
質問者 No 質問 回答

A社 1

ページ：4
項目番号：2-1-1  ホスティングサービスの利用
ホスティングサービスは外部IDCとあるが、自社所有でなくて
も良いか？Xserverなど、外部レンタルサーバーを使用しても
良いか？

問題ありません。

2

ページ：5
項目番号： 2-1-3  CMS機能要件 (2)コンテンツ作成・編集機能
エ
「コンテンツ」ごとの定義はあるページ1ページを指すか、
ページ内のブロックを指すか？

ここでいうコンテンツとはページを指します。

3

ページ：5
項目番号：2-1-3 CMS機能要件 (2)コンテンツ作成・編集機能
キ
どのようなことを指しているのかをもう少し説明してほしい。
様々な形で情報入力できるようにしたいということなのか？

HTML形式やリッチテキストで入力できること。

4

ページ：5
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (2)コンテンツ作成・編集機能
ケ
複数サイトの情報管理は、それぞれ別のCMSで管理ということ
で良いか？または、一つのログインアカウントで対象となる3
サイトすべての管理を行いたいということなのか？

どちらでも問題ありません。

5

ページ：5
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (2)コンテンツ作成・編集機能
コ～セ
フォームは入力の確認画面が必要か？

必要です。

6

ページ：6
項目番号： 2-1-3  CMS機能要件 (3)コンテンツ管理機能要件 ア
テンプレート化していないHTML形式のコンテンツとはどのよ
うなものか？
例えば、図1のようなものを「テンプレートしている」とし、
HTMLタグで構成されているものを「テンプレート化されてい
ない」と定義しているのか？

過去に作成されたHTMLページをCMSで公開でき

れば問題ありません。

7

ページ：6
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (3)コンテンツ管理機能要件 カ
「新たなテンプレートを使用した、新規キャンペーンサイト」
とは、どのようなものを指すか？新たにサブドメインでCMSを
使用し、WEBサイトを立ち上げるという意味なのか、または
新しいブロックコンテンツを使用したページ（たとえば「ここ
は横須賀」内のページ）を作るという意味なのか？

サブドメインである必要はないが、ここヨコ内

のコンテンツを使用したページを作成できれば

良い。

例）ここヨコe-sportsページ

https://www.cocoyoko.net/e-sports/yokosukae-
sportscup.html

8

ページ：6
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (3)コンテンツ管理機能要件 サ
（2つ目のク）
応募データはCSV形式でダウンロード可能だが、UTF-8
（BOM）なし形式となるため、そのままExcelで開くことはで
きないが、それは問題がないか？
※一手順多くなりますが、Excelde開く方法はあります。

問題ありません。

9

ページ：7
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (6)　ユーザービリティ機能 イ
ここでいう「サイトマップ」とはSEO対策として検索ロボット
が参照するサイトマップなのか？または閲覧者がサイト内のコ
ンテンツを一覧表示するためのサイトマップなのか？

SEO対策として検索ロボットが自動生成してくれ

るサイトマップのことです。

10

ページ：7
項目番号：2-1-3   CMS機能要件 (6)　ユーザービリティ機能 ウ
文字サイズや文字色背景色の変更を行うのは誰か？閲覧者が自
分自身が見ているページで行うのか？サイト管理者、またはコ
ンテンツ管理者がページ作成時に行うのか？
また、背景色には「背景画像」も含まれるのか？

閲覧者がページを変更できるという意味だが、

デザインによっては必ずしも必要ではない。



11

ページ：7
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (7)　ユーティリティ機能 イ
Yahoo!のサイト内検索サービスは終了しているが、Googleの
カスタム検索のみで良いか？

問題ありません。

12

ページ：7
項目番号：2-1-3  CMS機能要件 (7)　ユーティリティ機能 エ
マルチデバイスに対応し、アクセスしてきたデバイスによって
画面幅を自動で切り替えるため、スマートフォン用のサイトを
用意しない予定でいる。そのため、図2のように入力してもら
い、電話が掛けられるようにすることは許可されるのか？

問題ありません。

13

ページ：7
項目番号： 2-1-3  CMS機能要件 (10)　横須賀写真ライブラ
リー 2つ目のイ
カート機能を有することとあるが、課金、無課金が選択できる
ようにするのか？
課金の場合、クレジットカード決済機能は必要か？

課金、クレジット決済機能は必要ありません。

14

ページ：12
項目番号：3-3  納品ドキュメント
過去に納品されたドキュメントを参考までに閲覧することは可
能か？

市役所にご来訪いただければ可能です。

B社 1

資料名　：コンペ実施要領

ページ　：2/8
項目番号：2-(3)
イ　特記仕様書（別紙2）に定める業務内容を遂行できるこ

と」とありますが、ここでいう業務内容には、「特記仕様書

（別紙2）　2-1-3CMS機能要件」に記載のすべての要件を満た

すことが含まれますか。

すべての要件が必須というわけではない場合、必須となる項目

をご教示いただけますでしょうか。

原則2-1-3CMS機能要件に関わらず特記仕様書の

内容は必須となります。

2

資料名　：特記仕様書（別紙2）
ページ　：3
項目番号：1-1,1-2
表示速度の向上と記載がありますが、達成するべき基準がござ

いましたらご教示いただけますでしょうか。

現状よりもユーザー体験の質を上げるために、

表示速度の向上を示したが、直帰率、離脱率の

減少を最終目的とする。

3

ページ　：4～5
項目番号：2-1-2
国内ベンダーによる保守サポートがあれば、海外製CMS製品を

利用しても良いということでしょうか。

（例：Wordpressなど

問題ありません。

4

ページ　：5
項目番号：2-1-3
コンテンツ(ページ)ごとに物理的なHTMLを生成しないタイプ
のCMSは、今回のリニューアルにおいて適合しますでしょう
か。

要件を満たしていれば適合します。

5

ページ　：5
項目番号：2-1-3（1）性能要件

「エ コンテンツごとにデザインテンプレートが変更可能である

こと。」とありますが、ここでいうコンテンツとは「ページ」

であり、ページテンプレートが複数用意されていて任意にテン

プレートを変更できるという認識でよろしいでしょうか。

ここでいうコンテンツとはページです。またA社
の質問７で示したe-スポーツのページをご参照

ください。

6

ページ　：5
項目番号：2-1-3 (2)コンテンツ作成・編集機能

「ア コンテンツ作成者が公開前のコンテンツをプレビュー表示

が出来、ブラウザからPDF出力が可能であること。」とありま

すが、ブラウザに表示されている状態がそのままPDFで印刷で

きればよいと考えてよいでしょうか。

ご理解の通りです。

7

ページ　：5
項目番号：2-1-3 (2)コンテンツ作成・編集機能

「エ デバイスごとに表示させる内容をコンテンツごとに設定で

きること。」とありますが、ここでいうコンテンツとは、

「ページ」でしょうか？もしくはページ内の画像やテキストな

どのオブジェクトのことを指すでしょうか。

オブジェクトのことを指します。



8

ページ　：5
項目番号：2-1-3 (2)コンテンツ作成・編集機能

「キ 情報の入力項目を自由にカスタマイズできること。」とあ

りますが、これは、情報の項目名を自由に変更できる機能とい

う意味合いでしょうか。

そうでない場合、具体的にご教示いただけますでしょうか。

ご理解の通りです。

9

ページ　：6
項目番号：2-1-3 (2)コンテンツ作成・編集機能

「ソ フォームの自動返信メールは、スパム扱いされない信頼性

の高い送信方式をとること」とありますが、フォームの入力者

に対するメール自動返信機能が備わっていることは必須でしょ

うか。

必須です。

10

ページ　：6
項目番号：2-1-3 (3)コンテンツ管理機能要件

「カ 容易に新たなテンプレートを使用した、新規キャンペーン

サイトを構築できること。」とありますが、「新たなテンプ

レート」とは、横須賀市様が自由にテンプレートを作成できる

という意味でしょうか。

ご理解のとおりです。

11

ページ　：6
項目番号：2-1-3 (3)コンテンツ管理機能要件

「キ 容易に新たなページを作成して、ドラッグ&ドロップで自

由にレイアウトを 作成できること。」とありますが、ドラッグ

＆ドロップでの自由操作とは、パワーポイントのように画像オ

ブジェクトやテキストオブジェクトを自由に配置してページを

作成できるということでしょうか。

オブジェクトごとにドラッグ＆ドロップでペー

ジ内の構成を編集できることですが、リッチテ

キストなどでHTML知識のない職員でも編集出来

るようなCMSにしてください。

12

ページ　：6
項目番号：2-1-3 (4)ユーザ管理

「イ システム管理者が、ユーザごとに、ユーザIDや適切な権限

を設定できること。また、ユーザをグループ分けし、グループ

ごとの権限設定を行えること。」とありますが、ここでいうグ

ループ分けとは、ページ作成者とシステム管理者の２グループ

を指すのではなく、例えばページ作成者を複数のグループに分

けて、各グループに権限設定を可能とするということでしょう

か。

ご理解の通りですが、グループ分けでなくとも

ユーザーごとに権限設定できれば問題ありませ

ん。

13

ページ　：7
項目番号：2-1-3 (6)ユーザビリティ機能

「イ サイトマップの自動生成機能を有すること。」とあります

が、ユーザーが閲覧可能なwebページとしてサイトマップを生

成するということでしょうか。

SEO対策として検索ロボットが自動生成してくれ

るサイトマップのことです。

14

ページ　：7
項目番号：2-1-3 (7)ユーティリティ機能

「イ GoogleやYahoo!などの無償サービスを利用することによ

り、サイト内検索の機能を実現すること。」とありますが、

GoogleやYahoo!などを利用しない独自に開発したサイト内検索

機能でも対応可能でしょうか。

対応可能です。

15

ページ　：7
項目番号：2-1-3 (7)ユーティリティ機能

「キ Facebook等のSNSを利用することにより、サイト利用者の

意思表示機能を 実現すること。」とありますが、意思表示機能

とは、下記のようなイメージでしょうか。

例）各ページにFacebookの「いいね」ボタンが表示されてい

る。

サイト全体の設計を協議する際にデザインと合

わせて適切な方法を選択したいと考えていま

す。

16

ページ　：7
項目番号：2-1-3 (7)ユーティリティ機能

「ク 現存のメールマガジン会員に向け週1回メールマガジンを

配信する仕組みを実現すること。」とありますが、メールマガ

ジンの管理機能はCMS連携をすることが必須でしょうか。

必須ではありません。

17

ページ　：8
項目番号：2-1-3 (9)
「その他付随サイトに関しては、現在公開中の機能を実装、も

しくはそのまま移行すること。また別ドメイン、サブドメイン

での運用が可能なこと。」とありますが、その他付随サイトも

同一または別々のCMSで管理できることが必要でしょうか。

必要です。



18

ページ　：8
項目番号：2-1-3 (10) 「横須賀写真ライブラリー」

「イ 会員登録機能を実装し、申請貸し出し業務の負担軽減を図

ること。会員登録か都度入力を選べること。」とありますが、

写真ごとに会員登録か都度入力を選択できるようにするという

ことでしょうか。

ご理解の通りです。

19

ページ　：8
項目番号：2-1-3 (10) 「横須賀写真ライブラリー」

「エ 申請時の自動返信メールのURLから、申請者自身が写真

データをダウン ロードできること。」とありますが、写真ダウ

ンロードに関して、利用者からダウンロード申請があった場

合、CMS管理者側でダウンロード承認／非承認が可能な機能が

必要でしょうか。

必要ありません。

20

ページ　：8
項目番号：2-1-4 サーバ要件

「オ CMS 内のコンテンツデータは障害時に復旧できるよう、1
回/日以上の定期的 なバックアップが行えること。また、バッ

クアップデータは複数世代管理すること。」とありますが、

バックアップすべき世代数をご教示いただけますでしょうか。

障害時の復旧が目的なので、最低１世代でかまい
ませんが、サーバ容量に余裕があるのであれば、2
〜3世代あれば理想的です。

21

ページ　：9
項目番号：2-1-5 セキュリティ要件

「オ システムを構成する機器へのアクセスは、市が指定する特

定の IP アドレス からのみ受け付ける設定とすること。(CMSの
管理画面へのアクセスも、ID、 パスワードによる認証以外にIP
アドレスによる制限を行うこと。)」とありますが、CMS管理画

面へのアクセス自体にはIPアドレスによる制限を設けず、指定

のIPアドレス以外からログインしようとした場合、通常のログ

イン用ID/パスワードに加えて更にパスコードの入力を求める2
段階承認の形式でも対応可能でしょうか。

問題ありません。

22

ページ　：9
項目番号：2-1-5 セキュリティ要件

「カ コンテンツの作成・管理のために行うCMSへの通信は、本

委員会が用意する SSL サーバ証明書を使用し暗号化を施すこ

と。」とありますが、弊社ご提案予定のCMS管理画面につきま

しては、共通機能となっており既にSSL証明書を適用し暗号化し

ております。その為、ご指定の証明書を使用することができま

せんが、この場合の対応ではセキュリティ要件を満たされない

というご認識になりますでしょうか。

SSLが要件を満たしていれば問題ありません。
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