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No 質疑 回答 

１ [流山市ブランディングサイト作成仕様書：P１] 

質問内容：[2 業務内容]の（1）に記載の「③クラウ

ド環境のサーバは受託者において用意すること」と

ありますが、共有レンタルサーバでは問題がありま

すでしょうか？もし、クラウド環境のサーバである

場合は、その理由を教えて頂きたいです。 

 

ＣＰＵやメモリの共有において支障をきたさな

いものであれば、共有レンタルサーバも可能

です。 

 

２ [流山市ブランディングサイト作成仕様書：P１] 

質問内容：[2 業務内容]の（1）に記載の「⑥公開

環境にＳＳＬサーバ証明書を導入設定すること」と

ありますが、サーバ会社発行の無料ＳＳＬで問題は

ないでしょうか？もし有料の SSL の場合は、ご要

望、銘柄等をご指定頂きたいです。 

 

信頼性が確保されれば、有料・無料は問いま

せん。 

 

３ [流山市ブランディングサイト作成仕様書：P１～２]

質問内容：[2 業務内容]の（1）に記載の「⑧・・・流

山市公式 PR サイト内の平成 27 年から令和元年

のインタビューページのデータを本サイト、ないし市

ホームページ等へ移行し、今後もインタビューペー

ジあるいはインタビュー内容を閲覧可能とするこ

と。」とありますが、今回制作をするサイトにそのま

まのデザインでアーカイブコンテンツとして格納す

る想定でしょうか？  

現状、そのままのデザインで格納する想定

でいますが、サイトデザインに支障をきた

す等、問題と考える場合には、本業務内で

デザイン変更することも可能ですので、別

方法をご提案ください。 

ブランディングサイト内に格納するか、市

ＨＰに格納するか等についても、ご提案い

ただくブランディングサイトのデザインや

サイト仕様を基に、受託事業者様と別途協

議の上のうえ、決定予定です。 

 

４ 質問３における対象のページは、以下で相違ない

でしょうか？ 

http://www.nagareyama-city.jp/original.html 

http://www.nagareyama-city.jp/original4.html  

http://www.nagareyama-city.jp/original5.html 

http://www.nagareyama-city.jp/original6.html 

http://www.nagareyama-city.jp/original7.html 

http://www.nagareyama-city.jp/index.html 

令和２年度更新ページ 

http://www.nagareyama-

city.jp/index.html 

は対象ページではありません。 

それ以外は対象ページとなります。 

６ 元々の素材はご支給を頂けるのでしょうか？（画像

や写真など） 特に、 

http://www.nagareyama-city.jp/index.html 

は作り込まれた画像のために、元素材がない場合

は、対応方法が限られます。 

ページデータ移行の対象ページについて

は、元素材をすべて提供いたします。 

http://www.nagareyama-

city.jp/index.html 

はページデータ移行の対象外です。 

http://www.nagareyama-city.jp/original.html
http://www.nagareyama-city.jp/original4.html
http://www.nagareyama-city.jp/original5.html
http://www.nagareyama-city.jp/original6.html
http://www.nagareyama-city.jp/original7.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
http://www.nagareyama-city.jp/index.html
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７ [流山市ブランディングサイト作成仕様書：P3] 

質問内容：[2 業務内容]の（3）に記載の「③ 市ブ

ランディング進捗情報・・・このページにおいては必

ず CMS を導入し、専門知識を持たない職員であ

っても継続的な更新が可能なページとすること。」と

ありますが、CMS ツールで非推奨ツールがあれば

教えて頂けますか。 

 

特にこちらから推奨/非推奨ツールは指定

しておりません。一般的な使い易さや市場

シェアなどから推奨ツールをご提案くださ

い。 

８ [令和 3 年度 流山市ブランド推進業務委託仕様

書：P1〜2]質問内容：[(業務の内容及び範囲)]の

(2)本サイトの運用保守に 「・・・年 2 回程度の一

部サイト更新」とありますが、現時点で想定される

更新内容やボリュームの想定はありますでしょう

か？ 

 

サイト仕様によって更新内容は変わります

が、例えば流山市ブランディングサイト作

成仕様書のサイトマップイメージ内「市ブ

ランド資源紹介」以下の内容の一部を最新

情報にアップデートするような想定をして

います。 

 

９ [流山市ブランディングサイト作成仕様書：P２] 

質問内容：[(業務の内容及び範囲)]の(2)本サイ

トの運用保守に「・サイトアクセス状況の報告」とあ

るが、アクセス分析ツールの「Google アナリティク

ス」による定量計測を想定しておりますが問題ない

でしょうか。 

 

特にこちらから指定はありませんので、効

果測定に最善と考えられる方法をご提案く

ださい。 

１０ 

 

ブランドサイト流入数の昨年実績について。 

できれば自然流入と施策による流入数に分けて

教えてください 

また、そのためにどのような施策を行ったのか

教えてください 

 

流山市公式ＰＲサイトへの自然流入訪問者

数は、令和元年度 20,146 人、令和２年度

17,160人となっています。（※新型コロナウ

イルス発生以前、流山市ＨＰトップに流山市公式

ＰＲサイトへのリンクバナーが置かれていたが、

新型コロナウイルス発生以降現在まで、リンクバ

ナーは削除中。）令和元年度には既存ＰＲサ

イトとは別に、特設ＰＲサイトを設置し、

ＤＳＰ広告・子育てサイト記事広告等によ

りサイト誘引を試みた結果、約 17,000UU、

約 27,000pv となっています。 

１１ ＣＭＳツールは何か指定がございますか 

 

質問７の回答と同様 

１２ 

 

現状サイトのデータ使用量、月間トラフィック

やページビュー数はどのぐらいでしょうか。ま

た、リニューアル後どのぐらいを想定していま

すか。 

■データ使用量 

・「母になるなら、流山市。」ページ 

⇒ 1.71 ㎆ 

・「流山、ほっこり」ページ 
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 ⇒ 900.75KB 

・「もっと知りたい！」ページ 

⇒ 1.19MB 

■月間トラフィック（過去 6 か月） 

・2021 年 5 月 

セッション数 722、UU数:605 

・2021 年 4 月 

セッション数 1,245、UU:数 1,066 

・2021 年 3 月  

セッション数 898、UU 数 783 

・2021 年 2 月  

セッション数 528、UU 数 454 

・2021 年 1 月  

セッション数 705、UU 数 619 

・2020 年 12 月 

セッション数 1,473、UU 数 1,186 

 

リニューアル後は、仕様書に記載のとお

り、15,000UUを想定しています。 

１３ 

 

本サーバにてメールを使用する予定はあります

か。 

予定はありません。 

１４ 

 

ＳＳＬサーバ証明書の種類 

 

特にこちらから指定はありませんので、最

善と思われるものをご提案ください。 

１５ サブドメインはいくつ必要ですか。 

 

１つで想定していますが、別の形でのご提

案も可能です。 

１６ 対象ブラウザとバージョンを教えてください。 

 

主な閲覧者はスマートフォンユーザーを想

定しているため、最低限 iphone 及び

Android の標準搭載ブラウザには対応いた

だきたいですが、これら以外 PC も含めて、

一般的に対応が必要と考えるブラウザ、そ

れに伴うバージョンをご提案ください。 

 

１７ 

 

募集要項８（４）提出書類 納税証明書について 

提出するのは「未納の税額がないことの証明（そ

の３の３）」でよろしいでしょうか？ 

また２０２０年度の決算公表前となりますの

で、２０１９年度の法人税・消費税（地方消費税）

に関する納税証明書で問題ございませんでしょ

うか？ 

問題ありません。 
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１８ 

 

募集要項８（５）提出様式 提案資料の様式に

関して、向きはタテや横などご指定はございま

せんでしょうか？ 

 

特にありません。 

１９ 

 

ＣＭＳの導入が必須とのことですが、サービス

の選定にあたり指定はございますか？ 

非推奨のサービスなどがございましたら、予め

お聞かせいただけますと幸いです。 

 

質問７の回答と同様 

２０ 

 

流山市ブランディングサイト作成仕様書につい

て。2 業務内容 (1) ⑥公開環境にＳＳＬサー

バ証明書を導入設定すること。公開するページ

すべてＳＳＬ対応されていること。 

→貴所からＳＳＬ証明書はご提供いただける認

識でよろしいでしょうか。 

 

ＳＳＬ証明書は、受託者にて取得も含めて

導入をお願いします。 

２１ 

 

流山市ブランディングサイト作成仕様書につい

て。業務内容 (1) ⑨流山市ＨＰ及び市が関連

するＳＮＳ等と連携すること(リンクの掲載等) 

→(リンクの掲載)とご記載いただいております

が、例えば、Ｗｅｂサイトで記事を更新した際

にＳＮＳでも自動発信する仕組みではなく、HP

の下部層にＳＮＳのアカウントに飛べるような

仕組みしてほしいという認識でよろしいでしょ

うか。 

 

流山市ＨＰ及び市が関連するＳＮＳ等との

連携方法については、特にこちらから指定

はありませんので、例示のものは前半・後半

どちらも考えられます。最善と思われるも

のをご提案ください。 

２２ 

 

流山市ブランド推進業務委託仕様書について 

・第３条(1)市ブランディングサイト作成プラン

の策定及びサイト作成 

令和３年度策定の「流山市ブランディングプラ

ン」 に基づき、市と協議の上、市ブランディン

グサイト（以下「本サイト」という）作成プラン

を策定し、本サイトを作成する。 市ブランディ

ングを展開するスタートとなる本年度、本サイ

トを市ブランディングの中でどのように位置づ

け、効果的に機能させていくかを明示した上で、

本サイト作成プランを市と協議の上企画構成す

る。 

→上記の記述は本件の提案で採択された後に、

ご認識のとおりです。 



令和３年度ブランド推進業務委託：質疑及び回答 
 

                   5 / 5             流山市マーケティング課 

 

 

提案内容を踏まえ再度詳細な企画の協議を行い

プロジェクトを開始させる認識でよろしいでし

ょうか。 

 

２３ 

 

令和３年度 流山市ブランド推進業務委託 公募

型プロポーザル募集要項について。 

１２. 審査及び選定の通知等（１）審査結果に

ついては、電子メールで通知する。 

→審査結果をいただく際のメールはどちらに記

載させていただければよろしいでしょうか。 

 

「参加意思表明書」（様式１）に記入箇所が

ありますので、そちらに記載してください。 

 


