワー
クセグメント、各相手方との間で必要となる通信要件等を提
示いただきます。

貴市のCDNサービスの利用を前提とする、とありますが、受
託者の作業範囲等についてご教示ください。サイト側で連携
時に考慮が必要な事項があれば合わせてご教示ください。

静的配信の場合は特に考慮すべきことはありません。動的配
信の場合は静的配信と同様のURL設計や振る舞い(HTTP応
答処理)をしていただく必要があります。
なお、内部職員からのアクセスはCDNを経由させずに内部で
完結させる想定です。(現状と同様)

CDNサービスについて既存サービスを継続利用するとのこと
ですが、具体的にどのようなサービスをご利用でしょうか。

神奈川情報セキュリティクラウドのCDNサービスを利用してい
ます。サービス内容は「IIJ GIOコンテンツアクセラレーション
サービス」と同等です。

今回のシステムでIDS,IPSは利用される想定でしょうか。ま
た、利用する場合、それらの設定等は、本受託の範囲外と理
解してよろしいでしょうか。

本市が契約している神奈川情報セキュリティクラウドから提供
されるIDS/IPSを利用する想定です。設定作業は本契約の範
囲外です。

●業務説明資料ページ８　第３－２－(2)　ネットワーク環境
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

貴市が導入されているセキュアブラウザについて、使用でき
る、HTTPメソッド(POST、GET、DELETE等)に制限はあります
でしょうか。

セキュアブラウザはInternet Explorerのコンポーネントを使用
しており、その仕様に沿って動作します。Webリクエストに対し
て明示的な制限は行っておらず、HTTPメソッドに制限はあり
ません。

セキュアブラウザでのCMS 動作保証は必須でしょうか。ソリト
ン社に確認したところCMSの動作保証はされておりません。

CMSパッケージの導入を請け負う受託者側で、セキュアブラ
ウザ上でCMSの機能が正常に動作することを検証する必要
があります。なお、CMSパッケージとして、本市が導入するセ
キュアブラウザ製品及び適用バージョンでの動作検証を実施
済みの場合は、その結果の提示によって代替しても構いませ
ん。

「次に示すブラウザ環境での閲覧を想定し、試験対象とする
ブラウザ環境の種類については、本市と受託者双方で協議
の上決定する。」について、記載されている（ア）パソコン（イ）
スマートフォン（ウ）タブレット端末（エ）フィーチャフォンの各種
閲覧端末については、貴市にてご準備頂ける認識で宜しいで
しょうか。

試験用の閲覧端末は受託者にて必要なものを準備していた
だく必要があります。ただし、業務説明資料の第３の２(3)イに
も記載のとおり、どこまでの端末やブラウザ環境を対象に試
験するかは、受託者と本市双方で協議の上、技術動向を踏ま
えた現実的な範囲を決定したいと考えています。

セキュアブラウザを利用したファイルアップロードの流れにお
いて、CMS側で通常のブラウザのアップロードとは異なる仕
組みを設ける必要がありますか。

業務説明資料の図表 7「i-YCAN配置時のCMS利用イメージ」
に記載したとおり、CMSの管理画面からファイルアップロード
する際は、　「セキュアブラウザアップロード可能ファイル一時
保管場所」からアップロードします。これは、HTML4のFORM
機能におけるアップロードであれば、セキュアブラウザが自動
的にアクセス先のフォルダをリダイレクトするため、システム
側で特別な仕組みを設ける必要はありません。　(これまで運
用中の他システムで特別な対処を行ったシステムはありませ
ん)
ただし、セキュアブラウザはHTML5のドラッグ&ドロップ機能に
は対応していません。
したがって、HTML4のFORM機能によるファイルアップロード
を行うCMSであればCMS上の仕組みを改修する必要はない
想定ですが、実際の動作については受託者にて確認して頂
き、万が一何らかの想定外の不具合が発生した場合は、本
業務受託者にて調査・解決していただく必要があります。
また、テスト工程においては、図表7の流れを踏まえ、（他の
操作ととともに）本市のセキュアブラウザからCMSへ正常に
ファイルアップロードを行えることを検証してください。

試験対象とするブラウザの種類について、サポートが終了す
る(終了予定）のバージョンは試験対象から外れると考えてよ
ろしいでしょうか。

ご認識のとおり、サポート終了予定のバージョンは試験対象
には含めない想定です。業務説明資料の第３の２(3)イに記載
のとおり、具体的な試験対象のバージョンは、本業務開始時
点の技術動向を踏まえ、受託者と本市で協議の上で決定す
ることとしています。

フィーチャーフォンについては、機種等の確認が多岐にわ
たった場合は、確認作業が膨大になることが懸念されます
が、機種の種類・バージョンの種類の想定はございますでしょ
うか。

ご指摘のとおり、フィーチャーフォンの試験対象機種が多岐に
渡ると試験作業が膨大になってしまうため、受託者からの提
案等も踏まえ、技術動向等を踏まえた妥当な範囲を決定した
いと考えております。

研修、テスト環境を利用される利用者数及び同時利用者数の
想定をご教示いただけますか。

集合研修の想定人数は、業務説明資料図表18のとおりで
す。自席研修や試験運用期間中の利用者数については、正
確な人数を算出することが難しいため、本業務の開始後、研
修計画及びテスト計画を立てる際に協議の上で決定したいと
考えています。

●業務説明資料ページ９　第３－２－(3)　クライアント環境

●業務説明資料ページ11　第３－２－(4)　研修、テスト環境
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

CMSにおけるバックアップ機能は、今回導入するシステム内
で独自（新規）に構築する必要がありますでしょうか。それと
も、貴市が提供する仮想基盤環境にてご用意いただける認
識でよろしいでしょうか。

既設のバックアップ基盤(Acronis Backup Advanced)がありま
すので、別途構築の必要はありません。

HTTPSの実装におけるSSLアクセラレータ機能は、貴市既存
サービス（CDNなど）にて、ご提供いただける前提でよろしい
でしょうか。
※SSLサーバ証明書のライセンス費用は本業務として含みま
す。

CDNはSSLアクセラレータ機能を実現するものではありませ
ん。(CDNと実サーバーの間の通信はHTTPではなくHTTPS通
信となります。ただしHTTP同様にキャッシュはしますので、実
サーバーへのアクセス要求量自体はHTTP同様に軽減されま
す。)
仮に暗号処理負荷対策をする場合は、WebサーバーのCPU
リソースを増やして対応することを想定しており、別途アクセ
ラレータを設けることは想定していません。
また、Webサーバー証明書は本市が調達済のワイルドカード
証明書をCDN側に、実サーバーではLGPKIを利用可能です
ので、本業務の中で別途調達の必要はありません。

統合認証基盤との連携でCMSを利用する対象者の情報は統
合認証基盤側の情報として管理されていますでしょうか。

CMSを利用する対象者をどのように設定するのかは、本業務
で検討し、その仕組みを構築する必要があります。

https対応について具体的な受託者の実施内容をご教示くだ
さい。

WebサーバーでHTTPS接続を受け付けるためのサーバー証
明書の設定のほか、各ブラウザで不適切と警告されることの
ないようなサーバー・コンテンツの調整(例えばWebページ中
で埋め込む画像やCSS等の部品も全てHTTPSとする)、必要
に応じてHTTPでアクセスされた際にHTTPSのURLに転送す
る設定等が考えられます。

電子証明書は受託者での購入、貴市への納品を想定されて
いますでしょうか。

Webサーバー証明書は本市が調達済のワイルドカード証明
書をCDN側に、実サーバーではLGPKIを利用可能ですので、
本業務の中で別途調達の必要はありません。

製品のバージョンアップ作業について、保守契約の範囲内で
の対応となっております。適用作業は別途調達される運用・
保守事業者の作業範囲と考えますが、今回の調達範囲外の
記述である理解で良いでしょうか。

ご認識のとおり、製品のバージョンアップ作業を含む新ウェブ
サイト及び新CMS稼働後のシステム保守作業は、本業務とは
別に調達を行うため、本業務の委託範囲外です。

カタログサイトとの連携方法はAPIによる連携、CSV等ファイ
ルによる連携が考えられますが、カタログサイト側の制限は
特にない理解でよろしいでしょうか。

業務説明資料に記載のとおり、オープンデータカタログサイト
は「CKAN」を用いて構築するため、連携方式はCKANが提供
する機能に従います。なお、CKANで用意されている連携方
式のうち、具体的にどの方式を用いるかは、設計時にデータ
カタログサイトの所管課と協議の上で決定する必要がありま
す。

既存の職員認証システムの詳細をご教示頂けますでしょう
か。

職員認証システムの詳細については、契約締結後に提供し
ます。

他システムからのデータの取込みについては、インタフェース
の整備までが本調達の範囲となり、連携テストは含まれない
認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、業務説明資料の第３の５(3)ア「他システムか
らのデータ一括取り込み」における他システムとの連携テスト
は、本業務の範囲に含みません。横浜カレンダーやよくある
質問集、入札のとびらなど、例に挙げたような他システムから
のデータ取り込みを将来的に拡張しやすい仕組みを求めて
いるものとご理解ください。

機械判読しやすい形式でのデータ出力について、事業者側で
実施する内容はデータ項目仕様に応じた属性情報を付与で
きる仕組みの提供までで実際のデータに対する付与は横浜
市様にて実施という理解でよろしいでしょうか。事業者側の作
業範囲にも含まれる場合は、想定される対象データ量をご提
示いただけないでしょうか。

ご認識のとおり、受託者には、属性情報を容易に付与できる
仕組みや機械判読しやすい形式で出力できる仕組みの提供
を求めており、項目仕様に合わせた実際のデータ整備作業
は本市が主体となって行う想定です。

●業務説明資料ページ11　第３－４－(1)　信頼性

●業務説明資料ページ14　第３－４－(6)　移植性

●業務説明資料ページ15　第３－５－(1)　オープンデータカタログサイトへの連携

●業務説明資料ページ15　第３－５－(2)　職員認証システムからの職員情報の取込

●業務説明資料ページ16　第３－５－(3)　将来的な他システムとのデータ連携対応
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

ウェブサイト移転対応にて、旧ウェブサイトへの更新も対応範
囲との認識です。現在のウェブサイトに対してはどのように
ページを更新しているか教えていただけますか。
※CMSを利用している場合は製品を教えていただけますか。

旧ウェブサイトのページは、予め定めた移行凍結のタイミング
でアーカイブしたものを公開し、平成31年3月末以降は職員に
よるCMSからの情報更新を許容しない想定です。一方で移行
の過程では、「情報が 新でない可能性がある」といった注意
文言を全ページに挿入する対応が必要です。

なお、現行CMSは「WebコアEnterprise(富士通ソーシアルサイ
エンスラボラトリ製)」を使用していますが、必ずしも現行CMS
で文言を挿入する必要はありません。 適な方法をご提案く
ださい。

旧ウェブサイトの全ページを別ドメインへ移植とありますが、
データ自体は旧ウェブサーバでの公開を継続できると考えて
よろしいでしょうか。それとも新システムへ旧サイトとしてデー
タを格納する必要がありますでしょうか。

業務説明資料の第３の２(1)「サーバ環境」に記載のとおり、新
たにウェブサーバの環境を構築し直す方法と、既設のウェブ
サーバ環境を流用する方法いずれも可能です。どのような
サーバ構成とするかは環境設計の結果を踏まえて決定する
ため、旧ウェブサイトの公開方法を含めた 適なサーバ構成
をご提案ください。

旧サイトの情報を公開し続けるに当たって、旧ウェブサーバ
自体を継続動作させる方法と、新ウェブサーバ配下に情報を
移行して新ウェブサーバ側がリクエストに応答する2つの方法
が考えられます。いずれを想定されていますでしょうか。

業務説明資料の第３の２(1)「サーバ環境」に記載のとおり、新
たにウェブサーバの環境を構築し直す方法と、既設のウェブ
サーバ環境を流用する方法いずれも可能です。どのような
サーバ構成とするかは環境設計の結果を踏まえて決定する
こととしているため、旧ウェブサイトの公開方法を含めた 適
なサーバ構成をご提案ください。

旧サイトの情報を公開する場合などに用いる新ドメインにつ
いては、新ウェブサイト構築で設計の上で、DNSサーバの管
理事業者様にて登録等の作業を行う認識でよろしいでしょう
か。

ご認識のとおりです。

旧ウェブサイトを時限公開する際、「旧ウェブサイトの情報を
更新することはできず」とありますが、「 上部に旧ウェブサイ
トの情報であること、一定期間のみ公開していることがわかる
案内文を挿入すること」とあります。「更新できない」の対象
は、職員様が公開コンテンツを修正できない、ということで、
移行作業時に全てのページに旧ウェブサイトであることを示
す情報を挿入する必要がある、という認識よろしいでしょうか

ご認識のとおりです。

厳密に移転先のページを配慮する必要のあるページについ
ては、URLリスト等を受領する前提としていますが、いつごろ
受領することが可能でしょうか。

移転先のURLリスト等の提示時期については、現時点で未定
です。本プロポーザルで提案されたプロジェクト全体のスケ
ジュール案を踏まえ、受託者と本市双方で協議の上、決定す
ることを想定しています。

旧サイトのドメイン変更などの対応は、受託者の作業範囲外
との認識でよろしいでしょうか。

ドメインの取得やDNSの設定等は本業務受託者の作業範囲
外ですが、旧ウェブサイトの各ページ内に記載されているリン
ク先URL一括置換等のHTML内の変換や、ドメイン変更に伴う
ウェブサーバ側の設定変更等の作業は本業務の範囲に含み
ます。

●業務説明資料ページ17～19　第３－６　ウェブサイト移転対応
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

「第3階層目までの情報分類を表したサイト構造の原案を検
討している。」とありますが、サイトマップ原案に記される項目
（フォーマット）をご提示いただくことは可能でしょうか。

サイトマップ原案の記載項目は、業務説明資料の別紙４「新
ウェブサイトサイトマップ原案」に示すとおりです。本市では、
この原案の記載内容の精査や不足情報の追加検討を進めて
おり、別紙４の更新版を本業務の開始時に提示する予定で
す。

「新ウェブサイトの画面レイアウトや見栄え等を定めたデザイ
ンの原案を作成済みである。受託者は、要件分析の結果や
サイト構造の設計結果に基づき、このデザイン原案の見直し
を行うこと。」とありますが、この見直し作業をする際に、編集
可能なデザインファイル（ai形式,psd形式等）とHTMLファイル
をご提供いただくことは可能でしょうか。

業務説明資料の別紙５「新ウェブサイトデザイン原案」には、
「デザインファイル（アイコンファイルや画像ファイル、HTML
ファイル等）」が含まれています。当該ファイルの形式をご確
認ください。

検索ページ全般は削除となっておりますが、「（別紙５）新ウェ
ブサイトデザイン原案」には各種検索ページが存在していま
す。どちらが正しいかご教示ください。また、サイト内検索は
実現する方向で問題ないでしょうか。

業務説明資料第４の３(1)イ「デザインの見直し」に記載してい
るとおり、図表13「現時点の主なレイアウト見直し事項」や本
業務の検討結果を踏まえ、新ウェブサイトデザイン原案を見
直す必要があります。従って、検索ページに関しても、図表13
に記載のとおりにデザイン原案の見直しをお願いします。
また、サイト内検索は、別紙６「システム機能要件一覧」でも
明記しているとおり、本業務での実現範囲に含めます。

コンテンツ移行のボリュームを検討するため、現行のデザイ
ンと新規デザインのコンテンツ移行時のマッピングを想定する
必要があります。現行、使用されているテンプレートの数を教
えていただけないでしょうか。

現行CMSで登録されているテンプレート数は、およそ1,000個
ですが、使用されていないテンプレートも含まれており、実際
に使用されているテンプレート数は把握しておりません。

現時点でテンプレート数の大まかな見込み数はございますで
しょうか。

現行CMSで登録されているテンプレート数は、およそ1,000個
ですが、使用されていないテンプレートも含まれており、実際
に使用されているテンプレート数は把握しておりません。

仮想環境について、「本市が仮想環境の構築事業者へ委託」
とありますが、仮想化基盤の基盤部分(ESX等)も仮想環境の
構築事業者の実施範囲という理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

「図表15 現状のシステム運用保守作業」で使用されているソ
フトウェア、ツール等については、新システムにおいても継続
して利用することが出来、本契約の対象外との認識で宜しい
でしょうか。

図表15に示したソフトウェアやツール類（統合運用管理ソフ
ト、バックアップソフト、ウィルス対策ソフト等）は、継続して利
用することが可能であり、本市としても継続利用したいと考え
ているものです。利用にあたって支障がある場合には、受託
者と本市双方で協議の上、対応を決定する想定です。

「本市が別途調達するアクセス解析ツール等を用いて」とあり
ますが、調達されるアクセス解析ツールは何になる予定で
しょうか。

調達するアクセス解析ツールは、本プロポーザルの提案内容
を踏まえて検討することを予定しており、ウェブビーコン型や
サーバーログ解析型などの測定方式も含め、現時点で未定
です。本業務の開始以降に、受託者と協議の上で決定するこ
とを想定しています。

●業務説明資料ページ25　第４－５　環境設計、設定

●業務説明資料ページ22～24　第４－３－(1)　ウェブサイトの設計

●業務説明資料ページ26　第４－６－図表15　現状のシステム運用保守作業

●業務説明資料ページ28　第４－６－図表16　想定するウェブサイト運用支援作業
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

モバイルサイトについて、「第２の１ 再構築の対象範囲」では
移行対象となっていますが、別紙7現行サイト移行対象件数
一覧では対象外となっています。対象外との認識でよろしい
でしょうか。

モバイルサイトは別紙7「データ移行方針及び移行規模」の
「現行サイト移行対象件数一覧」にあるとおり、「移行対象」で
はありません。ただし業務説明資料「第2の1」のとおり、再構
築の対象であり、設計などの作業等は本業務の範囲に含み
ます。

移行データはウェブサイトでの公開情報であり、個人情報等、
機密情報は含まれていないとの認識でよろしいでしょうか。

本市の公式ウェブサイトで公開しているHTML等のファイルに
関しては、既に庁内の承認手続きを経て外部に公開している
情報ですので、公開不能な情報は含まれないとの認識で問
題ありません。一方で、非公開ページの情報等外部に公開し
ていない情報については、取り扱いには注意が必要です。

受託者が移行対象データを作業拠点へ持ち出して作業する
ことは問題ないとの認識ですが、よろしいでしょうか。

原則として、受託者が移行対象データを作業拠点へ持ち出し
て作業することは問題ありません。
ただし、お渡しすることが難しい情報については協議の上で
決定することを想定しています。

お客様拠点での移行作業結果の確認は可能でしょうか。（受
託者がお客様スペースをお借りすることは可能でしょうか。）

委託者の執務室の利用も想定しておりますが、確認作業を行
う受託者の人数、作業内容、期間等によるため、本業務の移
行計画を立てる際に、受託者と本市で協議の上で対応を決
定します。

移行データの抽出については、貴市もしくは現行事業者で実
施されるとの認識でよろしいでしょうか。

抽出が必要な移行データの種類によります。移行計画の際
にどのようなデータがいつ必要かを明確にした上で、対応方
法を決定する必要があると考えています。

移行データは、DB形式（CSV含む）で受領することは可能で
しょうか。htmlを想定していますでしょうか。

現行CMSで管理するDB形式のデータは、現行CMS特有の
DB構造に依存した形式であり、現行CMSの仕様に精通した
事業者でないと理解しづらいと推察しています。そのため、現
時点では公開しているHTMLファイルをもとに移行する方法を
想定していますが、より 適な方法があればご提案ください。

移行対象データをDB形式で受領することができる場合、現行
CMSのDBスキーマ定義情報は移行データとセットで受領する
ことは可能でしょうか。

現行CMSでは、コンテンツを管理するデータストアとして
PostgreSQL及び大量のXML等を用いていますが、それらの
スキーマ定義は現行事業者の保有情報であるため、原則とし
て開示はできません。

受領するデータには、移行対象外のものは含まれず、難易度
等で整理された状態を想定していますが、よろしいでしょう
か。

「受領するデータ」が何を指すか不明ですが、現行ウェブサイ
トの各ページを難易度別にふるい分けた結果（平成29年8月
時点の調査結果）については、業務説明資料の別紙７「デー
タ移行方針及び移行規模」をご参照ください。

以下のようなテキスト（横浜市の大気環境の測定結果等）は、
今回の移行対象に入っていませんが、移行対象外と理解して
よろしいでしょうか。
例）
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/kanshi/gep
po/199702/101so2.txt

別紙７「データ移行方針及び移行規模」の「現行サイト移行対
象件数一覧」に記載のとおり、例示されたURLの情報を含む
「調査・観測」にあたる情報は、平成31年3月時点での移行を
見送る想定で調整を進めています。

現行システムで自由記述スペースに記入されているリッチテ
キスト等の文字修飾情報は、受託者側で示す手順例をもとに
貴市職員様で移行いただく前提でよろしいでしょうか。

文字修飾情報の移行は、トーン＆マナー統一やアクセシビリ
ティ対応の観点から 小限に留める方針ですが、具体的にど
こまでの情報を移行対象とするか、受託者と本市でどのよう
に分担するかは、本プロポーザルの提案内容を踏まえて決
定したいと考えています。

●業務説明資料ページ29　第４－７　データ移行

●業務説明資料ページ30　第４－７－(1)－イ－(ｱ)　ウェブページ全体
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

メタデータの反映について、CKANで公開されているファイル
のMETA情報をCMSへ反映する作業という理解でよろしいで
しょうか。

ご質問にある「CKANで公開されているファイル」が何を指して
いるか不明ですが、業務説明資料の第４の７(1)イ(ｲ)「オープ
ンデータファイル」に記載のとおり、以下2点の作業を想定して
います。
・現行の「よこはまオープンデータカタログ（試行版）」から辿
れるオープンデータファイルを対象に、本市が整備したメタ
データを（オープンデータファイルとともに）CMSへ反映するこ
と。
・それ以外に新たに拡充するオープンデータファイルは、メタ
データを含めて本市が試験運用期間中にCMS画面から登録
するが、（複数のファイル分を一括で反映できるなど）容易に
登録できる仕組みを提供してもらえるとなお良い。

オープンデータについては、CSV等のデータ形式で受領でき
る前提としてよろしいでしょうか。

移行対象となるオープンデータファイルの取得方法を含め、
具体的な移行作業の実施方法については、業務説明資料の
内容をご確認のうえ、本市職員の負担軽減にも配慮した 適
な方法をご提案ください。

アクセシビリティの試験実施ガイドラインに沿った確認の対象
件数が記載されていますが、これ以外の範囲については、試
験結果は不要という理解でよろしいでしょうか。

第４の７(5)ウ「適合試験の実施」に示した試験対象ページ数
を指した質問かと思いますが、ここで記載しているのは、あく
までアクセシビリティJIS規格に準拠していることを公表するた
めの適合試験の対象ページ数を目安として示したものです。
データ移行にあたっては、当然ながら各ページがアクセシビリ
ティJIS規格に準拠していることを確認しながら移行する必要
がありますので、「移行過程の検証作業」とここで言う「準拠
証明のための適合試験」は、別の作業となります。

市から提供されるデザインを用いて全体のテンプレートを構
築する想定でありますが、アクセシビリティの試験結果に問題
がない状態となっている理解でよろしいでしょうか。

本市から提供するデザイン原案はアクセシビリティJIS規格に
配慮して作成してはいますが、あくまでウェブサイト全体の見
栄えや書式のイメージを統一するために提供するものです。
アクセシビリティJIS規格への準拠対応はデザインのみで担
保できるものではなく、その後のテンプレート設計やコンテン
ツ移行の作業を通して修正や検証を重ねていく必要があると
認識しています。

貴市既設のeラーニングシステムを教えてください。また、そ
のシステムは、PowerPointで作成したコンテンツを教材化す
る機能があると考えてよろしいでしょうか。

業務説明資料の第４の８(5)「自席研修環境の整備」に記載の
とおり、受託者からはMicrosoft Office PowerPointの形式で
作成した音声付きのスライドを提供していただければ問題あ
りません。eラーニングシステムへの登録は、本市で行いま
す。

庁内調整支援の受託者が区局統括本部や所管課への説明
会に同席する回数については、本業務中に 大で3 回までを
上限とありますが、説明会の時期はいつ頃を予定しています
か？（その時期は、作業工程・スケジュールを組むうえで影響
します）

説明会の開催時期については、提案を受けたプロジェクト全
体のスケジュール案を踏まえ、受託者と本市双方で協議の上
で決定する想定です。

受託者の体制については記載がありますが、現時点で想定
されている貴市の体制があればご教示ください。またプロジェ
クト推進にあたり、組織横断のＷＧ等が開催される場合は、
そのメンバ、内容、タイミング等についてご教示ください。

現在はCIO補佐監を統括責任者とした、広報課、ICT基盤管
理課、行政・情報マネジメント課およびコンサルティング事業
者によるプロジェクトチームを検討しております。なお、具体
的な体制やＷＧについては、契約締結後に提示いたします。

●業務説明資料ページ30　第４－７－(1)－イ－(ｲ)　オープンデータファイル

●業務説明資料ページ32　第４－７－(5)　アクセシビリティ対応

●業務説明資料ページ34　第４－８－(5)　自席研修環境の整備

●業務説明資料ページ35　第４－10　庁内調整支援

●業務説明資料ページ36　第５－２　プロジェクト実施体制
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

AISTフレームワークの活用が前提となっておりますが、パッ
ケージで用意しているドキュメント類との過不足が発生すると
思われます。パッケージ導入のプロセスで不要と思われるド
キュメントについては納品不要と考えてよろしいでしょうか。

AIST包括フレームワークの適用指針及び適用範囲は、業務
説明資料 第４の１(3)「AIST包括フレームワークの適用」及び
別紙１「AIST包括フレームワーク資料」に記載しています。こ
れらの要件を踏まえ、ウェブサイト特有の進め方や提案する
CMSパッケージの特性を加味した 適な適用方法をご提案く
ださい。

P32以降に、基礎フレームワーク、共通フレームワークの動作
確認済OS、ミドルウェアが記載されているが、ここに記述され
ていないミドルウェア（PostgreSQLを想定）について、CMS
サーバへインストールを行うことは可能でしょうか

インストールは可能ですが、AIST包括フレームワークの趣旨
に反するような、ベンダーロックイン等が発生し得るソフトウェ
ア等の導入は、不可となります。
また、できる限り稼働後のセキュリティパッチ適用作業負荷の
低いものとしてください。(PostgreSQL であれば Red Hat パッ
ケージ版とする等)

「サイト構造に関する検討資料（機能2,3,6,11）」により、新ウェ
ブサイトで実現すべきサイト構造が示されており、「ディレクト
リ別移行対象件数一覧」に各コンテンツの担当課及び、移行
難易度が件数として示されています。実際の移行作業を行う
にあたり、現行の全ファイルの一覧毎の新サイトに振り分ける
カテゴリ（サイトメニュー上の配置）は示されるでしょうか。
移行作業は現状の分析結果により整理された現行サイトを新
サイトにファイル単位の方針が示される前提で、各コンテンツ
の記事の内容を分類されたカテゴリやサイトメニューに応じた
テンプレートにあてはめて移行を行う作業と考えてよろしいで
しょうか。

本市からは、別紙７「データ移行方針及び移行規模」の「現行
サイトクロール結果一覧」に示した現行ウェブサイトの移行対
象ページ一覧（URLやページタイトル、移行要否等を記載した
もの）に加え、現行サイトマップの各メニューが新サイトメ
ニューのどこに紐づくかを整理した資料を提示する予定で
す。
ただし、ページ単位に厳密に振り分ける所までを本市で行う
ことは想定していないため、本市が提示する大まかな現行メ
ニュー毎の振り分け先をもとに、本業務のサイト構造設計や
移行設計において詳細を設計する必要があります。

「外部からの攻撃（不正アクセスなど悪意を持ったサーバー
への通信）に対しては、i-YCANネットワーク上にWAFを構築し
て対応する予定のため、構築事業者が別途対応する必要は
ない想定」とあり、「今回のシステムではWAFを利用するが、
受託者の実施範囲外」と理解しましたがよろしいでしょうか。

WAFの調達についてはご認識のとおりです。ただし、WAF等
はあくまで補助策であるため、根本対策であるアプリケーショ
ン・サーバーとしてセキュアな設計・運用については本業務受
託者の責務です。

「横浜市の魅力」「区局サイト」など、まだサイトマップが決まっ
てないコンテンツもあるが、今後作成してから事業者に渡され
るのでしょうか、それとも事業者含めて検討されるのでしょう
か。
また、サイトマップが新しくなった時、新規で制作するページも
存在する可能性がありますが、既存のデザイン原案の修正
および一部追加の他に、新規コンテンツページの作成が必要
になった場合も受託事業者の役割でしょうか。

本プロポーザルの時点で未検討のサイトマップに関しても、
本業務の開始時に本市から原案を提示します。その原案をも
とにサイト構造の設計で具体的なメニュー構成の整理を進め
てください。
なお、新規制作ページの役割分担に関しては、デザイン原案
の修正や一部追加、テンプレートの設計作業等は受託者へ
の委託範囲ですが、新規制作ページに掲載する原稿（見出し
や本文等の掲載内容）は本市から提示します。

ハイレベルサイトマップ定義一覧のうち「横浜市の魅力」「各
区サイト」等について、「検討中」となっています。これらは、プ
ロジェクト開始までに決定される前提としてよろしいでしょう
か。

本プロポーザルの時点で未検討のサイトマップに関しても、
本業務の開始時に本市から原案を提示します。その原案をも
とにサイト構造の設計で具体的なメニュー構成の整理を進め
てください。

●業務説明資料別紙４　新ウェブサイトサイトマップ原案

●業務説明資料別紙１　AIST包括フレームワーク資料

●業務説明資料別紙２　新ウェブサイトのあるべき姿
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

「ログイン認証にはユーザIDとパスワードを利用すること。た
だし、市職員の認証には、市が保有するLDAPサーバーの統
合認証基盤と連携すること」について、受信する認証情報は、
暗号化されていない状態で①組織情報、②ユーザID、③パス
ワード情報が含まれる認識で宜しいでしょうか。

ログイン認証の際は、CMSから統合認証基盤にLDAP方式で
接続を行い、市職員が入力したユーザIDとパスワードを用い
て認証処理を行う形となります。従って、統合認証基盤の内
部では認証情報を暗号化して保持していますが、その情報を
ファイル等でCMS側に送信することは想定しておりません。

※ファイルとして定期的にCMS側に情報を取り込むのは、統
合認証基盤が管理する認証情報ではなく、職員認証システム
で管理する職員情報（職員番号、氏名、所属組織など）です。

「市が指定する機械翻訳サービスを利用すること」について、
機械翻訳サービスの使用料は本契約に含まれない認識で宜
しいでしょうか。

ご認識のとおりです。

システム機能要件一覧にて「必須」となっている項目について
対応が難しい場合、横浜市様と相談の上回避という対応と
なってもよろしいでしょうか。

システム機能要件一覧で「必須」とした項目については、提案
するCMSパッケージに本市が指定したとおりの標準機能がな
い場合でも、別用途の標準機能で代替するか、カスタマイズ
で対応するか、いずれかの方法で必ず要件を満たしてくださ
い。

システム機能要件一覧の「多言語対応」について。現在の
ウェブサイトは機械翻訳以外の外国語ページが存在します
が、リニューアル後は機械翻訳のページのみに統一するとい
う認識で正しいでしょうか。
※現在のウェブサイトの機械翻訳は掲載するPDFなどのド
キュメント資料の中身は日本語のままですがよろしいでしょう
か。

別紙２「新ウェブサイトのあるべき姿」や別紙７「データ移行方
針及び移行規模」にも記載しているとおり、機械翻訳以外に
本市が個別に作成している現行の外国語ページに関しても、
新ウェブサイトへの移行対象となります。機械翻訳のページ
のみに統一する予定はありません。

「文字色や背景色の変更、音声の読み上げ、ページの拡大
縮小、文字サイズ変更などをサポートするアクセシビリティ支
援ツールは、市が指定するサービスを利用すること」とありま
すが、具体的なサービス名もしくは、支援ツールについて必
要な仕様について提示ください。

現行ウェブサイトでは「EasyWebBrowsing」を使用しています
が、新ウェブサイトで当該ツールを引き続き使用するかどうか
も含め、今後検討する予定です。決定時期については、提案
を受けたプロジェクト全体のスケジュール案を踏まえ、受託者
と本市双方で協議の上で決定する想定です。

ログイン認証にはユーザIDとパスワードを利用すること。ただ
し、市職員の認証には、市が保有するLDAPサーバーの統合
認証基盤と連携すること。とありますが統合認証基盤の仕様
が不明なため、連解放法を具体的にどのように要件か教えて
ください。例えばその方法は全自動、半自動でしょうか。

統合認証基盤の具体的な仕様については、契約締結後に提
示します。

コンテンツが公開される際のURLは、紐づくサイトメニューとコ
ンテンツのタイトルに基づいて設定すること、はNo44のコンテ
ンツに設定するHTMLファイルの名称を自動設定するにあた
り、ファイル名のルール（日付、日付＋時刻など）を設定でき
ること/No.78のファイルに設定する名称を自動設定するにあ
たり、ファイル名のルール（日付、日付＋時刻など）を設定で
きることとなっていますが、どちらを優先するのですか

機能要件一覧No.44及びNo.78に示したファイル名称の自動
設定ルールとは、No.43及びNo.77に示したファイル名の設定
方法（手動入力又は自動設定）のうち、自動設定を選んだ場
合のルールを指しています。
No.112は、コンテンツを公開する際のURLを（組織単位ではな
く）紐づく閲覧者目線のサイトメニュー構成に沿って設定する
旨を示した要件であり、No.43-44、No.77-78とは別の要件を
表しています。

職員認証システムから連携される職員情報を元に、CMS利
用者の氏名、所属、役職等を自動で更新し、手動による更新
を不要とすること、は統合認証基盤の仕様が不明なので教え
てください

統合認証基盤の具体的な仕様については、契約締結後に提
示します。

システムの設定上、予め職員の所属と役職をCMS利用権限
と紐付けておくことで、更新された職員の所属と役職をもとに
CMS利用者の権限を自動で設定できることは、統合認証基
盤の仕様が不明なので教えてください

統合認証基盤の具体的な仕様については、契約締結後に提
示します。

自動設定されたCMS利用者の権限は、特定の権限をもった
利用者によって上書きできることは、統合認証基盤の仕様が
不明なので教えてください

統合認証基盤の具体的な仕様については、契約締結後に提
示します。

●業務説明資料別紙６　システム機能要件一覧
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

移行方針説明資料の「難易度：高」における「転載イメージ
（例）」に記載されている吹き出し内容は、あくまでも参考例で
あり、「機械的に掲載内容を転載する」作業は、移行方針とし
て、事業者の提案の範囲という理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、移行方針説明資料に記載した「転載イメージ
（例）」は、あくまで本市が想定する作業イメージや移行難易
度による違いを示すための参考例です。

「テンプレートに沿って該当する情報を転載する」ケースにお
いては、移行元と移行先のページがテンプレートの項目単位
でリンクされていることが前提である理解でよろしいでしょう
か。
例えば、移行元ページで自由記述スペースにて複数項目が
記載されている情報を、移行先のテンプレートの別項目欄に
転載する作業が必要である場合は手作業での移行となるた
め、移行難易度が著しく向上します。

テンプレートに沿って移行する場合に、移行元と移行先を項
目単位で結びつける必要がある点は、ご認識のとおりです。
ただし、必ずしも移行元と移行先のページがテンプレートの項
目単位でリンクするものとは限りません。実際にどこまでの情
報を対象に、厳密なテンプレートに置き替えていくか（項目を
分けて移行するか）は、本業務の中で現実的な対応を決めて
いく必要があると考えています。
提案書評価項目の項番3.1(3)ウ「厳密に整形しきれないペー
ジを管理する仕組み」、項番4.4(1)「テンプレート設計の現実
的な適用方法」でも提案を求めているとおり、現実的にどこま
で対応するかは、本プロポーザルの提案内容を踏まえて決
定したいと考えております。

データ移行で難易度高で 初に「コンテンツの共通化検討」
作業を広報課様が担当することになっていますが、いつまで
に対応完了予定でしょうか。

コンテンツの共通化検討は、どこまでを共通化するかを含め
て庁内調整中の状況であり、現時点で完了予定は確定して
いません。本プロポーザルで提案されたプロジェクト全体のス
ケジュール案を踏まえ、受託者と本市双方で協議の上で完了
時期を調整することを想定しています。

「③目視調査結果によるフロー情報の検出」によって移行対
象外と評価されたページが3000ページとありますが、「調査
結果の精度・評価が曖昧であるため、後続の作業でページ区
分を見直しを実施」とあります。プロジェクト開始までにこの見
直しは実施される予定でしょうか。

「③目視調査結果によるフロー情報の検出」による結果の精
査は、本プロポーザルを公示する時点で既に実施済みです。
別紙７「データ移行方針及び移行規模」に示した移行対象
ページ数は、既に精査を終えた内容であるとご理解ください。

「区局で重複する情報の削除」の目視確認については、プロ
ジェクト開始前に実施される予定はございますでしょうか。

「区局で重複する情報の削除」は、具体的な実施範囲も含
め、本業務の開始後に検討する予定です。対応時期につい
ては、提案を受けたプロジェクト全体のスケジュール案を踏ま
え、受託者と本市双方で協議の上で決定する想定です。

見易さ等に配慮 し、すべてのページを A4版横の横書 きでも
よろしいでしょうか？

提案書は提案書作成要領に則って作成してください。

プレゼンテーションのためのプロジェクターはご用意して頂け
ますでしょうか？

プロジェクターは市側で用意します。その他、ヒアリング時の
設備や場所等に関する詳細については、ヒアリング日程と合
わせて、別途お知らせいたします。

本提案における開発費用及びソフトウェア（サーバ仮想化ソ
フトウェア及びOSを除く）の概算業務価格（上限）は468,000千
円（税込）には、システム利用料は含まれていませんでしょう
か？また、利用料に上限があれば、ご教示ください。

以下に示すソフトウェアの利用料は別予算で調達するため、
本プロポーザルの概算業務価格に含みませんが、その他に
必要なソフトウェアの費用については、平成31年3月末の新
ウェブサイト公開までに必要な範囲に限り、本業務の概算業
務価格に含みます。

≪本プロポーザルの調達範囲に含まないもの≫
・機械翻訳サービスの使用料
・アクセシビリティ支援ツール（読み上げ、背景色変更など）
・ウェブアクセス解析ツール

●業務説明資料別紙７　データ移行方針及び移行規模

●提案書作成要領
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「横浜市ウェブサイト再構築業務委託」に関する質問への回答

質問 回答

委託業務の前提事項への対応可否、(2)オープンデータ化の
取り組み、(3)AIST 包括フレームワークの適用について対応
可否判断基準はどのようになるのでしょうか。

業務説明資料の第４「１前提事項」の(2)～(3)に示した事項に
ついて、対応して頂けるか否かを確認するための評価項目で
す。業務説明資料の第４「１前提事項」に記載の内容を確認
のうえ、対応可否を記載してください。

現行環境からHTMLファイルの抽出等、現行のCMS導入業者
と連携が必要になった場合については、受託者がその費用も
見込む必要がある認識でよろしいでしょうか。

HTMLファイル等はウェブサーバを通じて公開しているため、
現行CMS環境から抽出することは現時点で想定しておりませ
ん。仮に、現行CMS保守業者への抽出依頼が必要となったと
しても本市で対応しますので、本業務の受託者が現行CMS
保守業者への追加費用を負担する必要はありません。

現在使用しているCMSのメーカーはどちらでしょうか。名称、
メーカー名をお知らせください。

WebコアEnterprise(富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ製)
です。

現在使用しているCMSは、ページのタイトル、見出し、などが
管理された状態にありますか？

ページタイトル以外のページ構造はテンプレートによって異な
り、テンプレートは数百種類に及ぶこと、リッチテキストが利用
可能なCMSであること、またHTMLファイルをそのまま直接
アップロードすることも可能であることから、ページタイトル以
外は実質的に管理された状態にありません。

現在使用しているCMSは、HTMLの構造をサポートする機能
はありますか。

「HTMLの構造」が何を指しているかなど、ご質問の意味がわ
かりかねます。なお、現行CMSは「WebコアEnterprise(富士通
ソーシアルサイエンスラボラトリ製)」です。

以上

●提案書評価項目一覧

●その他
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