
＜札幌市子育て支援サイト及びアプリ構築業務　質問及び回答一覧＞ 平成28年10月19日

質問 回答

参加申込書の提出期限はいつ迄になりますでしょうか。 企画提案書と供に提出いただく形になります。

提出書類で押印した「正本」は製本するとありますが、コクヨなどが販売しているファイ
ルタイプの製本カバーを使用するのは可能でしょうか。

可能です。

提案書にはページの上限などございますでしょうか。

企画提案書の提出にあたり、ページ枚数に上限は設けていないという認識でよいで
しょうか。

副本の提出方法にあたり、ゼムクリップではなくフラットファイルなどによる製本した状
態での提出でもよいでしょうか。（提出書類の枚数が多い場合を考慮しての質問で
す。）

枚数が多い場合の副本については、ゼムクリップではなくダブル
クリップ等で各部がソートされていれば問題ありません。また、フ
ラットファイルでのご提出も可とします。

業務の一部を再委託する場合、申請・承認はどのような方法（必要書類等）で行うので
しょうか。また、実施時期はいつからでしょうか。

企画提案書の企業概要もしくは実施体制の中で、再委託の形態
等をご説明下さい。本企画提案の中で審査いたします。

参加資格の「札幌市内に本社または支店等」に営業所含まれますか 含まれます。

再委託先企業との協業もしくは他社パッケージ製品による提案を行う場合、「項目1 企
業概要・契約実績等」における「過去5年間における実績」は、自社分と区別をした実
績として記載すればよいでしょうか。

問題ありません。

参考見積書の金額が審査項目に見受けられませんが、参考見積書はどのように評価
されるのでしょうか。

提案説明書P5　６審査基準　３運用保守・実施体制・セキュリティ
等において、 実施体制（人員・スケジュール・テスト・研修・見積
額　等）に問題はないか、という視点を含めております。

表中「機能要件」において、「仕様書に記載する各項目を実装しているか。」は、1項目
でも機能を満たしていない場合には審査「欠格」となりますでしょうか。それとも審査時
に「減点」になるだけでしょうか。

提案説明書P3　４提出書類について（2）イに記載したとおり、本
市の仕様書に示す要求事項の記載が漏れていた場合、該当す
る評価項目を採点しないこととしております。

プレゼンテーション審査時にプロジェクターの使用は可能でしょうか。また、プロジェクター
使用が可能であれば、「Microsoft PowerPoint」や「ウェブブラウザ」等の使用制限はありま
すか。

プロジェクターの使用は可能です。本市で用意できるPCには
「Microsoft PowerPoint」がインストールされております。ただし、イ
ンターネットを利用できる環境（無線ラン等）の用意はできませ
ん。

【提案説明書関連】

上限は設けておりません。
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質問 回答

【仕様書関連】

本件「ウェブサイト」及び「アプリ」で想定する情報掲載は、「産前から何歳まで」を対象
としていますでしょうか。

主に小学校就学までを想定していますが、提案者の創意工夫に
よるさらなる提案を妨げるものではありません。

アプリ登録の際のApple・Googleアカウントですが、自社で保持するアカウントを利用し
ての登録は問題無いでしょうか。

受託者のアカウントにて登録いただく事を想定しております。

本業務期間中」とは、具体的にいつからいつまでを指すでしょうか（平成28年11月中
旬予定の契約締結～平成29年3月31日迄の解釈で宜しいでしょうか）。

※もし上記の解釈が正しい場合に「(3)子育て支援サイト・子育て支援アプリの公開、
本業務期間中の運用・保守」の”本業務期間中の運用・保守”とは、具体的に何を指し
ているでしょうか。（当該業務は「札幌市子育て支援サイト及びアプリ構築業務」とあり
ますので、「本業務期間中」は”構築業務”迄で、”運用・保守”は含まない、との解釈も
できるため。※運用・保守は、構築業務の完了後に発生）

本業務期間中とは、平成28年11月中旬予定の契約締結～平成
29年3月31日を指します。

また、業務仕様書P2　4．業務の概要（３）をご確認ください。
本業務では、ウェブサイト及びアプリを公開することが可能になっ
た後、本市の判断により公開時期を決定する予定としていること
から、札幌市の判断により決定した公開時期から、平成29年3月
31日までは運用・保守が発生し、”運用・保守”は含まないという
解釈はいたしません。

本件で構築するウェブサイト・アプリの「開発環境」「プログラム言語」に制約はありませ
んでしょうか。

特に制約はありません。ただし、サポート切れの環境やプログラ
ム言語は原則禁止です。

｢(3)運用・保守の効率化」につきまして、「管理を一元化するなど、可能な限り本市に
とって（後略）」とございますが、効率化を高めるご提案を行う観点から、現在貴市でお
使いのCMSを具体的に教えていただけますでしょうか（メーカー名、CMS名など）。

本市公式ホームページにおいて、現在導入しているCMSは、グ
ローバルデザイン株式会社のCMS-8341となります。

仕様書3ページ　5構築要件（6）本番公開時コンテンツの作成
登録するコンテンツ数（ページ数）はどの程度を想定されておりますでしょうか。

現在、移行を想定しているHTMLは何ページでしょうか。

｢(6)本番公開時コンテンツの作成」につきまして、作業量および掲載される情報量の
算出にあたり、何らかの量的な参考数値を頂戴できますでしょうか（例：「市公式ウェブ
サイト」掲載中のコンテンツから移行が必要と想定されるページ数や写真点数、電子
データで提供いただく想定量、新規追加としてあらかじめ掲載しておく情報の量、な
ど）。また、全体のボリュームの上限値はどの程度を想定されておりますでしょうか。

研修について
研修の実施日については開発期間中（～平成29年3月31日）に実施する（開発予算
内）と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

P７　6.機能要件等　＜データ件数＞に記載しているとおり、札幌
市公式ホームページに掲載される「子育てナビ」内の情報及び、
その他市が発信する子育てに関する情報の掲載を想定していま
す。想定するページ数は、これを参照し目安としてください。
ただし、カテゴリーや階層構成等、提案内容によってページ数も
異なる可能性があると考えます。
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質問 回答

仕様書4ページ　5構築要件（9）研修
「研修受講者の想定人数は協議による」と記載がありますが、御見積りのため現段階
での研修会の参加人数の想定をお教えいただけますでしょうか。

研修受講者の想定人数は協議によるとございますが、見積計上のために大まかな人
数想定を教えていただく事はできますでしょうか。

｢(9)研修」につきまして、想定される研修対象「人数」、1回あたりの研修会場の「収容
人数」（＝人数÷収容人数より研修の想定回数を算出）を概算で結構ですので、教え
ていただくこと可能でしょうか（10名想定なのか、1,000名想定なのか見当がつかない
ため）。

プラットフォーム型での構築を想定していたが、DNSでサブドメインを指定するのは義
務となるのか。

義務となります。

通信をHTTPS暗号化する旨の記載があるが、SSL証明書の発行にかかる費用は受託
者の負担となるか。

受託者の負担を想定しています。

【アプリ機能】- 利用者登録について
『産前・産後の状況に分けて登録』というのは、産前と産後の利用者向けの登録画面
を分けるというイメージでしょうか。
それとも産前用・産後用の利用者情報を双方登録できるようなイメージでしょうか。

仕様書P5　【アプリ機能】利用者登録機能に記載する機能を実
装する中での、登録画面の推移や登録方法については、ご提案
の範囲と考えます。

アプリのプッシュ機能にクラウドサービスを使用することは可能でしょうか（アマゾンプッ
シュ機能サービスなど）。

システムの構築に当たり、どのようなプログラムを活用されるか
は、ご提案の範囲と考えます。ただし、仕様書9P 8.情報セキュリ
ティ要件等にもご配慮ください。

子育て記録機能
画像情報をサーバで保存しないのはなぜか。個人情報に配慮した仕様であればサー
バに保存しても問題ないか。

本システムでは、個人を特定できる情報を保有しない事を想定し
ております。そのため、個人のプライバシーに関わる写真につい
ては、保有しない事を想定しております。

【アプリ機能】につきまして、「利用者登録機能」は「個人の特定をできるような情報は
取得しないこと」とございますが、これは今後も全てサーバ側では一切の個人情報は
扱わないと解釈して宜しいでしょうか（アプリに限らず「子育て支援ウェブサイト」につい
ても同様に）。

本企画提案においては、個人を特定できるような情報は取得し
ないという前提で提案してください。

最大、20人×5回程度を想定しています。
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仕様書6ページ【管理機能】管理機能全般
「アクセス数の集計等が行える事。」と記載がありますが、GoogleAnalytics等、他の
サービスを利用した提案でも構いませんでしょうか。

機能要件については、P４「機能要件について」に記載している
通り、表の項目の実装が困難な場合には、代替案や運用での対
応方法を提案すること、としております。その場合、利用するサー
ビスや運用方法については、ご提案の範囲と考えます。

管理機能で作成するコンテンツとは、「子育て支援情報」「イベント情報」「施設情報」
のことでしょうか。これら以外に、想定されているコンテンツはありますでしょうか。

仕様に記載しているコンテンツとは「子育て支援情報」「イベント
情報」「施設情報」を指します。
ただし、仕様書P4の（２）機能要件に定めるとおり、仕様書に記載
したものを基本機能とし、受託者の創意工夫による提案も可能と
しています。

ウェブアクセシビリティへの対応が必要なページとは、ウェブページのことで良いか
また、対象となるページは主要なページと考えればよいか。

お見込のとおり、対応が必要なものはウェブページを想定してい
ます。また、主要でないウェブページという定義が困難であり、基
本的にはウェブアクセシビリティに配慮すべきものと考えます。

コンテンツ作成・編集
リンクやアクセシビリティについての確認とは具体的に何を想定しているか。
外部のチェックツールを利用して確認する方法を明示するだけでも問題ないか。

「リンクやアクセシビリティ等の確認を行う」とあるが、具体的に何を確認する必要がある
のか？どのような内容を指しているのか？

「オープンデータ」につきまして、「オープンデータにする情報、形式等は提案及び協
議による」は、現時点で具体的にどのようなものを想定されておりますでしょうか。

仕様書P7　表中のオープンデータの項目にある通り、本市の
オープンデータ公開状況を踏まえることとしております。本市の
公開状況とは、本市公式ホームページの「オープンデータカタロ
グサイト」（http://www2.city.sapporo.jp/opendata/）を指し、これ
を踏まえて協議をしていく想定です。

「(2)規模要件」の「データ件数」につきまして、何らかの想定情報量をご提示いただくこ
とできますでしょうか（現状のデータ量など）。また、「情報量は増減する場合がある」の
最大ふれ幅（何％ほど等）の想定でしょうか。また、全体のボリュームの上限値はどの
程度を想定されておりますでしょうか。

仕様書P７　6.機能要件等　＜データ件数＞に記載しているとお
り、札幌市公式ホームページに掲載される「子育てナビ」内の情
報及び、その他市が発信する子育てに関する情報の掲載を想
定しています。想定するページ数は、これを参照し目安としてく
ださい。
ただし、カテゴリーや階層構成等、提案内容によってページ数も
異なる可能性があると考えます。

ウェブページにおいて、リンク切れのチェックや、「本市公式ホー
ムページガイドラインの順守」及び「JIS規格のウェブアクセシビリ
ティ適合レベルAAに準拠」したページを公開できるよう、機種依
存文字や日付・時刻などの表記を変換、画像のalt属性の設定漏
れを警告表示する、といったチェックを行うことができる機能を想
定しています。
手法については、ご提案の範囲と考えます。
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「(1)運用・保守管理」につきまして、「システムの配信後から業務履行期間終了までの
間」とは、具体的にいつからいつまでを指しているでしょうか。
（履行期限は「公募型企画競争説明書」P1には平成29年3月31日までと記載がござい
ますが、この期間を指しているとの解釈で宜しいでしょうか）

業務仕様書P2　4．業務の概要（３）をご確認ください。
札幌市の判断により決定した公開時期から、平成29年3月31日
までを指します。

「(1)運用・保守管理」につきまして、「軽微な修正・追加を（中略）対応すること」とござ
いますが、この「追加」とは要件定義時には要件として挙がっていない新規要件（新規
機能）について「追加」のご要望の可能性があるという意味でしょうか。それとも既定の
要件定義で挙がった要件事項を何らかの形で満たしていない（満たしきれていない）
とされる機能の追加を想定されておりますでしょうか。

契約時に仕様を含めた内容詳細を定めますが、その範囲内で、
本番公開後に発生する修正、改善、考慮不足への対応を行うこ
とを想定しています。対応範囲については、ご提案の範囲である
と考えます。

「(5)スマートフォンアプリ・システム等のアップデート」につきまして、「遅延なく行うもの
とする」は具体的な想定目安はございますでしょうか。

「遅延なく」という標記については、事象によってケースが異なる
と考えられますが、利用者にとって不利益を被らない範囲でご対
応いただきます。

将来、OSやウェブブラウザのメジャーアップデート時に想定を上回るシステム変更が
あった場合、システム改修などの対応は保守の範囲外とすることは可能でしょうか。

【管理機能】につきまして「Internet Explorerのバージョンアップに対応すること」とは、
今後予測されない（現時点で公開情報としてマイクロソフト社より情報提供されていな
い）ブラウザのバージョンアップについても、その動作を保証する必要があるという意
味でしょうか。また、その際に発生する対応費用は、その作業量の多い・少ないに関わ
らず、年間「保守運用」としての「想定見積上限額 1,000千円」（サーバ運用の費用も
含む）の費用範囲内で完遂させる必要がある、という意味でしょうか。

「(5)スマートフォンアプリ・システム等のアップデート」につきまして、「動作検証及びス
マートフォンアプリのアップデート登録作業をOS及びブラウザのバージョンアップデー
タの配信後遅延なく行うものとする」に含まれる作業は、「動作検証」と「アップデート登
録作業」の2点のみで、アプリ自体のアップデート（プログラム改修）は含まないでしょう
か（「登録作業」のみ）。それとも、「アップデート登録作業」には、登録作業のみではな
く、登録するアップデートされたアプリ（＝プログラム改修を受けたアプリ）の作成作業
も含まれるものでしょうか。

アップデートは「動作検証」と「アップデート登録作業」のみに限
定するものではなく、アップデートに付随するアプリのプログラム
改修などを含む、包括的なアップデートへの対応を行うもので
す。

事例によって異なりますが、メジャーアップデート等により大規模
なシステム変更を要する場合などは、別途協議のうえ対応させて
いただく場合はあると考えます。
本企画提案に関しては、想定上限額の中で実施可能な範囲を
ご提案いただくものになります。
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「最適なバックアップ計画を提示し、本市の承認を得る」とあるが、計画を提示するの
は企画提案の段階なのか、契約締結後の業務開始前となるのか。

最終的には契約締結の際に詳細を決定いたしますが、運用保
守の一項目として計画をご提案いただくかどうかは、提案内容に
よるものと考えます。

仕様書9ページ　7運用保守要件（6）セキュリティ診断への協力・対応
どのような対応・作業が想定されますでしょうか。

「(6)セキュリティ診断への協力・対応」につきまして、「協力・対応する」とは具体的にど
のような作業を想定されておりますでしょうか。何らかの報告資料の作成や調査作業
が含まれる場合、現時点で想定される（作業量の推定に繋がる）追加の情報を頂戴で
きますでしょうか。

「(6)セキュリティ診断への協力・対応」につきまして、「脆弱性や不備が見つかった場
合は対策を講じること」とは、サーバ側プログラムの改修作業やアプリ側プログラムの
改修作業を含む（その対応作業費用も含む）という解釈でしょうか。

お見込みのとおりです。

「(8)運用・保守業務の報告」につきまして、「月次で報告する」は、会議体の招集と参
加を想定しておりますでしょうか。それとも報告書の提出（報告書の電子データ送付な
ど）を以って完了するものでしょうか。

契約の際に、適正に運用できる方法を協議により定めます。

データベース・Webサイトのデータ格納先は札幌市保有以外の外部サーバーを想定
してよろしいでしょうか。その際に日本国内であること、クラウドはNGなどの条件はござ
いますか。

外部サーバーを想定しています。なお、データセンターの要件
については、仕様書P9～11に記載しておりますので、これらの要
件を満たしてください。また、クラウドの利用を妨げるものではあり
ません。

【データセンター要件】につきまして、ユーザーが利用にあたり登録した情報は、サーバ側
で何年間保存が必要でしょうか。（例：「システムが稼動している間は常に全登録ユーザー
の情報を保存」、例：「システムが稼動している間は、ユーザー情報を継続保存するが前回
利用から半年間未使用のユーザーデータは自動削除を行う」、等）

本システムの利用形態等を想定いただき、利用者にとって不利
益が生じない方法での運用が可能なご提案をお願いします。

既に弊社で開発・パッケージ化済みのサービスの一部の素材やプログラムを、札幌市
に著作権が帰属しない形で利用することは可能でしょうか。既存の物を利用することに
より、本件のサービスの充実化に繋げたいと考えております。

著作権に関しては、仕様書P13　10特記事項（10）に規定してお
りますが、その中では「ただし、本市がその一部又は全部につい
て譲渡することを要しないと認めた場合には、この限りではない」
としております。
ご提案内容によりますが、すでにパッケージ化されているもの
等、札幌市に著作権が帰属しないものも想定しています。これら
範囲については、提案内容によって異なることから、詳細は協議
のうえ、契約時に定める形となります。

診断については、基本的に本市で計画及び実施いたしますが、
これに付随して、受託者側の判断でサーバの停止等、非常事態
に備え、立会や担当者の待機等の対応を行う場合もあると考え
ます。

6 ページ



＜札幌市子育て支援サイト及びアプリ構築業務　質問及び回答一覧＞ 平成28年10月19日

質問 回答

本件で開発・制作した成果物をパッケージ化し、他の自治体に配布することは可能で
しょうか。

原則として、本件で開発・製作した成果物の著作権は札幌市が
有します。

本業務で構築したサイト及びアプリの想定の運用期間はありますか。

本件「ウェブサイト」及び「アプリ」は現時点で何年間の利用を想定されていますでしょ
うか。

本件「ウェブサイト」及び「アプリ」は最大利用者数（登録者数）を何名程を想定されて
いますでしょうか。

「アプリ」の登録者数は約50,000人程度を想定します。
なお、「ウェブサイト」は登録者という概念は不要かと考えます。

本件「ウェブサイト」及び「アプリ」は最大同時利用者数（同時アクセス数）を何名程を
想定されていますでしょうか。

同時アクセス数をお示しすることは困難ですが、札幌市公式HP
の子育て関連ページへのアクセス数は、９月で約180,000件のア
クセスがございました。

※質問内容は、概ね「提案説明書」及び「業務仕様書」の項目順に掲載しております。

本事業は、本市の行政計画であるアクションプラン2015に定めら
れ、平成31年度まで継続する事業となっております。以後につい
ては、平成32年度以降の行政計画や本業務による効果を勘案
し、判断する事となります。
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