
令和３年度 観文歴委第 20 号 静岡市歴史博物館ホームページ作成業務 

公募型プロポーザル質問・回答一覧表 

 

※質問をされた方へは、一覧の内容を順次、直接回答しています。 

※仕様書、要領に関する内容以外の問い合わせについては、質問者への回答のみとし、一覧へは記載し

ておりません。 

No 質問内容 回答 

1 

ホームページ構成一覧内に「展示解説アプリ紹

介」とあるが、これはアプリを作る提案を求め

ているのか、あるいはアプリを導入するのでサ

イト内で紹介する表現の提案を求めているの

か。また市が静岡市美術館などで展示解説アプ

リを保有していると思うが、それを活用しない

のか。 

アプリの制作は本業務に含まれません。博物館

では、個人のスマートフォンで利用できる展示

解説アプリを別途導入する予定であるため、ホ

ームページ上で当該アプリについて紹介し、ダ

ウンロードページへのリンクバナーを掲載して

いただきます。 

2 

市や館保有の主力展示となる基本展示で、予定

している所蔵品はどんなジャンルに分かれ、ど

んな作品があって、いくつあるのか。サイト公

開したい数も含め、具体的な明示がほしい。市

や館のそれら作品への思いが伝わらないのでビ

ジュアル表現できないと思うが。 

博物館の基本展示は６つのゾーンで構成されて

おり（別紙基本展示説明資料参照）、ホームペー

ジ上では各ゾーンの概要を紹介することを予定

しています。その中で、各ゾーンの風景や主な

展示品等の画像を掲載する想定です。 

これらの画像データは博物館側から提供しま

す。 

3 

プレオープン後、委託完了の９月末までにサイ

ト導入するべき項目を教えてください。それに

よって運用内容が異なってきて積算できないた

め。 

９月末までに、仕様書別紙「ホームページ構成

（想定する内容）」に掲載したコンテンツについ

ては、全て作成し、「備考」欄に「ページ作成の

上、非公開」としたコンテンツを除き、全て公

開します。 

4 

収蔵資料・図書の紹介で「Ⅰ.B MUSEUM 

SaaS」とのリンクとあるが、リンク後、情報

入力はどこが担うのか。本業務には含まれない

と解釈してよいか。 

「収蔵資料・図書検索」では、市が別途契約し

ている「I.B.MUSEUM SaaS」（早稲田システム

開発株式会社）へのリンクバナーを掲載してい

ただきます。情報入力等は本業務に含まれませ

ん。 

【参考：ページのイメージ】 

静岡市登呂博物館ホームページ「収蔵・資料」 

https://www.shizuoka-toromuseum.jp/collection/ 



5 

歴史観光関連の MAP とあるが、想定している

MAP があるか？歴史観光の紹介はどこまで掘

り下げた情報を求めているのか。具体的な基準

が明示して欲しい。市が保有している類似の

MAP を活用できないのか。あるなら明示して

ほしい。 

博物館が実施する歴史観光事業に関する基本情

報、既存の MAP や博物館等が別途作成する

MAP、MAP ごとの紹介文の掲載を想定していま

すが、それ以上の内容については、追加提案に

よるものとします。 

既存の MAP の中でどの MAP をホームページに

掲載するかについては現在検討中です。 

6 

サイトビジュアルを考案するにあたり、使用可

能な写真やデータ等の提供を明示してもらえな

いか。この手の作品写真は許可が必要なものが

多く、我々では分からない点が多すぎるため、

使用可能な写真リストがほしい。 

現時点で、博物館紹介チラシやプレ広報誌（別

紙）及び基本展示説明資料（別紙）に掲載して

いる静岡市所蔵資料や展示室パース図の画像は

使用可能です。 

７ 

５／31 までの一部ページの公開について 

①公開するページは、「トップページ」、「博物

館概要」、「お知らせ」とお知らせの記事、

「イベント情報」とイベントの記事で全てに

なりますか。 

②この場合、「イベント情報」に「申込フォー

ム」は含まれますか？ 

③「お知らせ」、「イベント情報」について、例

えば、全ページ公開までの期間は業者対応に

て更新を行い、全ページ公開以降は CMS で

の更新にするなど、CMS 実装タイミングの

詳細を別途協議させていただくことはできま

すか？ 

①公開を必須としているページは、御記載のと

おりです。 

②「イベント情報」に「申込フォーム」は含ま

れません。 

③５月 31 日までに公開するページについて、

CMS を導入するページであったとしても、全

ページ公開までの期間は業者対応にするな

ど、ＣＭＳ実装のタイミングを協議すること

は可能です。ただしその場合、更新に係る費

用は本業務の契約金額に含むものとします。 

８ 

仕様書「９特記事項」（２）で、著作権等が静

岡市に帰属する成果物の範囲は具体的にどこ

か？ホームページデザイン、テキスト、写真の

他、プログラム等も含まれるということでしょ

うか？ 

 

本業務のために制作された、ホームページデザ

イン、テキスト、写真、プログラム等が含まれ

ます。 



９ 

静岡市が保有するホームページには、ウェブア

プリケーションファイアウォール（ＷＡＦ）の

導入が必須かと思いますが、今回の仕様書には

含まれておりません。ＷＡＦの費用は今回の見

積上限額とは別にあると考えてよろしいでしょ

うか？ 

WAF の導入は必須とします。 

その初期費用及びランニングコストは公募型プ

ロポーザル実施要領 P4「⑨見積書（本業務に係

るもの）」及び「⑩見積書（本契約期間後の１年

間の運用業務に係る費用）」に計上してくださ

い。 

10 

イベント情報の申込フォームについて、フォー

ムの入力項目は毎回内容が変わりますでしょう

か？ 

入力項目は共通で構いません。 

ただし、共通の入力項目とする場合、イベント

ごとに必要な情報（例：開催日が複数あるイベ

ントにおける参加希望日）を備考欄等に入力し

ていただくことについて、申込フォーム上で案

内できるようにしていただきたいです。 

11 

イベントへの参加は無料で、ウェブ決済機能な

どは必要ないという認識でよろしいでしょう

か。 

参加が有料のイベントも想定されますが、現地

で参加費を徴収するため、ウェブ決済機能は不

要です。 

12 

ＳＮＳによる発信について、静岡市側でも実施

していただけるという認識でしょうか。 

博物館側がＳＮＳによる情報発信を行っていき

ます。 

13 

業務仕様書５ 業務スケジュール（２）ホーム

ページの運用保守 

 

完了期限を令和４年９月 30 日に変更した場合、

保守対象期間はいつからいつまででしょうか？ 

完了期限を令和４年９月 30 日までに変更した

場合、本業務におけるホームページの運用保守

は、ホームページ作成後から契約満了日である

令和４年９月 30 日までです。 

14 

実施要領６ 企画提案書作成要領（１）書式等 

ア 

 

デザイン案のご提示にあたり、A4 版では小さく

見にくいため、A3 版を挟み込み、提出サイズは

A4 版に収まる形でご提示して問題ないでしょ

うか？ 

問題ありません。 



15 

業務仕様書４頁 ホームページ構成（想定する

内容） 

⑧外国語ページ 

 

ご提供いただく、翻訳文章のおおよその文字数

を教えて下さい。 

仕様書において多言語対応を必須としている博

物館の概要及び利用案内については、日本語で

3,000 字程度を想定しています。 

16 

業務仕様書８ 納入物件（２）業務完了時 ア 

 

ホームページ登録データとは何を指している

か、詳細を教えて下さい。 

ホームページ各ページ画面（PDF 等）、ホームペ

ージ上に掲載した画像、各ページの HTML 文書

等です。 

17 

業務仕様書５ 業務スケジュール 

（１）ホームページの設計、テスト及びインタ

ーネット公開 

 

「令和３年度静岡市一般会計補正予算が議決さ

れ、完了期限を令和４年９月 30 日に変更した

場合は、博物館概要、お知らせ、イベント情報

に関するページは令和４年５月 31 日（火）ま

でに公開すること」とありますが、「博物館概要、

お知らせ、イベント情報に関するページ」とは、

「仕様書のホームページ構成（４頁）内」の以

下項目を想定していますでしょうか？ 

＜対象＞ 

トップページ 最新情報・イベント情報 

①施設について 施設概要のみ 

④イベント情報 イベント・申し込みフォーム

含む全て 

申込フォームについては、必ずしも５月 31 日

までに公開する必要はありません。その他はお

見込みのとおりです。 

18 

業務仕様書４頁 ホームページ構成（想定する

内容） 

⑤家康公研究室 web 版（研究・資料） 

シンポジウム 

「申込みフォームへのリンク掲載」と記載があ

りますが、リンク先は外部サイトを想定されて

いますでしょうか？ 

「⑤家康公研究室 web 版（研究・資料）」にお

けるシンポジウムの申込フォームは、「④イベン

ト情報」の申込フォームと共通です。 



19 

業務仕様書６ 仕様（２）ホームページ構築（サ） 

 

「公開前にホームページの運用テストを実施す

ること」とありますが、令和４年５月 31 日（火）

の公開前に行う運用テストの範囲としては、令

和４年５月 31 日（火）までに公開するページ

が滞りなく運用できるところまでテストをする

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。 

20 

サーバー費用について 

お見積りには、初年度でかかる費用（初期費用・

12 か月のランニングコスト）を含む形でご提出

すればよろしいでしょうか？ 

初期費用及び本契約期間中のランニングコスト

については、公募型プロポーザル実施要領 P4

「⑨見積書（本業務に係るもの）」に、本契約期

間後の１年間のランニングコストについては、

同ページ「⑩見積書（本契約期間後の１年間の

運用業務に係る費用）」に計上して提出してくだ

さい。 

 


