平成２９年度京の米に係るWebサイト作成等業務委託
項目

項番
提出書類一覧

1
⑤府税納税証明書

質問回答（H29.8.10更新）
質問内容

事業所が府外のみの場合、府税納税証明書の
交付はどうすれば良いでしょうか。

回答内容
京都府総務部税務課にお問い合わせいただけ
れば、府税を納税されていない方にも書類の発
行がありますので、申請をお願いします。

業務委託仕様書

2

４（４）「京の米」のサイトコンセプトに沿ったコン
テンツの企画
業務委託仕様書

3
４（２）既存Webサイトの情報活用について
業務委託仕様書

4
５システム運用及び保守管理

本サイトから商品購入が出来るよう、通販機能を
通販機能の実装は不要です。
実装するのでしょうか。

既存HPの情報は、どのような形で活用できるの インターネット上で閲覧することが可能な情報の
でしょうか。
み活用してください。

本サイトを作成するにおいて、新しいドメインを取 新しいドメインを取得していただき、その経費も価
得するのでしょうか。
格提案書に記載してください。

業務委託仕様書

5

４（３）Webサイトの情報更新にCMSを利用でき
ること

CMSを活用する際のセキュリティ管理には、VPN
暗号化通信は不要です。
は必要でしょうか。

８運用支援

京都府及び関係団体に対する研修支援は何名
最大10名程度を予定しています。研修に係る経
ぐらいを想定されていますか。また研修費用は予
費（会場代等）も価格提案書に記載してください。
算に組み込むのでしょうか。

7

全体

「京の米」という商標登録があるのでしょうか。

8

全体

京都府全体で生産されているお米の認知度を高
そのとおりです。
めていきたいのでしょうか。

業務委託仕様書

6

業務委託仕様書

9
８運用支援
業務委託仕様書

10
８運用支援
業務委託仕様書

11
５システム運用及び保守管理

業務委託仕様書

13
４（１）サイト基本構成

京都府内で生産されているお米の総称であり、
商標登録等はありません。

管理者向けの研修支援は、ヘルプが充実してい 操作マニュアルやヘルプとは別に、研修を実施し
れば行う必要はないのでしょうか。
ていただく必要があります。

研修場所は京都府庁内を使用することは可能な 研修会場は、京都府庁内を想定していませんの
のでしょうか。または別の場所を受注者が手配 で、受注者側で準備していただく必要がありま
するのでしょうか。
す。
「JIS X8341-3:2010」が記載されていますが、最
新版は2016年度版です。古い方で良いのでしょ
うか。また、AA準拠について記載がありません
が、理由があるのでしょうか。

業者仕様書を最新版に更新しました。また、総務
省でも公的機関のＷｅｂサイトに対して適合レベ
ルAA準拠を求めていることから、追記していま
す。

一般的なブラウザとは、InternetExplorerや
本サイトの基本構成において、一般的なブラウ
GoogleChromeを想定しています。また、
ザとは、どのようなものでしょうか。また、「バー
InternetExplorerバージョン10以下、
ジョンの低いブラウザ」とはどの程度を想定され
GoogleChrome最新版以下をバージョンの低いも
ていますか。
のと想定しています。

業務委託仕様書

「京のおいしい米コンテスト」（仮称）は、本サイト 別事業ですので、本サイトを活用して開催するも
14 ４（４）「京の米」のサイトコンセプトに沿ったコン
を活用して開催するのでしょうか。
のではありません。
テンツの企画
業務委託仕様書

15
７（１）募集する事業者等（受託者）

16 全体

受託者は「SNSの作成等業務を行うことのできる
事業者等」とありますが、Facebookを組み込むと そのとおりです。
いう業務を指しているということでしょうか。

本サイトで「京の米」を認知されたとする、目標と
特に定めていません。
なるアクセス数はありますか。

業務委託仕様書

17
４（２）既存Webサイトの情報活用について
業務委託仕様書

18
４（６）アドバイス業務
業務委託仕様書

19
８運用支援

既存HP（京都府米食推進協会）のアクセス数は 京都府米食推進協会HPの過去１年間の訪問者
どれくらいでしょうか。
数は、23,120人です（H29.7.17時点）。

本サイトのアクセスが伸び悩んだ際、外部媒体 可能です。ただし、サイトオープンを12月末として
やリーフレットを活用した広報を、企画提案に組 いることから、啓発事業を契約期間内に行うスケ
み込むことは可能でしょうか。
ジュールも勘案の上、提案してください。

本サイトを情報更新する担当者数、また更新の
頻度はどれくらいを想定されていますか。

担当者は、京都府を含め、各関係団体で1名ず
つを想定しています（最大でも10名以下）。サイト
本体の更新頻度は、最低月１～2回程度を想定
しています。

本サイトのＣＭＳにおける「承認を経て」とはどう
いった機能を想定されていますか。

各関係団体において、投稿者が作成したデータ
を、CMS内で承認担当者が承認したのち、公開
する機能を想定しています。

業務委託仕様書

20 ４（３）Webサイトの情報更新にCMSを利用でき
ること
業務委託仕様書

本サイトで、情報のジャンルごとに、どのような人 「京都米提供店」や「京都米販売店」は既に登録
21 ４（４）「京の米」のサイトコンセプトに沿ったコン が発信していくのか確定していれば教えてくださ されている店舗があるため、情報発信を依頼して
い。
いくことが可能です。
テンツの企画
業務委託仕様書

22
４（２）既存Webサイトの情報活用について

本サイトを作成するにあたり、既存HPにある情報
は活用することができ、それ以外で追加したい写
そのとおりです。
真等は、別に撮影して経費に含めても良いでしょ
うか。

業務委託仕様書

本サイトを認知してもらいたい潜在ユーザー層と 国内外の観光客などに、京の米を認知していた
23 ４（４）「京の米」のサイトコンセプトに沿ったコン
は、どういった層を期待されていますか。
だきたいと考えています。
テンツの企画
業務委託仕様書

24
４（７）その他

本サイトの認知度を上げるため、チラシを作成
し、サイト関連店舗に設置する費用を企画提案
に組み込むことは可能でしょうか。

本サイトを作成することが主な委託業務であるこ
とから、あくまで本事業をより効果的なものにす
るための付随的な経費であれば可能です。

「役所の広報」とは、文字が多く、情報や事実の
本サイトのコンセプトに”「役所の広報」を超えた”
みの列挙にとどまり、閲覧者がイメージを捉えに
とありますが、どういったものを「役所の広報」と
くいものを比喩した言葉です。また、「役所の広
25 ４（４）「京の米」のサイトコンセプトに沿ったコン
考えられていますか。また、それを超えたかどう
報」を超えたかどうかは、有識者の評価により、
テンツの企画
か、どのように判断されるのでしょうか。
加点対象となっています。
業務委託仕様書

提出書類一覧

26
②企画提案書

募集要領

27
３参加資格

評価基準

28
提案項目②（SNS）
業務委託仕様書

29
４業務内容（６）アドバイス業務
業務委託仕様書

30
６再委託

31 価格提案書（見積書）

企画提案書10部のうち、事業者名は1部のみ記 そのとおりです。企画提案書を有識者が評価す
入し、残り9部は無記名という提出方法でしょう
る際、事業者名を推測されないようにお願いしま
か。
す。
「情報システム開発等業務の委託契約に係る競
争入札参加資格」を有していなければ今回のプ
ロポーザルには参加できないのでしょうか。
左記の資格を有していなくても、募集要領に定め
＜参考＞
る参加資格を満たしていれば可能です。
http://www.pref.kyoto.jp/kaikei/news/nyusatsu2
01601.html
SNSをサイトに組み込む業務を仕様書どおりに
SNS設置は受注者側、運用は京都府側と認識し
行っていただくことが基本です。それ以上に、運
ているが、評価基準におけるSNSの評価はどう
用等が可能であれば、加点対象とさせていただ
いう理解をすれば良いでしょうか。
きます。
業務委託仕様書の４業務内容（１）サイト基本構
アドバイス業務は、アクセス結果の報告とアドバ
成⑦にありますとおり、アクセス解析結果等を踏
イスのみで、具体的なサイトの更新作業は含ま
まえ、サイト内容の改善について提供していただ
れないという認識で良いでしょうか。
くこととなっています。
再委託先から更に委託（再々委託）することは可
能でしょうか。また、再々委託が可能な場合、
再々委託は不可です。
再々委託先についても、委託先と同様に事前に
京都府の承諾を得る必要がありますか。
価格提案書に記載する来年度以降の運用保守
費は、評価基準「価格点」の評価に含まれますで 含まれません。
しょうか。

業務委託仕様書

32 ４業務内容（４）「京の米」のサイトコンセプトに
沿ったコンテンツの企画
業務委託仕様書

33 ４業務内容（４）「京の米」のサイトコンセプトに
沿ったコンテンツの企画
業務委託仕様書

34
５システム運用及び保守管理

コンテンツ作成にあたり、記載がある既存HP以
外に取材する場合のアポイントメントは、京都府 特に京都府では行いません。
で行っていただけるのでしょうか。
コンテンツ作成にあたり、記載がある既存HP以
外のWebサイトから情報を二次利用する場合の
許可は、京都府で行っていただけるのでしょう
か。

特に京都府では行いません。

新たに取得するドメインの、トップレベルドメイン
（.orgや.jp）は何になりますでしょうか。

特に指定は行いません。

35 営業経歴書

「現組織へ変更した年月」の現組織とは、会社レ
会社レベルになります。
ベルを指しているのでしょうか。

36 営業経歴書

営業経歴書の2ページ目左下の表は、自己資本
金を表すものとの理解で良いでしょうか。
その場合、「払込資本金」「積立金」「繰越金」「準 自己資本金を表していますが、「評価差額」につ
備金」に加えて「評価差額」を含める必要がある いては記載不要です。
と考えますが、どのように記載すれば良いでしょ
うか。

業務委託仕様書

37
５システム運用及び保守管理

38 評価基準

本WebサイトのHPのリンク設置場所の想定があ 京都府農産課HPにリンクを掲載することは可能
りましたら、ご教示下さい。
です（府HPのトップページではありません）。

今回の提案に際し、どのような方に審査いただ
けるのでしょうか。

外部有識者による審査となります。有識者名に
つきましては、選定結果と同時に公表となりま
す。

