守口市公開型GIS導入・運用事業についての質問回答

項

資料名称

ページ

タイトル

質問内容

企画提案書及び価格提案書については、1者につき1提案に限るとある
が、これについては元請けとしての提案と再委託先としての提案を両
10 その他
立させてはならない(1者が重複して本プロポーザルに参加してはなら
ない)という理解でよろしいのでしょうか？
プレゼンテーションを実施するにあたって、使用する資料は企画提案
7 評価方法
書と全く同じものでなくてはならないのでしょうか？プレゼンテー
(3)プレゼンテーション及びヒ
ションの際に投影用の資料を使用する事やその印刷物を配布する事は
アリングの実施
可能でしょうか？

回答内容

1

守口市公開型GIS導入・運用事業
公募型プロポーザル募集要領

4

2

守口市公開型GIS導入・運用事業
公募型プロポーザル募集要領

3

3

企画提案仕様書
第２章 システム要件
１前提条件
（２）窓口システム
②運用形態

4

「～の導入、運用および、保守作業の全てについて、受注者の管理下
窓口システムハードウェアの において直接行うものとする」 とありますが、ハードウェアは賃貸
お見込みのとおりです。
調達につきまして
借として導入し、本業務で調達するハードウェア一式は受注者の資産
という扱いでよいでしょうか。

4

企画提案仕様書
第２章 システム要件
（２）窓口システム
②運用形態

4

インターネットについて下記要件を満たしておれば庁内のインター
ネットを使用して良いでしょうか。
窓口システムの運用形態につ
①外部のUSB 等の記憶媒体の使用ができない配置
きまして
②操作する上で他の画面（システム）に遷移できない
③構成例の提示

5

企画提案仕様書
第３章 運用及び保守要件
１基本事項
（６）

8

トナーは消耗品費に含まれますが、印刷用紙については発注者にて用意しま
図面印刷の消耗品とは印刷用紙やトナーも含まれますでしょうか。
す。
図面印刷に係る消耗品につき
また含まれる場合には年間どの程度（用紙サイズ、印刷枚数）印刷さ また、年間印刷枚数は7000枚程度（H31実績）です。
まして
れる想定でしょうか。
なお、あくまでも実績であるため、印刷枚数を保証するものではないことに留
意してください。

6

別紙２ 公開型GIS動作環境
端末環境＿PC_４ブラウザ

1

ブラウザにつきまして

動作環境対象ブラウザにInternetExplorer10がありますが、開発元で
あるマイクロソフト社のサポートが終了しているブラウザです。セ
InternetExplorer11やその他の一般的なブラウザで利用者が操作しやすいもの
キュリティリスクがあり、インターネット環境下において一般に利用
を提案してください。
されていないかと思いますが、対象ブラウザ外と考えてよいでしょう
か。

7

別紙３ システム基本機能
機能一覧（窓口設置端末）
窓口端末＿全般＿1全般

操作方法につきまして

窓口端末は、窓口訪問者に対してより利便性がよく、簡単に扱える
タッチパネル方式の操作を採用してもよいでしょうか。

8

別紙５ SLA規定
３性能＿応答時間

接続回線につきまして

「別紙２ 公開型GIS動作環境」の５ 接続回線では10Mbpsでの動作環
境を想定されておりますが、「別紙５ SLA規定」では1.5Mbpsでの動 「10Mbps」としますが、SLA規定はあくまでも案であるため、利用者がストレス
作環境を想定された記載があります。動作環境は別紙２に記載があ
なく操作できる動作環境で提案してください。
る、「10Mbps」に統一して考えてよいでしょうか。

9

別紙５ SLA規定
４性能＿応答時間

３Ｇにつきまして

「別紙５ SLA規定」の項番５につきまして、基準として、「3G、LTE
お見込みのとおりです。
を想定し3秒以内」という規定があります。本業務の運用期間中であ
ただし、SLA規定はあくまでも案であるため、利用者がストレスなく操作できる
る、令和4年（2022年）頃に３Ｇ回線のサービス提供の終了が見込ま
環境を提案してください。
れているため、「LTEを想定し3秒以内」としてもよいでしょうか。

1

５．業務概要
（２）窓口システムの導入

・印刷時、すべての地図（主題）が課金対象になりますか？
・公開型GISと印刷物は同一ですか？窓口印刷用に定型の印刷様式を
準備しますか？
・機能一覧には、用紙サイズ、カラー/白黒別とありますが、印刷図
（様式）によって金額が異なる場合、紙サイズと地図種類の一覧表を
提示願います。

印刷物は全て課金対象です。また、印刷対象の情報については印刷様式を準備
する必要があります。
また、印刷する内容については、詳細協議の内容により決定することとし、搭
載予定データ一覧のデータを必ずしも全て印刷するものではありません。
用紙サイズ等については、A3、A4のカラー/白黒別の計４種類であり、サイズに
よる金額に変更はなく、カラー100円/枚、白黒20円/枚です。

1

５．業務概要
（２）窓口システムの導入

インターフェースの構築とありますが、これは何を指しますか？

システムの起動のための初期設定及び周辺機器やインターネットの接続等を全
て行うことです。

10

企画提案仕様書

11

企画提案仕様書

4

１．前提条件
（１）公開型GIS
③背景地図

4

１．前提条件
（２）窓口システム
②運用形態

4

１．前提条件
（２）窓口システム
③その他

・2次利用として想定している利用方法をご提示ください。
・当社が提案予定する民間地図としての背景地図は、地図毎に利用制
限が異なるため（Google地図等）、運用で利用を制限することを前提
に考えてよろしいですか？
「･･インターネットの通信費及び運用についても同様に、･･」とあり
ますが、インターネット回線を新設するのではなく、貴市のインター
ネット系LANに接続させていただくことは可能ですか？
不可の場合は、どのような接続形態やセキュリティレベルを想定され
ていますか？
通信回線費用の他に接続機器や回線工事費も本業務に含まれると考え
てよろしいですか？
窓口システム用に調達する「別紙１ハードウェア要件」に、課金装置
が含まれていません。
別途調達と考えますが、想定しているメーカー、機器型番等の仕様を
提示ください。
また、調達仕様（メーカーや型番など）を弊社から指定することは可
能ですか？
インターネット接続機器についても同様ですか？

お見込みのとおりです。
プレゼンテーションの際に投影用の資料を使用することや、その印刷物を配布
することは可能です。ただし、企画提案の内容と相違がないことに留意してく
ださい。

庁内のインターネットは使用できません。

可能です。

２次利用の方法としては、最低限インターネット公開、印刷を想定しています
が、その他の利用方法についての提案を制限するものではありません。
また、地図毎の利用制限については、お見込みのとおりです。

12

企画提案仕様書

13

企画提案仕様書

14

企画提案仕様書

15

仕様書別紙３
システム基本機能

16

仕様書別紙３
システム基本機能

ページ１
レイヤの組み合わせ制限
NO.27

選択したマップに含まれないレイヤに、マップごとの表示可否設定を
お見込みのとおりです。
設けるという理解でよろしいですか？

17

仕様書別紙３
システム基本機能
機能一覧（パソコン）

ページ１
レイヤの階層管理
NO.28

・市民、事業者などの利用者が、3階層のレイヤツリーより、任意に
レイヤを選択して表示できるという理解でよろしいですか？
・その場合、レイヤツリーとマップの関係はどのような想定ですか？ ３階層のレイヤツリーについては、お見込みのとおりです。
大分類＝マップですか？
その他レイヤ構造等については、利用者の利便性を考慮し、提案してくださ
・異なるマップに同じレイヤを表示する場合は、レイヤツリーにレイ い。
ヤを重複して作成しますか？
・レイヤ選択時には連動してON/OFFを制御する必要がありますか？

18

仕様書別紙３
システム基本機能
機能一覧（パソコン）

ページ１ 個別値色分け表示
NO.38.39 ランキング色分け表示
.40
ラベル表示

・各種主題図は、市民が搭載データに直接条件を入れて作成すること
各種主題図は、市民が搭載データに直接条件を入れて作成することを想定して
を想定していますか？
おりません。
・管理者機能で各種主題図を作成し、それを公開するという仕組みで
管理者機能で各種主題図の作成については、お見込みのとおりです。
もよろしいですか？

19

仕様書別紙３
システム基本機能
機能一覧（パソコン）

ページ１
地図グラフ表示
NO.45

基本機能一覧の「45.地図グラフ表示」については、必須要件としないため、対
・地図グラフは、具体にどのような属性情報で、どのような利用を想
応欄への記載は不要とします。
定されていますか？
なお、利用者の利便性向上等の観点から、特定の属性情報の構成割合などにつ
・管理者機能等でグラフを作成し、それを公開するという仕組みでも
いて、管理者機能等でグラフを作成し、それを公開するということを有益な提
よろしいですか？
案として提案することは妨げません。

20

仕様書別紙３
システム基本機能
機能一覧（窓口設置端末）

ページ３
全般
NO.1

「基本的に公開型GIS（パソコン用サイト）をそのまま利用する。」
とありますが、窓口閲覧用として特化したユーザインターフェースを
もつ、スタンドアローン形式の窓口閲覧専用システムを提案すること
は可能ですか？

21

募集要領

1

22

守口市公開型GIS導入・運用事業
公募型プロポーザル募集要領

1

インターネット接続については、質問４の回答に同じです。
また、接続形態は有線を想定しており、セキュリティ環境については、一般家
庭と同等レベルで結構です。
なお、費用につきましては、お見込みのとおりです。

課金装置、インターネット接続機器の調達仕様については、システム基本機能
の一覧の内容に即したものを調達してください。

一覧に記載の機能は「必須要件」とされているが、「×」が存在する 「×」がある場合に、必ず失格になるということではありませんが、評価に大
場合は、失格になりますか？また、機能要件以外の有益な機能の提案 きく影響があるため、留意してください。
は、評価対象になりますか？
また、基本機能一覧以外の有益な機能の提案は、評価対象になります。

機能全般

３．参加資格
（８）

3 参加資格

質問のようなスタンドアローン形式の窓口閲覧専用システムを提案すること
は、システム基本機能の一覧の内容に対応していれば可能です。
ただし、その場合には、原則として搭載データの更新などパソコン用サイトと
常に同じ状態である必要があることに留意してください。
また、その場合にも費用及び所要の作業等については、受注者の負担となりま
す。

完了実績ですが、公開型GISはASPサービスにて提供されており、現在
稼働中の実績が多数ありますが、ASPサービスにて提供され、ホーム 平成21年４月1日から平成31年３月31日までの間に、ASPサービスが終了してい
ページ上で運用・公開されていれば完了実績として記載してよろしい るもの（履行が完了しているもの）及びASPサービスにて提供され、ホームペー
でしょうか？それとも、現在、ASPサービスが終了している実績を記 ジ上で運用・公開されているものを完了実績として記載してください。
載するのでしょうか？
募集要領 ３.参加資格に公開型GIS導入・運用事業の実績について
「地方公共団体における」と記載されており、別紙１応募書類一覧で
は「国または地方公共団体における」と記載されているが国からの受
お見込みのとおりです。
注も実績に含まれるか。
また、複数の地方公共団体が組織する協議会等の公的機関から受注
した場合なども地方公共団体からの実績に含まれるか。

