
仕様書 
 

１ 業務名 

こおりやま広域観光協議会公式ウェブサイト構築及び保守運用業務 
 

２ 業務目的 

本業務は、17 市町村（郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、

磐梯町、猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）により構成するこお

りやま広域観光協議会（以下「協議会」という。）内における観光施設、飲食店、土産品販売店、道の

駅、体験コンテンツ、宿泊施設等の情報（以下「観光基本情報」という。）を掲載するとともに、外国

人旅行者向けに多言語に対応したウェブサイトを構築することで、訪日外国人を含めた情報発信の強

化による広域観光の推進や周遊促進を図ることを目的とする。 
 

３ 契約期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日（金）まで 

※本ウェブサイトの公開は令和４年９月 30 日(金)とする。 
 

４ 主な業務内容 

本業務の範囲は次のとおりとする。  

（１）サーバーの調達 

（２）本アップまでのスケジュール管理 

（３）ページデザインの作成及びコンテンツ内容構築 

（４）コンテンツマネジメントシステム（以下、「CMS」という。）の構築 

（５）構築後のサーバー・CMS 及びウェブサイトの管理・保守・障害対策 

（６）観光基本情報のデータ掲載 

（７）運用に係るマニュアルの整備 

（８）業務全体のコンサルティング及び導入に関する各種支援 

（９）その他業務全般に係る独自提案 
 

５ サイト設計及びコンテンツの構築について  

（１）公開ドメイン情報  

新規ドメインを取得すること。 

（２）サイト設計  

サイト設計案の作成にあたっては、次の事項に配慮して作成すること。  
 

①閲覧者にとっての見やすさ、使いやすさを最優先し、カテゴリを見ただけでコンテンツの内容

が想像できるカテゴリ分類となるよう設計を行うこと。また、カテゴリについては協議会が容易に

追加できること。  
 

②主要な情報又は複数のカテゴリに関係するコンテンツページについては、トップページやメニ

ューページ、記事ページ等から複数の導線でアクセスできるように設計すること。  
 

③スマートフォンやタブレット端末からも見やすいレイアウトとすること。 

 



（３）作成コンテンツ  

ウェブサイトの領域を原則以下のとおりとする。なお、レイアウトについては自由提案とし、任

意様式で概ね１ページにまとめて提案すること。 

   ① トップページ(ファーストビュー) 

     バナーで旬の情報を写真で表現する。 

   ② 新着情報、お知らせ 

     ウェブサイト内の更新情報や協議会からのお知らせを掲載する。 

③ 特集ページ領域  

記事系コンテンツ（季節物 例：春の○○特集、自治体物 例：郡山市の○○特集、モデルコー

ス 例：夏の定番モデルコース等）や、協議会が実施するイベントに関する特設ページを作成で

きる領域を作成すること。特集ページについては、通常ページとは異なるデザインとすること。   

また、特集ページ名称は自由提案とする。提案時には、記事系コンテンツのモデルとして「秋

の紅葉特集」をテーマに任意様式で概ね１ページにまとめ提案すること。  

なお、特集ページの作成については協議会が行うこととし、公開日までに受注者が特集記事を

リリースする必要はない。 
 

④ 観光基本情報を集約したデータベース領域  

(ア) 観光スポット情報（「見る」）  

(イ) グルメ情報（「食べる」）  

(ウ) お土産情報（「買う」）  

(エ) 体験情報（「楽しむ」） 

(オ) 宿泊情報（「泊まる」）  

・各領域ごとに、カテゴリ別・エリア別に検索可能にすること。 
 

観光基本情報の掲載内容は、原則以下のとおり最低限の記載とし、Google マップの店舗情報

及び公式ウェブサイトへの誘導を促すレイアウトとすること。 

・スポット名 

・写真 

・説明文 

・住所 

・地図(Google マップ) 

・URL 

・電話番号 

・駐車場 

・同一カテゴリ情報(例：このスポットと同じジャンルのスポットはこちら) 

・近隣スポット情報(例：このスポットの近くのスポットはこちら) 
 

提案時には、上記(ア)～(オ)を任意様式で各領域ごと概ね１ページにまとめて提案すること。 

また、データベース領域として当協議会の魅力を伝えることができるデータベース名称や、検

索方法の提案も可能とする。  

なお、観光基本情報の掲載は、原則受注者が行うこととし、公開日までに約500ヵ所掲載する

こととする。なお、写真データを含めた掲載情報は、協議会から受注者に提供するものとする。 



⑤ イベントカレンダー領域  

イベント情報をカレンダー形式で掲載すること。 

個別イベントページについては、上記観光基本情報の掲載内容を具備すること。 

なお、提案時には、イベント情報のモデルとして「郡山うねめまつり」をテーマに任意様式で

概ね１ページにまとめ提案すること。  
 

   ⑥ 動画領域 

     協議会内の魅力を発信する動画を掲載すること。 

     なお、動画に関しては、原則こおりやま広域観光協議会youtubeチャンネルに掲載されている 

動画を活用し、リンクを設定する等サーバに負担をかけない手法で掲載する。 

   ⑦ パンフレットダウンロード領域 

     協議会内の魅力を発信するパンフレットのPDF等のデータを掲載し、利用者がダウンロード

できる状態にすること。 

なお、掲載するパンフレットのデータは協議会から受注者に提供するものとする。 
 

   ⑧ SNS領域 

     協議会が運営する公式SNSをリンク等により掲載すること。 
 

⑨ リンク領域 

     協議会を構成する自治体の魅力を発信する団体等のバナーを掲載すること。 

なお、掲載するバナーは協議会より受注者に提供するものとする。 
      

（４） 写真素材  

掲載写真については、原則協議会から提供するが、掲載写真を受注者において撮影し活用する

こともできる。なお、撮影費用は受注者の責任において本業務予算に含めることとし、新たに撮

影した写真の著作権は、二次利用も含め協議会に帰属するものとする。  
 

（５） 地図  

観光基本情報等において表示する地図については、Google Mapを推奨するが、これと同等レベ

ルのものがあれば、この限りではない。  
 

（６） その他コンテンツ構築における留意点  

① ウェブに関する知識を持たない職員であっても、必要なデータを入力することにより、簡易に 

サイトの一部の情報を更新できるシステムを導入すること。  

② 更新範囲と仕様を検討し、市販のソリューション（ソフトウェア）の利用、独自に開発された

ものいずれの提案も可とする。オープンソースCMSのカスタマイズ等も可能とするが、その際は

セキュリティ面に充分配慮し定期的なアップデートを行うこと。アップデートに関わる費用は保

守業務に含むこととする。 

③ ウェブサイト解析ツールを導入し、サイトへの訪問者データを計測できるようにすること。ま

た、その傾向を分析し、毎月１回月末までに定期的に報告を行うこと。Google Analyticsを推奨す

るが、これと同等レベルのものがあれば、この限りではない。  

④ 利用者が目的の情報を探すために、主要な検索エンジンを利用することを考慮し、各ページのS 

EO内部施策を行うこと。  



⑤ 本サイト内の検索フォームを設置すること。  

⑥ Google翻訳等による多言語表示ができること。 

  ⑦ 協議会による観光基本情報等のメンテナンスが容易にできるための仕組みを構築すること。 

なお、提案時には概ね１ページにまとめ提案すること。 
 

６ システム動作環境要件  

以下の各項目に関して求める要件は次のとおりとする。ただし、これを超えるより良い提案がある

場合は、その提案を妨げないものとする。  

（１）ウェブサイトの稼働に関する要件  

365 日 24 時間の稼働を行うこと。ただし、何らかの原因によりサービスが停止する場合には、

復旧又は代替手段を用意し、サービスの利用に支障が無いようにすること。セキュリティパッチの

適用等、一時的にサービスが停止する恐れがある場合には、代替システムを用意するなど、可能な

限りサービスの停止を防ぐ対策を施すこと。  

（２）動作環境に関する要件 

①サーバ環境要件  

（ア） ホスティングサービスの環境は提案に委ねるが、具体的な性能や構成、保守内容や体制等を

具体的に示すこと。  

（イ） セキュリティパッチの適用等サーバの管理運用は受注者で行うこと。また各CMS等のバージ

ョンアップを随時行うこととし、その費用も含めること  

（ウ） 運用するサーバには十分なウイルス感染防止対策を実施すること。  

（エ） SSL 通信に対応すること  

②サーバ側のソフトウェアに関する要件  

ソフトウェアの環境は提案に委ねるが、具体的な性能や構成、保守内容や体制等を具体的に示すこ

と。稼働に必要な全てのソフトウェアのインストールと初期設定及びアップデートを行うこと。  

③ネットワークに関する要件  

協議会構成市町村それぞれのPCからのインターネット経由での利用を想定している。  

④セキュリティ対策に関する要件  

（ア） 外部からのアタック等の不正アクセス、内部からの不正操作に関する十分なセキュリティ対 

策を施し、そのセキュリティ効果が劣化しないよう保守業務を行うこと。  

（イ） ログイン・ログアウトの履歴は操作ログ情報として保管し、不正に消去・改ざんされない仕 

組みを有すること。また、消去、改竄された場合の検知機能を有すること。 
  

７ 構築に関する基本要件  

（１） 開発要件  

受注者において開発環境を用意すること。また、開発されたシステムが業務で使用できるかど

うかを検証するため、本番環境下で総合試験を実施すること。なお、内容等については協議会と

協議の上決定する。  

（２） システム基本要件  

① 導入する CMS は、サポートが受けられる製品であることを前提とする。  

② OS は Ｍicrosoft Windows、UNIX、Linux 等の一般的に利用されているものとすること。 

 



③ 以下のブラウザに対応すること。 

・Firefox最新版  

・Safari最新版  

・Google Chrome最新版  

・Microsoft Edge最新版  

・Android Chrome最新版およびMobile Safari最新版  

④ 閲覧者が使用する音声読み上げソフトにできる限り対応できるよう、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。  

⑤ クライアント環境  

インターネットを経由してブラウザのみで利用可能とし、専用ソフトウェアのインストールが不要

なシステムであること。 

なお、クライアントPCはOSがWindows10 以降、webブラウザ:Microsoft Edge 101 以上の環境で

協議会が作成・更新・管理業務を行えることとし、Google Chromeなど他のブラウザでも可能な限り

業務が行えること。  

⑥ CMS サーバへの接続 

クライアントPCからCMS サーバへの接続の際は、ID、パスワード認証にてログインを行うこと。 

なお、ログインについては、可能であれば多要素認証(MFA)に対応し、最低二要素でのログインが

可能であること。 

⑦ ライセンス費用  

ページ数の増加等による、追加のライセンス費用が発生しないこと。  

（３）アクセシビリティ対応  

目標とする達成等級JIS X 8341-3:2016 に準拠し、ホームページ全体の達成基準が「レベル A」を

満たし、可能な限り「レベル AA」を満たすこと。  
 

９ 操作マニュアルの作成  

協議会が円滑にシステムを運用するためのマニュアルを作成すること。 

また、作成にあたってはイラストや画面のコピーを用いて、分かりやすく解説すること。  
 

１０ サービス提供に関する要件  

（１）保守要件  

サイト運用開始から令和５年３月３１日（金）までの企画を含めた運用・保守作業は、本業務内

で行うこと。なお、令和５年度以降の運用・保守については別途契約を締結するが、以下の内容を

想定した１年間の標準的な保守費用にかかる見積書を提出すること。  

① 保守業務内容  

（ア）システムの安定的運用を図るため、ソフトウェアに関して定期的な保守を行うこと。  

（イ）システム及びシステムの稼働に伴い継続的に必要となるソフトウェア製品のライセンス  

提供（保守費用も含む）、管理を行うこと。 

（ウ）使用する全てのソフトウェアのバージョンアップに関しては、その適用の判断に必要な調査・

評価を行い、協議会と協議の上、提供及び適用作業を行うこと。  

（エ）ソフトウェアやコンテンツ等に脆弱性が発見された場合は、パッチを適用する等のセキュリテ

ィ対策を行うこと。なお、実施の際には、類似環境による適用テストを行ったうえで本番環境へ



適用すること。 また、消去、改竄された場合の検知・復旧機能を有すること。 

② 障害管理  

（ア）障害への対応については、協議会と調整を行い、システムをはじめとする各種ソフトウェアの

復旧対応及びデータの復旧作業を行うこと。 

 

（イ）障害事後対策として、収集した障害情報をもとに原因を分析し、同様の障害が発生しないよう

に是正措置・予防措置を講じること。  

（ウ）協議会からの障害連絡を受けられるように連絡体制を整備すること。なお、連絡窓口はシステ

ム、アプリケーション等を含めて一つとすること。  

③ 運用支援  

導入後の操作方法やシステム運用等に関する技術的問合せに対応すること。なお、問合せは協議

会を窓口として行うものとする。また、対応時間は原則月曜日～金曜日の 9 時～17 時までとし、

年末年始や祝祭日を除く。  
 

１１ 納品  

以下の成果物を電子データ(Word形式とPDF形式)で納品する。  

① CMS に係るソフトウェア及びサイト用設定情報等一式  

② サイト設計書  

③ 管理者・操作者向けマニュアル  

④ 独自提案に含まれる場合は、その資料やデータベース  
 

１２ その他留意事項  

（１）機密保護  

協議会が個人情報・秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らして

はならない。また、契約終了後も同様とする。  

（２）打ち合わせ及び連絡調整  

仕様の確認等を行うため、本業務の履行期間内は原則、１か月ごとに協議会と打ち合わせを行

い、実施後速やかに議事録を提出すること。また、業務の進捗報告を月に１回以上行うこと。  

（３）契約不適合責任  

委託業務終了後１年間は瑕疵担保期間とし、運用開始後に判明した本業務に係る瑕疵は受注者に

て無償で改修すること。 

（４）権利の帰属  

サイト作成に関する一切の著作権は協議会に属するものとする。ただし、オペレーティングシステ

ム・ミドルウェア・CMS・CMS における本業務における追加機能等のパッケージ及び、協議会以外

の者が元々著作権を有する写真等素材は含まないものとする。 

（５）追加提案  

本業務の仕様は、協議会が最低限必要と考えているものであるため、受注者の専門的立場から、

本業務の費用範囲内で効果的な提案がある場合は追加提案を行うこと。  

（６）構成市町村の追加 

   協議会を構成する市町村が追加になった場合にも、追加費用がかかることなく、協議会が情報を 

掲載できる構成とすること。 



（７）協議  

本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項で協議の必要がある

場合は、双方協議を行うこと。 


