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日立市公式ホームページ再構築事業に関する仕様書 

 

Ⅰ．業務概要  

 

１ 事業名  日立市公式ホームページ再構築事業 

 

２ 目的 

現行の日立市公式ホームページ（以下「市ホームページ」という。）が抱える課題

を解決し、情報があふれ、デジタル技術が急速に発展する変化の激しい社会の中で、

市の情報を効果的に発信するとともに、情報取得ニーズに柔軟に対応できる安定し

たホームページの構築・運用を実現することを目的とする。 

 

３ 現状と課題 

（１）市ホームページを取り巻く情勢 

  ア スマートフォン利用者及びＳＮＳ利用者の増加、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴うアクセス数の増加など、現行システムを構築した平成 26 年から状

況が大きく変化している。 

  イ インターネットの普及・高速化によりネット上の情報が増加し、正確な情報

を、必要とする人などに確実に届けることが重要となっている。 

  ウ さらに、人口減少が進む中、特に流出が多い若者・女性に市の魅力（市政情

報・地域資源等）を効果的に発信し、関心を高め、移住・定住の促進につなげ

ることが重要となっている。 

（２）現行システムの現状と課題 

ア 現行システムは、トップページの文字量が多く、カテゴリ構成が複雑で、必

要な情報が探しづらい状況にあり、トップページデザインを含め、サイト構成

全体を抜本的に見直す必要がある。 

イ 多岐にわたり増加する市政に関する情報を、効果的・効率的に発信すること

が求められる中で、オンライン上の市役所として、時代・ニーズに沿ったレイ

アウト変更や機能の追加など、柔軟性・拡張性に優れたシステムの構築が必要

となっている。 

ウ ＳＮＳとの連携が乏しく、ＳＮＳとの２重運用を強いられている状況にあり、

ホームページ作成時にＳＮＳに簡単に情報を掲載できる仕組の構築や二次元

コードの生成・動画の埋め込みを可能にするなど、ＳＮＳとの連携強化が必要

となっている。 
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エ グーグル検索等により直接ページを閲覧する利用者が増加する中、スムーズ

に目的の情報に到達できるよう検索機能を強化するとともに、サイト内の回遊

性を保つ仕組づくりが求められている。 

  オ 情報量が多い子育て支援やかみね動物園、雇用関連などの分野を一元的に発

信するサブサイトでは、サイトデザインの改良やレイアウト作成の自由度、サ

ブサイト内の検索の強化等が必要となっている。 

カ 市ホームページからの問合せ機能について、現在メールで対応しているが、

問合せ対応の管理やいたずら目的の投稿への対応が課題となっており、効果的

かつ効率的に受付・管理ができるシステム構築が必要となっている。 

  キ ウェブアクセシビリティにおいては、各ページの品質を維持するため、専門

的な知識がない職員でも容易に基準に準じたページを作成できる環境が必要

となっている。 

  ク 運用の面では、情報量等が要因でページ更新に時間を要するなどの問題が生

じている現状にあり、未更新情報のチェック機能や機器構成の見直しなど、ソ

フト・ハード面での改善が求められているほか、アクセス集中やサイバー攻撃

への対応が必要となっている。 

 

４ 基本方針 

  上記「３現状と課題」に対応したホームページの構築・運用を実現するため、以

下の方針を掲げる。 

 

 基本方針  

時代のニーズに柔軟に順応できる安定したホームページの構築 

 

※ 大方針には以下の５つの視点を包含する。 

① 急速に発展するデジタル技術に柔軟に対応できるシステム 

② 時代・流行に敏感な若者・女性のニーズに対応したデザイン・機能を有する

システム 

③ 市の重要施策、伝えたい情報を分かりやすく効果的に見せる融通性に優れた

システム 

④ 年代、障害の有無等に関係なく誰もが利用しやすいシステム 

⑤ 大規模災害、サイバー攻撃、アクセス集中等があった場合でも安定して稼働

できるシステム 
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５ 各分野の構築方針 

（１）サイト全般 

  ア 本市の魅力・特色を市内外に効果的に発信できるサイトを構築するとともに、

将来的な拡張性の確保及び柔軟性の高いシステムとすること。 

イ トップページは、「市の魅力・特色を伝える」・「若者・女性の嗜好」に沿った

デザインを設計するとともに、ニーズに沿った各種機能を設けること。 

  ウ サブサイトにおいては、各々の分野に適したデザイン、検索機能、サイト設

計を行い、運用後において軽微なレイアウト変更等が可能であること。 

  エ 災害発生時等の緊急時において、迅速かつ継続的に情報を提供できるシステ

ムとすること。 

  オ 市民等からの問合せに対応するフォームを作成することができ、関係課所と

連携し、効率的に受付・管理ができる機能を有すること。 

  カ 運用において、職員がトップページやサブサイトトップページの画像、バナ

ーを差し替えられるなど、デザインの統一性を担保しつつ編集の自由度が高い

システムとすること。 

（２）検索機能 

  ア 利用者が必要とする情報を容易に検索することができるシステムとするこ

と。 

  イ 閲覧ページ内においては、デジタル技術等を活用し、検索キーワードに応じ

ておすすめのページを表示するレコメンド機能などを設けること。 

  ウ ＦＡＱにおいては、チャットボットとの連携など、利用者が確認しやすい機

能を導入すること。 

（３）カテゴリ・掲載情報 

  ア 現行システムのカテゴリ・掲載情報を整理し、分かりやすいサイト構成・適

正な情報管理を実現すること。 

  イ 複数のカテゴリに掲載を要するページについて、掲載漏れなどを回避する仕

組・運用を提案すること。 

（４）操作性・使い勝手 

  （利用者側） 

  ・ 利用者が市の魅力・特色・サービスの情報を分かりやすく取得できるホーム

ページとすること。 

  （職員側） 

・ 職員が簡易な操作でページを作成し、統一されたデザインで発信できるシス

テムとすること。 
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・ ページ作成時にＳＮＳを一元的に発信することを可能とするとともに、ペー

ジ内にＳＮＳ情報を表示させるなど、ＳＮＳとの連携を図る機能を有すること。 

・ 特にスマートフォンサイトの操作性の向上を図るとともに、ＳＮＳや市公式

アプリ（ひたちナビ）と連携できる機能を設けること。なお、ひたちナビとの

連携はＲＳＳ連携による。 

（５）安定稼働 

  ア 掲載情報を適正・円滑に管理・更新できる環境を有するシステムとすること。 

イ サイバー攻撃やアクセス集中に対応できる安定したシステムとすること。 

（６）ウェブアクセシビリティ 

  ア ウェブアクセシビリティや JIS X8341-3：2016「高齢者・障害者等配慮設計

指針－情報通信における機器・ソフトウェア及びサービス‐第３部：ウェブコ

ンテンツ」に配慮し、「適合レベル AA」に準拠したページを作成できるシステ

ムとすること。 

  イ ウェブアクセシビリティ等に配慮しながらも、デザイン性の高いウェブサイ

トとすること。 

 

６ 業務の範囲 

  上記「４基本方針」及び「５各分野の構築方針」に沿って、以下の業務を遂行す

ること。 

（１）デザインの構築 

   本市と協議の上、トップページ、サブサイトトップページ（別紙１）、各種下層

ページ及び各種関連サイトを含む全てのページのデザインを構築すること。 

（２）システム設計・ウェブサイト構築 

   トップページを含むウェブサイト及びＣＭＳの設計・構築を行うこと。 

（３）カテゴリ・掲載情報の整理 

現行システムのカテゴリ・掲載情報を調査・分析し、シンプルかつ分かりやす

い構成を提案し、本市と協議の上、カテゴリ・掲載情報の整理を行うこと。 

（４）システム調達 

   設計内容に基づき、データセンターを含むシステムを構成する全ての環境及び

ハードウェア、ソフトウェアを調達すること。 

（５）システム設定及び構築 

   設計内容に基づき、データセンターを含むシステムを構成する全ての環境の整

備及びハードウェア、ソフトウェアの設定等を行うこと。 

   なお、この作業には、現行のシステムからの各種データ移行作業及び検証作業
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を含むものとする。 

（６）プロジェクト（工程）管理 

   契約締結後、速やかに事業計画書（工程管理表）を本市に提出し、責任を持っ

て工程等を管理すること。 

   また、システム構築期間中に月１回以上、事業計画書を基に進捗状況の報告及

び会議を実施すること。会議終了後には、議事録を作成して提出すること。 

   なお、進捗状況の報告を行う際には、進捗状況及び課題等を明確に表した資料

を作成すること。 

（７）職員向け操作研修会の実施 

   本システム稼働前、運用中において、職員向けＣＭＳ操作研修会を実施するこ

と。なお、研修会に関する詳細は、「Ⅳ．職員支援要件」（P.14）に記載のとおり。 

（８）システム保守・運用 

   システム稼働期間におけるシステムの運用・保守を行うこと。なお。運用・保

守に関する詳細は、「Ⅱ.システム要件」（P.７）に記載のとおり。 

 

７ 移行・導入作業期間等 

（１）移行・導入作業期間 

   契約締結日から令和６年２月 29 日 

   ※ 令和６年３月１日に本稼働させること。 

     詳細なスケジュールについては、本市と別途協議の上で決定する。 

（２）システム稼働期間（システム使用期間） 

   令和６年３月１日から令和 11 年２月 28 日まで 

（３）支払い方法 

   月払い 

   ※ 本業務にかかる費用の全てを一体とした契約とし、運用開始となる令和６

年３月分から 60 月均等払いとする。 

 

８ 履行場所 

  履行場所は、受注者が適切に選定し、管理すること。 

  ただし、発注者の庁舎内において作業を行う場合は、場所の使用に係る一切の

事項について発注者の指示に従うとともに、業務従事者の品位の保持に努めること。 
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９ 対象サイトのＵＲＬ 

  日立市公式ホームページ（https://www.city.hitachi.lg.jp/）配下のページ 

  原則として上記ドメイン以外の別ドメインは、今回のリニューアルではＣＭＳ

上で統合や管理は行わなず、外部リンクを継続する。 

 

【現行ホームページの状況】（令和４年１１月１日現在） 

  ・ページ数   10,417 ページ 

          本サイト 5,656 ページ、サブサイト 4,761 ページ 

  ・データ容量  26.762ＧＢ（コンテンツ、画像、ファイルの合計数） 

本サイト 17.646ＧＢ、サブサイト 9.116ＧＢ 

  ・アクセス数  月平均１８万件（令和４年４月～１０月 トップページ） 

本サイト １３万件、サブサイト ５万件 

  ・ユーザーアカウント数  ２３２アカウント 

 

10 移行対象ページ 

  約 8,000 ページ（本サイト約 5,000 ページ、サブサイト約 3,000 ページ） 
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Ⅱ．システム要件  

 

１ システム機能要件 

（１）CMS は、LGWAN-ASP 方式でサービスを提供し、地方公共団体において稼働実績

をもつパッケージソフトであること。また、開発ベンダーによるサポートが確立

された製品であること。 

なお、オープンソースの使用は認めない。 

（２）ASP サービスの導入 

ア アクセス解析、サイト内検索、外国語自動翻訳などの、ASP サービスを導入

し、各テンプレートへの設定作業等を行うこと。 

イ 閲覧者が最短で目的の情報にたどり着くことができるよう、サイト内検索機

能を実装すること。 

① 閲覧者側にてフリーワードでの検索ができること。 

② CMS の機能でなく、フリーの検索エンジンの利用も可とするが、広告表示

などの不要な情報が出るもの、テンプレ―ト内に表示できないものは不可と

する。 

ウ 外国語翻訳については以下の要件を含めること。 

 ① ＡＳＰサービスなどにより外国語に自動翻訳される仕組を導入すること。

なお、対象は全てのページとし、ページ数を限定しないこと。 

 ② 他の自治体において、すでに導入されているサービスであること。 

（３）別紙２「CMS 機能要件一覧兼回答表」に記載の要件を満たすこと。 

 

２ システム管理要件 

（１）セキュリティの高いデータセンター設備内でサービスを運用するとともに、シ

ステム面、人的及び物理的な運用管理面において、個人情報保護、システムに対

する不正アクセス防止、暗号化通信、ウィルス対策等、ISMS に基づく運用・セキ

ュリティ対策を施すこと。 

（２）Firewall、IPS 等による防御措置や SSL 通信など、不正アクセス防止を施すこ

と。 

（３）外部から侵入や攻撃を防ぐため、通常の Firewall のみならず、WAF(Web 

Application Firewall)を設置し、不正侵入や Ddos 攻撃等に対してより高度な防

御を行うこと。 

（４）通信設備及びハードウェアの冗長化を行うなど、レスポンスに配慮した処理を

可能とすること。 
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（５）地震・風水害・感染症流行時など、ウェブサイトへのアクセスが集中する状況

においても、市民へ迅速に情報伝達が行えるよう、CDN（Content Delivery Network）

を導入し、非常時にネットワークに負荷がかからないシステムを構築すること。 

（６）Web サーバへの攻撃・脆弱性等を監視するとともに、ログ分析を行うためのア

クセス情報（アクセス日時・接続元ＩＰなど）を記録し、セキュリティインシデ

ントが発生した場合に速やかに報告すること 

（７）常に最新のウィルスパターンファイルを適用するなど、ウィルス対策を施すこ

と。 

（８）常にＯＳパッチ処理を行うなど、セキュリティホール解消措置を施すこと。脆

弱性が確認された場合に、速やかに対応すること。 

（９）無停電電源装置や自家発電装置を備えるとともに、免震・耐震設計されたデー

タセンターで運用するなど、災害時等にあってもサービスの提供を持続する対策

を施すこと。 

（10）サーバ設置場所への入退室管理など不正侵入対策を施すとともに、社員等内部

漏えいが起こらないような社員教育を行うこと。 

（11）サーバ設置場所は常時適切な温度・湿度で管理すること。 

（12）万が一、外部からの不正アクセスや情報漏えい等のセキュリティ事故が発生し

た場合、速やかに対応するとともに本市に報告すること。 

（13）システム及びデータメンテナンスを最良に保持することにより、契約期間中の

全日 24 時間サービス運用を可能とすること。 

（14）データを日毎にバックアップすること。また、トラブル発生時には最悪でも前

回のバックアップ時点の状態に復元できる仕組みとすること。 

（15）別紙３「データセンター機能要件」に記載の要件を満たすこと。 

 

３ システム移行要件 

（１）現行システムから本システムへの移行に当たっては、市民の利用及び職員の業

務遂行への影響が最小限となる切替え作業を実施すること。 

（２）必要に応じ本システムの仮稼働期間を設け、現行システムと本システムの並行

運用を行うなど、万全なシステム移行を図ること。 

（３）システム稼働前に実施するＣＭＳ操作研修会後からシステム稼働日前日（令和

６月２月 28 日）まで、本システムの操作方法等に関する本市職員（システム管

理課職員以外も含む）からの問合せを受け付ける電話窓口を用意すること。 

（４）「移行・導入作業期間」内において、デザインやシステムの軽微な変更に対して

柔軟に対応できる体制であること。 
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４ システム運用要件 

（１）法令・条例等の法規並びに日立市情報セキュリティポリシーに則り、登録情報

を厳正に管理すること。 

（２）本サイトの軽微な保守対応（バナー画像等の入れ替え、テンプレートの軽微な

修正・レイアウト変更等）は、本市の指示する都度無償で行うこと。（職員がシス

テムを利用して変更・修正ができる場合を除く。） 

（３）本市の要望に応じ、サブサイトのテンプレートの作成、複写、追加設定等を行

うこと。（職員がシステムで作成・設定できる場合を除く。） 

（４）技術的な調査・相談に応じ、適切な措置またはアドバイスを行うこと。 

（５）システムの点検やメンテナンスを定期的に行うこと。 

（６）本市が総合計画で掲げる「伝わる広報」をより実践するため、利用状況やペー

ジの管理状況（リンク切れページ等を含む）に関する項目等を分析し、定期的に

本市と打合せを行うこと。（オンライン可） 

（７）また、他自治体や社会の動向、流行等を踏まえ、新しい提案を半年に１回程度

実施すること。提案に基づく改善を可能な限り実施すること。 

 

５ 各種環境等 

（１）ＣＭＳ 

  ア 導入するＣＭＳは、パッケージ化されたもので、開発ベンダーによるサポー

トが確立された製品であること。オープンソースのＣＭＳは不可とする。 

  イ 利用する端末のＯＳは、Microsoft Windows10 とする。ただし、新しい

Microsoft Windows のバージョンとなった場合は、新バージョンでも利用でき

るよう、ＣＭＳ側のアップデートを行うこと。 

（２）クライアント環境 

  ア 職員のクライアントパソコンは、ＯＳが Microsoft Windows10、ブラウザは

Edge、Chrome の利用を想定している。職員が作成・更新・管理業務が行えるこ

と。 

（３）閲覧者のブラウザ 

  ア 閲覧者が使用するブラウザは以下のものを想定している。これらのブラウザ

にて正常に表示できるものを生成すること。 

   （パソコン向け） 

    Edge、Chrome、Safari の最新版 

   （スマートフォン、タブレット向け） 

    iOS、ipadOS、AndroidOS の標準ブラウザ最新版 
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  イ 複数の音声読み上げソフトに対応できるよう、作成されたコンテンツのソー

スはアクセシビリティに配慮した順番で記述されること。 

（４）ＣＭＳサーバへの接続及びライセンス数 

  ア クライアントパソコンからＣＭＳサーバへの接続は、ブラウザを通してＩＤ、

パスワード認証にてログインを行うものであること。 

  イ なお、ＩＤは各課・係等に作成者用、承認者用を付与し、サブサイトを運用

する課においてはサブサイト管理権限、サイト管理者には全体のシステム管理

権限を付与できるライセンスを提供すること。 

  ウ ライセンス費用は、本調達に含めるものとし、組織改編によるライセンス数

の増加等に対し、追加費用が発生しないこと。 

（５）ＣＭＳ利用者数 

   ＣＭＳのユーザーは次の数を想定する。また、ＣＭＳの同時ログインユーザー

数が 200 人に達する場合でも、作業が滞ることのないような、良好なレスポンス

を実現すること。 

区分 ＩＤ数 

作成者 200 

承認者 200 

サイト管理者（サブサイト管理者を含む） 30 

 

６ システム保守要件 

（１）システム保守の対象範囲 

ア 対象範囲は、本システムで使用するソフトウェア、ハードウェア全般とする。 

イ 保守に必要な物品調達も保守業務に含むこと。 

（２）障害対応 

ア 障害発生等の緊急時に受付可能な専用窓口を用意することとし、本市職員か

ら障害の連絡があった場合、迅速に対応を行うこと。また、専用窓口は 24 時

間 365 日受付可能であること。 

イ 障害が発生した場合には、速やかに対処方法を検討するとともに、復旧予想

時間と合わせて本市担当者へ報告すること。障害対処完了後、速やかに報告書

を提出すること。 

ウ データ復旧が必要な場合は、原則、障害発生日以前の直近のデータで復旧さ

せること。 

（３）災害時・緊急時の対応 

ア 大規模災害等が発生し、ネットワークの不通等の発生により本市職員による
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ウェブサイトの更新が不可能になった場合、代替の更新手段を用意すること。

または、本市職員に代行してウェブサイトの更新を行うこと。 

（４）運用支援 

ア ヘルプデスクを設置し、導入後の操作方法やシステム運用などに関する技術

的問合せに電話とメールで対応すること。なお、問合せは、市管理者を窓口と

して行うものとする。対応時間は、原則平日の９時から 17 時までとする。ただ

し、緊急性の高いものについては、協議の上、上記時間以外でも対応する場合

も想定すること。 

（５）品質保持 

ア 軽微な保守対応は（バナー画像等の入れ替え、テンプレートの軽微な修正、

トップページ（ゲートページ・サブサイトを含む。）のデザイン等の修正等）、

本市の指示する都度無償で行うこと。（職員がシステムを利用して修正等ができ

る場合を除く。） 

（６）運用終了時の対応 

ア 本システムの運用を終了し、他の次期システムへ移行する場合において、ペ

ージ情報やユーザ情報を、本市が指定するフォーマットで提出すること。なお、

提出の時期や回数、フォーマットについては、協議の上決定する。 

イ また、システムに保存されているデータを復元できないように消去するとと

もに、それを証明する書類を提出すること。 

（７）アクセシビリティ試験 

ア 運用・保守期間中に１回（３年目を想定）、ウェブアクセシビリティ基盤委員

会の示す「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、

適用する達成基準の要件を満たすことを確認すること。また、試験の実施で指

摘のあった事項については、本市と対応を協議し、必要に応じ修正対応を行う

こと。 

（８）拡張性 

ア 将来的なシステム拡張、他システムとの連携、他システムへの移行等におい

て、本市や関係事業者等が協力を求めた場合には、本市と協議の上、本業務の

範囲内でシステムに関する情報開示やデータベースからのコンテンツのエクス

ポートを含めた必要な対応を行うこと。 

また、管理運用・保守業務の引継ぎも併せて行うこと。 

(９) バージョンアップ対応 

ア システムの機能追加、機能改善、不具合修正を継続的に行い、随時バージョ

ンアップ対応を行うこと。 
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(10) その他 

ア 本仕様書に記載がない事項で、本市が必要とする事項について、適切な対応

をすること。 
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Ⅲ．データ移行要件  

 

１ データ移行要件 

（１）移行対象は、Ｐ.６「10 移行対象ページ」のとおり、8,000 ページ程度とする。 

（２）本市が現在所有している情報（ページ）について、（１）の移行対象数程度にと

どめるために、サイト整理の方法等を提案すること。 

（３）データ移行作業は原則受注者が行うものとし、やむを得ず本市による作業が発

生する場合は作業負担が最小限となる方法を提案し、発注者の承認を得た上で実

施すること。 

（４）スケジュール、発注者及び受注者の役割分担、完了時の検証方法などを記した

データ移行計画書を提出すること。 

（５）ウェブアクセシビリティ基盤委員会が示す「JIS X 8341-3：2016 試験実施ガイ

ドライン」に基づく試験を実施し、適用する達成基準の要件を満たすことを確認

し、本サイト公開後に同試験結果を公開すること。 

   なお、試験の実施により指摘のあった事項については、本サイト公開前に修正・

改善すること。 

（６）移行する全ページを対象として、新しく掲載するカテゴリや所管する所属情報

などの属性情報を記した出たデータ移行管理表（Excel 形式の一覧）を作成する

こと。 

（７）データ移行は、データ移行管理表に基づき移行すること。また、添付されてい

る画像や文書ファイルなども併せて移行すること。 

（８）移行後のデータは、職員が CMS を用いて修正、公開、削除が行える状態にする

こと。 

（９）移行期間中に発生した差分のデータの反映方法について、本市と協議を行い、

必要に応じ支援すること。 

 

２ データ移行後の検証及びシステム稼働試験 

（１）本システムの稼働試験作業に当たっては、試験計画書を作成し、本市の承認を

得ること。その上で、システム単体、本市設備からの接続及び総合的な試験作業

を行い、試験結果を本市に報告すること。 

（２）なお、試験作業は、本市による動作確認が可能な手順で行い、発注者の検証に

おいて不備が発覚した場合は、受注者にて修正対応を行うこと。 

  



14 

Ⅳ．職員支援要件  

 

１ アクセシビリティガイドラインの作成 

   発注者と協議の上、アクセシビリティ配慮の重要性や具体的な対応方法を記し

たアクセシビリティガイドラインを作成すること。 

   ガイドラインは、イラストや写真を用いて分かりやすく作成し、知識がなくて

も理解できるように平易な用語を用いること。 

 

２ ＣＭＳ操作マニュアルの作成 

   本市職員が本システムの利用に必要なＣＭＳ操作マニュアルを作成し、研修会

に必要な資料の作成を行い、冊子版及び電子データ版にて納品すること。 

  ア ユーザー向け（作成者・承認者）マニュアル 

  イ 管理者向けマニュアル 

 

３ ＣＭＳ操作研修会の実施 

   本市職員が本事業に理解を深めるとともに、システムへの習熟を深めることが

できるよう、以下のとおりＣＭＳ操作研修会を行うこと。 

   研修の方法、日時、回数等については、発注者と協議の上、決定すること。 

 

 【システム稼働前】 

対象 人数 主な内容 

作成者 

承認者 

200 人程度 ・システム説明、ページの作成から公開までの流れ 

・アクセシビリティの基礎知識 

・ＣＭＳ操作研修（承認者機能を含む）など 

サブサイ

ト管理者 

50 人程度 ・システム説明、ページの作成から公開までの流れ 

・アクセシビリティの基礎知識 

・ＣＭＳ操作研修（承認者機能を含む） 

・サブサイト管理機能の説明 など 

管理者 10 人程度 ・システム説明、各種管理機能の説明 

・テンプレートの修正方法 

・ＣＭＳ操作研修 など 
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 【システム稼働後 システム稼働期間 年１回】 

対象 人数 主な内容 

作成者 

承認者 

50 人程度 ・システム説明、ページの作成から公開までの流れ 

・アクセシビリティの基礎知識 

・ＣＭＳ操作研修（承認者機能を含む）など 
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Ⅴ．納品  

 

  以下の成果物を電子データ及び印刷物２部（（８）はＰ１４のとおり）を納品する

こと。 

（１）事業計画書（工程管理表） 

（２）ＣＭＳシステム設定情報一式 

（３）サイト設計書 

（４）データ移行計画書 

（５）データ移行管理表 

（６）デザイン案（ゲートページ、トップページ、特設サブサイト） 

（７）デザインに使用した画像一式（発注者が当該データを利用して編集等を行うこ

とを認めること。） 

（８）JIS X 8341-3：2016 試験実施に基づく試験結果資料 

（９）アクセシビリティガイドライン 

（10）職員向けＣＭＳ操作マニュアル 

（11）緊急時と運用保守時の連絡先 

（12）進捗状況の報告及び会議に関する議事録 

 

Ⅵ．留意事項  

 

（１）本調達に係る業務の一部を第三者に委託する場合は、当該第三者の技術者を定

めた書面を提出し、事前に本市の承諾を得ること。また、委託業者についても、

受注者と同等の守秘義務を負うものとする。 

（２）別紙４「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。（連携協力企業を含む） 

（３）受注者から本市に引き渡された成果物の所有権、著作権、その他当該成果物を

利用するために必要な一切の権利は、当該引渡しの時点をもって全て本市に帰属

する。受注者は、前項の成果物につき、本市に対し、著作者人格権を行使しない

ものとする。 

（４）納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、当該著作権の使用

に関する負担を含む一切の手続きを行い、第三者の著作権その他権利を侵害しな

いこと。 

（５）業務を実施するにあたり本仕様に疑義が生じた場合は、協議の上決定する。 

 

以 上 


