様式１

一般競争入札に関する回答書

平成３０年８月２３日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 西 條
茂
（法 人 印 省 略）
担当：本部事務局企画経営課 相原・高橋
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立病院機構本部事務局・宮城県立精神医療センター・宮城県立がんセンター
ホームページリニューアル委託業務
№
質問事項
回答
１
仕様書（Ｐ１）
現公開サイトのサーバとは別のサーバと
５ システム構築の前提条件（２）にある「当 なります。
機構の指定したサーバを利用すること。
」とあ
りますが、
Ｑ.現公開サイトのサーバとなりますか？
２

Ｑ.サーバには今回のリニューアル対象以外 ありません。
にサイトがありますか？

３

Ｑ.公開ＵＲＬはそのままという事で宜しい お見込みの通りです。
ですか？
http://miyagi-pho.jp/
http://miyagi-pho.jp/mpc/
http://miyagi-pho.jp/mcc/
http://miyagi-pho.mcc/kenkyu/

４

Ｑ.サーバへの外部接続は可能、ｒｏｏｔ権限 外部接続は可能ですが、root 権限は利用で
は使える理解でよろしいでしょうか？
きません。
ユーザーおよび許可設定については、パブ
リッククラウドサービス上で用意されて
いるコントロールパネル上で設定を行う
必要があります。

５

Ｑ.サーバは外部ホスティングでしょうか？

お見込みの通りです。

６

業務範囲は「アプリケーション層」のみで
ホームページリニューアル受託業務仕様書
構いません。また、担当業務の追加もあり
5 システム構築の前提条件
ません。
6 業務概要
8 環境設備・システム基本要件
11 検査・納品物
業務範囲は「アプリケーション層」のみに該
当する認識でよろしいでしょうか。サーバ要
件や業務概要を拝見しますと、ミドルウェア
セットアップがなされたサーバの用意を想定
されているようなのですが、ネットワークや
ハード側に関わるセキュリティ敷設も業務に
なりうる記述が各所にございます。
（納品物に
も、サーバ側のセットアップ要項がふくまれ
ておりませんでした）
本件の弊社業務担当は「ＷＥＢサイト／ＣＭ
Ｓ構築に関わるアプリケーション開発／保守
サポート／ドキュメント作成／納入」以外に
あるか、確認をさせていただけますと幸いで
ございます。

７

お見込みの通りです。
ホームページリニューアル受託業務仕様書
5 システム構築の前提条件
（2）に関し、サーバの指定したディレクトリ
は、前提としてＷＥＢサーバのドキュメント
ルートという理解でよろしいでしょうか。

８

一般的なブラウザ（Ｅｇｅ，Ｃｈｒｏｍｅ等）で
ホームページリニューアル受託業務仕様書
見ることができれば、特に指定はありませ
5 システム構築の前提条件
（3）に関し、管理運用側の利用環境の記載が ん。
ございますが、一般利用者側の利用環境の要
件に指定はございますか。

９

お見込みの通りです。
ホームページリニューアル受託業務仕様書
5 システム構築の前提条件
「更新したコンテンツ」として下記にて検討
を進めておりますがよろしいでしょうか。
・画像ファイル
・プレーンテキストファイル
・音声ファイル
・映像ファイル
・ＰＤＦ
・圧縮ファイル

１０

制限はありません。
ホームページリニューアル受託業務仕様書
5 システム構築の前提条件
ＣＭＳフレームワークに制限はありますでし
ょうか。
ライセンスおよびＯＳＳ（ワードプレス等）
利用が不可の場合には、別途、納入するアプ
リケーションを検討いたします。

１１

お見込みの通りです。
ホームページリニューアル受託業務仕様書
5 システム構築の前提条件
（6）承認機能は２次承認（２段階承認）まで
必須機能となりますでしょうか。

１２

お見込みの通りです。
ホームページリニューアル受託業務仕様書
6 業務概要
（3）データ移行について、
「既存コンテンツ
の適切な移行」とありますが、移行対象のＷ
ＥＢページ、お知らせ等のページデータはす
べて静的ファイル（ＨＴＭＬ／ＣＳＳ／画像
など）という理解でよろしいでしょうか。
問合せＤＢなどのデータが別途ございました
ら、ご指示ください。

１３

更新前に内容のチェックをかけ、修正を行
ホームページリニューアル受託業務仕様書
う、もしくは修正を行うことを促す機能を
9 データ移行支援
9‐4（2）
「アクセシビリティ・ユーザビリテ 想定しております。
ィに関するチェック・変換機能が～」この『チ
ェック・変換機能』とはどのような機能を想
定されていますでしょうか。

１４

対象内とし、改正等により大規模な改修が
ホームページリニューアル受託業務仕様書
必要な場合は別途協議を想定しています。
10 サイト保守・システム運用・障害対応
10‐1（1）ＪＩＳ規格変更の内容と時期・頻
度を想定することが難しいため、この項目は
保守運用費の対象外とすることはできますで
しょうか。

１５

アプリケーションやコンテンツに対する
ホームページリニューアル受託業務仕様書
セキュリティ対策を想定しています。
11 検査・納品物
11‐5（2）すべての機器に対するセキュリテ
ィ対策とは、御事務局で導入しているどのよ
うな機器を想定されていますでしょうか。

１６

１７

サーバの機能等
構成は以下の通りです。
基本機能
・パブリッククラウド上の共有サーバ
本件で使用するサーバ構成をご教示くださ ・正確な台数は非公開ですが、構成要素は
い。
「Ｗｅｂサーバ」
、
「ＤＢサーバ」
、
「メー
（専用サーバｏｒクラウド、サーバ台数、フ
ルサーバ」の３種類で、それぞれ別ハー
ァイアウォール、ネットワーク構成など）
ドウェアで構成しています。
・セキュリティについて、以下の通りです。
・簡易ＦＷ（アクセス元ＩＰ制限）
・ＩＰＳ
・ＷＡＦ
サーバの機能等
ＡＷＳや Azure の利用はありません。
基本機能
アプリケーションの利用については、別途
サーバにＡＷＳ（Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）
、 提供するコントロールパネルから実施す
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｚｕｒｅのご利用を想定されてい るイメージです。
ますでしょうか。
物理サーバ、ＶＰＳ等とのアプリケーション
インストール作業の工程やネットワーク構成
が異なることから、差し支え無ければ、伺い
たく存じます。

１８

サーバの機能等
ファイルマネージャーはインストールで
ファイルマネージャー
きない仕様のため、ＦＴＰソフトを利用し
ＰＬＥＳＫの導入を検討されている、もしく ていただきます。
は搭載されているサーバでしょうか。
ＰＬＥＳＫ導入の場合、ミドルウェアおよび
ディレクトリ構成がデフォルトと異なります
ので伺いたい次第です。

１９

サーバの機能等
ｍｏｄ₋ｒｅｗｒｉｔｅ
ＷＥＢサーバエンジン（Ａｐａｃｈｅ）のモジュ
ール変更または追加は可能でしょうか。導入
するＣＭＳによっては、機能が制限されるこ
とが考えられるため、変更が可能であること
が望ましいです。また、追加が不可能な場合、
稼働中のモジュール内容をご教示ください。

２０

管理者権限を提供しないため、Apache の
モジュール追加は不可になります。
ただし、以下のＣＭＳがコントロールパネ
ルでサポートされており、簡単にインスト
ールすることができます。
・WordPress
・SOY CMS
・MODX
・NetCommons
サーバの機能等
Ａｐａｃｈｅについては、インストール済みと
ＯＳ、Ａｐａｃｈｅ
なります。データベースについては、パブ
ＷＥＢサーバエンジン（Ａｐａｃｈｅ）はダウンロ リッククラウドサービス上で用意されて
ード／インストール済みという理解でよろしいで いるコントロールパネル上で別途インス
しょうか。
トール作業を行う必要があります。
ＣｅｎｔＯＳ６系の場合、対応するＡｐａｃｈｅのバ
ージョンが 2.2 までですので、インストール
および運用の際に、拡張利用が必要と考えら
れます。

２１

サーバの機能等
データベース
利用するＤＢエンジンに指定はございますで
しょうか。
指定がなければ「ＭｙＳＱＬ」を使用する想
定です。

以下３種類の DB が利用可能です。
・SQLite
・MySQL
・PostgreSQL

２２

サーバの機能等
ＰＨＰ
プログラムエンジンは「モジュール」モード
で使用を想定しておりますが、バージョンの
アップデートは可能でしょうか。
5.6 系のサポートが 2018 年 12 月 31 日で終
了すると告知されており、理由がなければ旧
バージョンでの利用を避けたく存じます。

ＰＨＰについては、以下の２バージョンか
ら選択可能です。
・5.6 系
・7.0 系
※コントロールパネルから変更可能です。

２３

その他
支払は、納品・検収が完了し請求書を受理
本件の支払月はいつの予定となりますでしょ した日から３０日以内を予定しておりま
うか。
す。
※年度内支払、納品月翌月支払など

２４

「仕様書」１ページ ５（２）について、Ｃ
ＭＳ構築の際には、ご指定のサーバに対して
遠隔からのリモート接続は可能でしょうか。
それとも設置されている場所に行かないと接
続できない環境でしょうか。

２５

「仕様書」４ページ ９－２について、制作 可能です。
の際に現行サーバ内の移行対象の現ホームペ
ージのデータを、フォルダごとコピーにてご
提供いただくことは可能でしょうか。

２６

「仕様書」５ページ １０－１（６）につい
て「導入後ＣＭＳテンプレートの修正、追加
が必要になった場合」とは、どのような場合・
どのくらいの頻度をご想定でしょうか。

２７

「別紙添付資料１ サーバの機能等」のご指 共有サーバのため、非公開となっておりま
定のサーバの「ＣＰＵ」
、
「メモリ」のスペッ す。
クが記載無かったため、お教えいただけます
でしょうか。

２８

「別紙添付資料１ サーバの機能等」の「デ 増強は検討しておりません。
ィスク容量」の欄について、
「ＤＢサーバ：２
０ＧＢ」は少なめに思いますが、増強いただ
くことは可能でしょうか。

パブリッククラウドサービス上で用意さ
れているコントロールパネル上で「公開
鍵・秘密鍵」の生成をしていただき、SSH
接続での構築を予定しています。よって、
リモートの接続は可能となります。

特設ページを作成するなどページレイア
ウトの変更が必要になった場合を想定し
ています。頻度については、年に数回程度
です。

２９

「別添資料１ サーバの機能等」の「ＭｙＳ
ＱＬ」
、
「ＰＨＰ」の欄について最新バージョ
ンではないようですが、構築開始前にバージ
ョンアップしていただくことは可能でしょう
か。

クラウド事業者が提供する共用サーバプ
ランでは、最新版ではなく安定版での提供
を推奨しているため、最新版へのバージョ
ンアップは出来ません。

３０

保守費用は１年ごとのご契約更新を想定に お見込みの通りです。
て、ご提案させて頂いてよろしいでしょうか。

３１

上記ご質問のご回答によっては、より最適な 仕様書に記載の通り、当機構指定のサーバ
ご提案として、業務費用内であることを前提 で構築願います。
に、ご指定のサーバではなく別のサーバでの
構築をご提案差し上げてもよろしいでしょう
か。

