
項番 資料名
ページ
番号

質問の内容 回答欄

1
三原市統合型ＧＩ
Ｓ導入業務仕様書

1
3 業務概要
市でご利用されているブラウザの種類についてお教え下さい。

　現在はMicrosoft Edge又はInternet Explorer 11です
が，6月以降はSoliton社のSecureBrowserⅡ又は同社の
SecureBrowserProで利用する予定です。

2
三原市統合型ＧＩ
Ｓ導入業務仕様書

2
5 機能要件等 (2) ＧＩＳのユーザ管理機能における”マスタデー
タ”とはどのようなものかお教え下さい。

　ユーザを管理する際に必要なカラム名等で，職名及び
所属並びにシステム権限等を指します。

3
三原市統合型ＧＩ
Ｓ導入業務仕様書

2
5 機能要件等（3）オ
同時接続ID数を20とした理由についてお教えください。

　システムに同時接続するユーザ数はあまり多くないと
見込んでいるためです。なお，同時接続ユーザ数は20を
最低としており，20を超えての提案を妨げるものではあ
りません。

4 機能要件対応表 No17 レイヤの背景色とはどういうものかお教え下さい。
　レイヤの透過率と同じ意味合いのものと考えていま
す。

5 機能要件対応表 No70
任意のファイルについて、想定されているファイル形式をお教え
ください。

　想定しているものはOffice,画像，PDFファイルを想定
しています。

6 機能要件対応表 No86 属性情報の更新履歴とはどういうものかお教えください。
　（災害時に，多発的に更新をかけたことにより，混乱
した経験があることから，）予期しない上書きをした場
合に，いずれを正とするか確認するためです。

7 機能要件対応表 No145 ユーザデータとはどういうものかお教えください。
　項番2のマスタデータを基に作成するシステム利用に必
要なユーザのデータ（氏名，所属名，職名，権限等）を
指します。

8 様式4：見積書 見積書の分類と作業名に沿って記載が必要でしょうか？
　提案システムによっては合致しない項目も考えられま
すが，審査の対象となりますので様式に沿った記載をお
願いします。

9 様式4：見積書
「既存システム改修打合せ」という作業項目がございますが、既
存システムとは何を指しておりますでしょうか？

　特段の想定はありません。「個別GISの運用コスト」が
課題としており，この課題の解決に向けた提案をしよう
とする者の提案があった場合に，この項目に記載をお願
いするものです。

10 様式4：見積書
「データ移行作業」とありますが、移行するデータの種類・量に
ついてお教えください。

　項番9に同じです。

11 様式4：見積書
「外部システムとの連携作業」とありますが、外部システムとは
どのようなシステムを指しておられますか？

　項番9に掲げるもののほか，本市の課題解決につながる
提案によって，「外部システムとの連携作業」がある場
合は，ここに記載をお願いします。

12 作成要領 3
4提案書の作成について、文字サイズは自由、枚数については30枚
程度でよろしいでしょうか。

　文字サイズ，枚数に制限はありません。

13 仕様書
2ペー
ジ目

５　ユーザアカウントは、シングルサインオン、AD連携で対応す
るという理解でよろしいでしょうか。

　SSO，AD連携に関して仕様書に定めていません。

14 様式3 全て

「重要度」欄の各行に記載している数値は，１：必須，２：低
い，３：普通，５：重要を表している。と提案書作成要領に記載
があるが、１：必須、５：重要の違いと提案への影響を教えてい
ただけますでしょうか。

　「１：必須」とは，GISシステムとして備えておくべき
機能で，「５：重要」とは，GISシステムとして機能とし
て備わっていると本市のGIS運用上大きく貢献できるので
はないかという観点で設定しています。

15 その他 その他
三原市で利用想定のブラウザのバージョンは何か。また、無償サ
ポートが終了する、Windows7、IEでの動作保証は対象外でよろし
いでしょうか。

　項番1のとおりです。

【統合型ＧＩＳ導入業務】質問に対する回答
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【統合型ＧＩＳ導入業務】質問に対する回答

16 その他 その他

初期搭載のレイヤは地形図・都市計画図・地番図・地籍図・ハ
ザードマップ・土砂災害特別警戒区域・津波看板設置位置図の想
定でしょうか。初期搭載を検討されているレイヤ一覧(レイヤ名・
レイヤ数・データ形式)について提供いただけますでしょうか。ま
たファイリングについて搭載するデータをお考えの場合、枚数は
何枚ほどでしょうか。

　初期搭載のレイヤは提案によるものと考えています。
システム構築時に，こちらから初期搭載をお願いするレ
イヤがある場合は，提案システムにインポート可能な
ファイル形式で提供します。
　（「ファイリング枚数」のお尋ねをストレージ容量の
確保のことと仮定して）制限なしが最も高く評価できる
と考えています。

17 様式4：見積書 1
様式４見積書に記載のイニシャルコスト（構築費）・ランニング
コスト（運用保守費）は、それぞれ契約を行うご予定でしょう
か。

　優先契約候補者と一つの契約書での締結を予定してい
ますが，構築費と運用保守費で分けて契約することも可
能です。
　構築と履行期間内の運用保守を別の者と契約する予定
はありません。

18
三原市統合型GIS導

入業務仕様書
P2

５（3）オにおいて、同時接続数は20～無制限の要件とされていま
すが、カの要件では同時接続可能数に制限を設けるように見受け
られます。平時は同時接続可能数に制限を設ける理由があるので
しょうか。もしくは、常に同時接続数無制限は仕様を満たすで
しょうか。

　ライセンス形態が同時接続ユーザ数であった場合に対
応するため，同時接続ユーザ数を20以上としています。
　同時接続ユーザ数が常に無制限であれば仕様を満たし
ています。

19
三原市統合型GIS導

入業務仕様書
P2

５（3）オにおいて、本業務で構築するシステムへ搭載するデータ
の一覧や、容量の記載がありません。どの程度が想定されるで
しょうか。

　現時点で，統合型GISへの搭載が決定しているものは，
市道台帳（道路延長約1400km）のみですが，令和4年度中
に当該データを作成することとなっていますので，デー
タ容量は不明です。
　また，全庁的なGISの活用も課題であることから，他市
町の事例を参考に登載すべきデータや確保すべき容量の
提案をお願いします。

20
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P1

５の参加資格条件において、企業の資格・認証要件は業務実績以
外で例えばISOなど設けておりますでしょうか。また、評価要件で
しょうか。

　参加資格条件は，提案依頼説明書に記載のとおりで
す。
　また，評価要件として特段には設けていません。

21
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P1

５の参加資格条件において、技術者の資格要件は設けられていま
すでしょうか。

　項番20の前段のとおりです。

22
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P2

７（1）において、提案参加申込書の提出において、提出方法は電
子メール、郵送等の指定はありますでしょうか。

　指定はありません。ただし，本市から受け取った旨の
連絡はいたしません。

23
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P3

７(6) 1次審査において、「三原市統合型GIS機能要件対応表に本
市が設定する必須条件を満たしていない事項がある場合、選定か
ら除外することがある。」とありますが、必須条件を１項目でも
対応不可の場合は除外対象となるのでしょうか。

　1次審査では，機能面と価格面を数値に置き換える形式
的な審査を行うものであって，お尋ねのようなことのみ
で除外となることはありません。

24
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P3

７（７）の2次審査にて提出する提案書において、文字サイズや
フォント、用紙サイズ等の指定はありますでしょうか。また、提
案書の枚数の指定又は限度はありますでしょうか。枚数について
は片面か両面印刷についてもご教示ください。

　作成要領に記載のない事項に関して指定はありませ
ん。

25
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P3

７（8）イにおいて「統合型GISのデモ」は、説明20分の中に含む
のでしょうか。

　含みます。

26
三原市統合型GIS導
入業務提案依頼説

明書
P3

７(8)のデモにおいて、「(オ)外部から道路陥没の情報（ステータ
スは受付）を入力する。」内容ですが、"外部"とは、具体的にど
のようなものを指すのでしょうか。

　今回のデモは，市民からスマホ等の媒体を用いて通報
してもらう想定ですので，プレゼン会場でインターネッ
トから地図上に登録できる状態を指します。

27
三原市統合型GIS機

能案件対応表
No,48

"ダブルクリック"という一つの操作で、拡大・縮小のどちらにも
対応する必要があるのでしょうか。

　インターネットで公開されている地図では，マウスの
左右のダブルクリックで拡大縮小操作ができているため
記載しています。

28
三原市統合型GIS機

能案件対応表
No,68

メタ情報は通常、編集させないと認識しておりますが、どのよう
な編集を想定されていますでしょうか。

　権限を有した者であっても編集できないと困るため記
載しています。

29
三原市統合型GIS機

能案件対応表
No,86

"完結するまで"完結とは、どのような状態を指すでしょうか。
完結→データ編集の確定、"更新履歴を保持"→アンドゥ・リドゥ
のイメージでしょうか。

　災害情報を管理する地図の場合，通報→受付→対応→
完了となりますが，この例であれば完了となった状態が
完結を指します。
　「更新履歴の保持」については項番6のとおりです。

30
三原市統合型GIS機
能案件対応表

No,133 重要度は、1,2,3,5のどちらに該当するのでしょうか。
　データが欠落していました。「１」に該当します。
　修正データをHPにアップロードします。
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【統合型ＧＩＳ導入業務】質問に対する回答

31
三原市統合型GIS機
能案件対応表

No,134 重要度は、1,2,3,5のどちらに該当するのでしょうか。 　項番30のとおりです。

32
三原市統合型GIS機
能案件対応表

No,144

"必要なマスタデータ"とは、具体的にどのようなものを指すで
しょうか。分類が「ユーザ管理」であるため、ログインIDの管理
機能でしょうか。

　項番2のとおりです。例えば本市職員の職名に新たに
「局長」というもの設ける場合にはマスタデータを編集
することとなると見込んでいるため，ユーザデータとは
別にマスタデータと呼称しています。

33 該当なし
貸与資料についてご教示ください。データの場合はフォーマット
も合わせてお願いします。また、ファイリング添付は想定されて
おりますでしょうか。

　貸与資料が何を指すものかわかりかねます。（既存
データの移行や掲載データのものと仮定した上で）項番
9，10，11，16，19を参考に提案をお願いします。
　機能要件対応表で示しているものは，No117及び118で
す。

34 該当なし 選定結果発表までに「参加辞退」を設けていますでしょうか。 　いつでも「参加辞退」は可能です。

35 当該なし
操作研修の回数は設けられておりますでしょうか。また、有償で
しょうか、無償でしょうか。

　提案に委ねられる内容と考えます。

36 当該なし
各項目（御見積書、プレゼンテーション等）の評価点は公表され
ないのでしょうか？

　提案説明依頼書7-(8)-クに記載のとおりです。

37
三原市統合型ＧＩ
Ｓ導入業務仕様書

2

５ 機能要件等 ― (3) ― オ
「同時接続ID 数は20 以上とする。」とありますが、市職員のみ
が閲覧できるＧＩＳを操作する貴庁の各担当部署は以下を想定し
ておりますが、合っておりますでしょうか。その他利用部署があ
れば開示下さい。
デジタル化戦略監／総務部／危機管理監／生活環境部／建設部／
都市部／水道部

　システム利用部署を限定して導入しようとは考えてい
ません。参考までに本市の職員は，会計年度任用職員を
含めて1,500人です。

38
三原市統合型ＧＩ
Ｓ導入業務仕様書

2

５ 機能要件等 ― (1) ― オ
「データ等（Shape,GML,DXF/DWG,KML,GeoJSON,SFC，CSV）を入出
力できること。」とありますが、市職員のみが閲覧できるＧＩＳ
に取り込むデータの種類を開示下さい。

　本市が求めるファイル形式は機能要件対応表に記載の
とおりです。
　（お尋ねのデータがハザードマップ等の地図情報だと
仮定して）項番16及び19のとおりです。

39
様式３：三原市統
合型ＧＩＳ機能要
件対応表

1
No.15「時点の異なるデータを連続表示」とはどのような機能で
しょうか。

　「天気予報の●時から●時までの雲の動き」のような
ものをイメージしています。

40
様式３：三原市統
合型ＧＩＳ機能要
件対応表

1

No.66「レイヤと外部データを関連付けることができること。」と
ありますが、各レイヤから外部データ閲覧ができるリンク機能と
いう認識でよろしいでしょうか。上記認識の場合、レイヤと関連
付ける外部データとはどのようなデータを想定されておりますで
しょうか。

　リンク機能も考えられますが，クラウドストレージに
保存している表計算やデータベースソフトと随時連携で
きることも想定しています。

41
様式３：三原市統
合型ＧＩＳ機能要
件対応表

1
No.115「インポートデータの整合性をチェックする機能」はどの
ような内容をチェックする機能でしょうか。

　インポート可能なファイル形式であってもデータの破
損があった場合の担保のために定めています。

42
様式３：三原市統
合型ＧＩＳ機能要
件対応表

1
No.141「ユーザへの周知機能」は、市職員のみが閲覧できるＧＩ
Ｓで災害時の緊急情報やお知らせなどを表示・通知する機能とい
う認識でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

43
様式３：三原市統
合型ＧＩＳ機能要
件対応表

1

No.142「サポートサイト」は市民等が閲覧できるＧＩＳに関する
問合せに対応する職員様を支援するサービスとして、市民に公開
するサイトという認識でよろしかったでしょうか。上記認識の場
合、当サイト上で公開するコンテンツ内容をご教示ください。

　職員が利用するものであって，FAQ，他の活用事例紹
介，他自治体職員との交流など本市のGIS活用が促進でき
るようなものを想定しています。
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