
神石高原町観光協会ホームページリニューアル業務委託仕様書 

業務名；神石高原町観光協会ホームページリニューアル業務 

１・目的 
一般社団法人神石高原町観光協会（以下当会）では、当会職員によりホームページを作成
し運用しているが、昨今のスマホの普及により、モバイルでの閲覧が多くなり、現行のホ
ームページでは利用者のニーズに応えられなくなっているのが実情である。また、Google
の検索方法が、モバイル ファースト インデックスとなり、モバイル優先のホームページ
を持つことが必須となっている。そのため、本業務ではこの状況を改善し、よりニーズの
高い観光情報を発信できるようリニューアルを行うものとする。 
なお、構築にあたっては、利用者にとって最新の観光情報が調べやすく、使いやすいこ
とに加え、更新を行う職員にとっても容易に運用ができるよう、コンテンツ・マネジメン
ト・システム（以下、「 CMS 」という。）を導入すること。また、町の新しいブランディ
ングや観光情報を 国内外へ発信していくにあたり、今回構築するホームページが大きな
情報源となるため、動画や写真などを前面に押し出した、インパクトのあるページデザイ
ンを心がける。 

２・業務概要 
当会のサイトのリニューアルであるが、神石高原町の観光 PRを一元化し、町の観光情報
等を分かりやすく情報発信し、商品の販売へつなげていくもの。さらに、インバウンドを
見据えて英語での情報発信を行えるようにしていく。 

３．リニューアルにあたって重要視すること 
（１）町の観光施策を効果的にアピールし、強い情報発信力を持つHPであること。特に、

現在主流となりつつあるスマートフォンでのページ閲覧について、優れたデザイン
による情報発信力を発揮すること。 

（２）将来的に機能的にも運用的にも拡張性の高いHPであること。 
（３）分かりやすく、閲覧者が質・量ともに満足できるHPであること。 
（４）食事処、土産物屋、宿泊施設といった店舗の属性などから、利用者が容易に必要な

情報を取得できること。 
（５）ページ作成についての専門知識、技術を持たない職員でも、編集が可能なCMS の

導入と運用ガイドラインの整備を行うこと。 
（６）使用開始後にバージョンアップ等による機能向上やサイトの構成変更等を柔軟に行 



えると共に、将来的なシステムの拡張性を考慮すること。また、データのバックアッ 
プ、セキュリティ対策等の定期的な保守を実施すると共に、機能向上のための対応を 
できる限り行うこと。 

（７）決済システムを導入した、体験・ツアー等の予約システムを導入すること。 

４．契約期間・スケジュール等 
（１）ホームページリニューアルに係る導入業務の委託契約期間 
契約締結日から令和5年３月31 日（金）まで 
（２）新サイト公開予定日は令和5年３月１日（水）とする。時間は協議の上決定する。 
（３）構築スケジュール 
契約締結後速やかに構築までのスケジュール案を提出すること。スケジュール案の作成に
当たっては、当会職員のシステムへの習熟にかかる期間を考慮し、最適な方法を提案する
こと。詳細は、当会と受託者が別途協議し決定する。ただし、公開予定日に合わせたスケ
ジュール管理を行うこと。 

５．業務範囲 
本業務では、重要視する事項を考慮し、CMS の導入・構築、サイト構成の検討やデザイ
ン作成、当会職員の操作研修といったシステム構築にかかる全般的な作業を行う。 
項目は以下のとおりである。 
（１）レスポンシブデザインによる観光情報発信サイトの構築 
（２）無償 SSL 証明書 取得等諸手続き 
（３）観光総合ホームページの構成設計（関連サイトの統合も含む）  
（４）広島県観光サイトの PDBの組み込み 
（５）既存コンテンツの見直し・データ移行及び新規コンテンツの作成 
（６）CMS の導入及び構築 （更新頻度の高いコンテンツのみ対象） 
（７）トップページ、メニューページ等のデザイン及びテンプレートの設計・制作 
（８）操作マニュアル、運用マニュアルの作成 
（９）導入に関わる各種支援 
（10）その他、運用及び観光情報発信業務にかかわる独自の提案 
（11）決済システムを導入した予約システムの構築 

６．業務詳細 
A.コンテンツ等作成 
（１）作成コンテンツ及びボリューム 
本業務における作成コンテンツは、受託後、当会と受託者との協議にて決定するものとす
る。なお、コンテンツは、既存ホームページを元とし、利用者が必要と思われるコンテン



ツとし、概ね1コンテンツにつき２～10ページのボリュームとする。 
全体のページ数は80ページ程度とする。 
また、各ページのデザインは一貫性のあるデザインとすることとし、サイト共通部分の
デザイン修正が、全体に反映できること。各ページには、タイトル情報、グローバルナビ
ゲーション、ローカルナビゲーション（階層リンク）、パンくずリスト、ページ担当者の
連絡先等を必ず配置できること。 
（２）ツアー・体験予約 
観光体験予約や、観光協会が主催するツアーの予約を可能とするコンテンツを作成する。
決済方法はオンライン決済（クレジットカード決済）が可能とすること。（宿泊予約は、
各宿泊施設へ直接予約がベストレートとする。）既存システムの流用でも可とする。 
（３）施設紹介 
既存のホームページの観光施設をさらに魅力あるものにするよう、映像・写真等を利用し
てブラッシュアップする。その際、広島県観光ナビ｛DIVE！HIROSIMA｝の PDBを活
用し、情報の一元化を図ること。 
施設への経路をGoogle マップ等で作成し掲載する、すぐにナビの代わりとして利用でき
るようにすること。 
（４）神プレミアム等の紹介 
神石高原町の特産品や神プレミアムを紹介するコンテンツを設ける。写真や映像を用いて
紹介する。商品の場合はECサイト等へ誘導する。 
（５）広告表示
バナー広告等Web 広告が表示できるようにし、トップページ及びインデックスページに
広告バナーエリアを設けるほか、広告枠の設定に当たっては、コンテンツの妨げにならな
いよう、表示位置には十分に留意すること。 
（６）自由提案コンテンツ 
神石高原町の魅力を充分伝えるために必要と思われるコンテンツを用意すること。 
（７）英語ページの作成 
翻訳機能を使って英語でも充分意味が分かるよう、それぞれのページを作成すること。 
ただし、全部のページは必要ない。 
B.その他業務 
（１）コンテンツ作成での取材・撮影業務 

コンテツを作成するために、当会職員と共同し当町での取材や撮影等を行う。 
（２）操作マニュアル、運用マニュアルの作成 
   当会職員がきちんと利用できるよう分かりやすいマニュアルを作成する。 

７．ホームページ機能要件 
（１）情報検索機能（観光地、飲食店、イベント情報、避難場所等） 



カテゴリによる検索のほか、フリーワードでの検索を行えること。 
（２）動画埋め込み機能 

担当職員でも容易に動画ファイルを作成するページに埋め込みできるよう配慮する
こと。 

（３）観光資料申し込みフォーム機能 
観光資料請求を受付した際、配送に必要となる配送先住所氏名等情報を希望者が 
入力するフォームを作成し、入力された情報は指定するメールアドレスへ定型文に
て送付する。 HPサーバー上に個人情報は残さないよう配慮すること。 

（４）アンケートフォーム機能 
閲覧者に向けたアンケートについて、容易に作成・集計ができること。 
（５）体験予約が確認できる機能 
予約状況がリアルタイムで反映され、入力された情報は指定するメールアドレスへ定型 
文にて送付する。 HP サーバー上に個人情報は残さないよう配慮すること。  
（６）観光協会会員専用ページ 
当会会員と事務局が直接やり取りできる専用ページ。 ID ・ PW で管理できること。当
会会員へ事務局から一斉にお知らせする掲示板、あるいは回覧板機能、 事務局とメール 
でやり取りができることが望ましい。 
（７）SEO対策 
サイト構築にあたり、公開後のアクセス向上のため、SEO 対策の提案・実装を行うこ
と。なお、すべてのページに「Google アナリティクス 4 プロパティ」を導入すること。 

８．システム動作環境要件 
以下の各要件に関して、金額も含めバランスの取れた企画を提案すること。求める要件は 
次のとおりであるが、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。 
（１）ホームページの稼働に関する要件 
①365 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、サービス停止から 6 時間以内に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 が望ましい 。 
②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データセンター要件、サーバー環境要件 
 サーバーは当会が利用している、ドメインキングを利用すること。それに見合う内容と
する。 
②ウイルス対策の実施 
ウイルス対策の提案をし、可能であれば構築すること。 



SSL サーバー証明書の導入設定 
公開サーバーにSSL サーバー証明書を導入設定すること。 
（３）ソフトウェアに関する要件 
ホームページビルダーを当会が利用しているので、それで操作できるようにすること。 
（４）セキュリティ対策に関する要件 
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。 
当会職員をユーザ ID とパスワード等で本人認証される仕組みを備えること。また、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。 
（５）CMS の稼働に関する要件 
ホームページとCMS が別に稼働する場合は、 CMS 側も可能な限り 365 日 24 時間の 
稼働が望ましい。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、事前周知を
するなどの対応をすること。 
（７）その他の要件 
データバックアップやアクセス解析等、必要と思われる保守要件を可能な限り具体的に 
提案すること。ハードウェア部分の障害の際は、 365 日 24 時間、受託者から能動的に
連絡し、対応すること。外字は使用しないこと。また、想定されるアクセス環境（デバイ
ス、ブラウザ等） で、文字コードに起因する文字化けを起こさないこと。 

９．構築に関する基本要件 
（１）開発要件 
①開発環境 
（ア）受託者において開発環境を用意すること。 
（イ）当会が認める作業を除いて、常駐して作業を行うことはできない。 
②稼働テスト 
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、内容等については当会と協議の上決定する。 
（２）システムの基本要件 
①CMS ソフト 
（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。ただし、オープンソース製品も可とする。 
（イ）基本OS はMicrosoft Windows10、UNIX、Linux 等の一般的に利用されているもの
とすること。 
（ウ）閲覧者の使用するブラウザは以下のものを想定しており、これらのブラウザにてレ
イアウトが崩れないように生成されること。また、原則としてパソコン向けのページを作



成することによりスマートフォン向けのコンテンツが自動生成されること。 
＜パソコン向け＞ 
・Internet Explorer 11.0 以上・Microsoft Edge 
・Firefox ・Google Chrome ・Safari の最新版 
＜スマートフォン向け＞ 
・iPhone 及びAndroid の標準ブラウザ 
（エ）多言語対応（UTF-8）していること。 
（オ）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。 
②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:MicrosoftInternetExplorer11.0 以上の環境で職員が作成・更新・管理業務
が行えることとし、Google Chrome など主要ブラウザで業務が行えること。 
②CMS サーバーへの接続 
クライアントPC からCMS サーバーへの接続の際は、ID、パスワード認証にてログイン
を行うこと。 
③ライセンス費用 
ユーザ数やページ数の増加による、追加のライセンス費用が発生しないこと。 
（３）システムの機能要件 
①CMS 設定 
CMS のユーザの情報、所属の基本情報、カテゴリ情報等について、受託者にてCMSへ初
期設定（マスタ登録作業）を行うこと。 
②CMS のシステム動作テスト 
CMS のシステム動作テストを実施し、その結果を提出すること。 
（４）アクセシビリティ対応 
①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」を満たすことが望ましい。 
②対応実績 
過去3 年以内に、国、地方公共団体、観光協会等のウェブサイトに対して、JISX8341-
3:2016 の「等級A」に準拠した実績があることが望ましい。 

10．コンサルティング 
最終的なサイト構成、コンテンツファイル名、タイトル名等は当会にて決定するが、デ 
ザインやサイト構成、不足していると思われるコンテンツまた、運用等について、 



神石高原町に最適と思われるコンサルティング（又はアドバイス等）を行うこと。 

11．サイト設計 
閲覧者が目的のコンテンツを即座に探し出せることを重要視しており、現行サイトの 
課題や本業務の目的等を勘案し、最適と考えるサイト設計を行うこと。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管理者
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、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設計すること。 
（３）PC 版及びスマートフォン版のサイト設計を行うこと。なお、スマートフォン版サ
イトは、閲覧者の利用場面を想定し、操作性、視認性が確保できる設計を行い、原則とし
てレスポンシブウェブデザインとすること。 
（４）メニュー等、新サイトで必要なページを新規作成すること。 

12．操作マニュアルの作成 
各マニュアルは、CMS パッケージに標準で付属するものではなく、当会における運用の
事情や要望を反映して作成し、当会の業務内容と実施手順に沿って一連の操作方法を解説
すること。 
（１）作成者向けマニュアル 
①作成者向けのマニュアルをそれぞれ作成すること。 
②イラストや画面のハードコピーを用いて、分かりやすく解説すること。 
③ 業務に不慣れな職員でも理解できるよう、平易な用語を用いること。 

13.操作研修 
研修会の開催は不要だが、出来る限り早期にテスト環境を用意し、職員がページの作成や 
承認など、一連の作業を実施できるようにすること。また、その際、職員が操作で不明な
点などがあった場合には、質問に対する対応を行うこと。 

14 サービス提供に関する要件サービス提供に関する要件 
（１）保守要件 
新サイト運用開始から令和5年３月31日までの運用・保守作業は本業務内で行うこと。な
お、令和6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
た標準的な保守費用にかかる見積書を提出すること。 
（２）保守業務内容 



①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。 
②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 
③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、町と協議の上、提供及び適用作業を行うこと。 
④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、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。 
② 障害管理 
（ア）障害への対応については、当会と調整を行い、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。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）当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。 
（エ） 運用支援 
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等に関する技術的問合せに対応
すること。また、対応時間は原則月曜日～金曜日の9 時から17 時までとし、年末年始や
祝祭日祭日を除く。 

15．納品 
（１）成果物の納品 
以下の成果物を電子データ（Word形式と PDF 形式）及び印刷物（各形式）及び印刷物
（各 ２ 部）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サイト設計書サイト設計書 
（ア）コンテンツ作成報告書 
（イ）テスト結果報告書 
（ウ）アクセシビリティガイドライン 
（エ）管理者向けマニュアル者向けマニュアル 
（オ）作成者及び承認者向けマニュアル 
（カ）デザインに使用した画像データ一式（当該データを利用して、当会が新たな画像を

作成することを承諾すること。） 
（キ）独自提案に含まれる場合は、その資料やデータベース 



16. その他留意事項その他留意事項 
（１）機密保護 
当会が個人情報・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。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最低でも１か月ごとに当会事務局にて打
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）再委託 
本業務の一部を再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託業者を当会に書面で提示
し、了承を得ること。また受託者は、再委託先の行為について全責任を負うこと。 
（４）瑕疵担保責任 
委託業務終了後 22か月間か月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
る瑕疵は受託者にて無償で改修すること。なお、観光コンテンツについては、取材及び情
報確認の時期を明確にした上で情報の経年変化によるものは含まないものとし、必要な情
報更新については、当会と別途協議の上定める。 
（５）権利の帰属 
サイト作成に関する一切の著作権は当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、当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。 
（６）追加提案 
本業務の仕様は、現在当会が最低限必要と考えているものである。受託者の専門的立場か
ら、受託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。ある場合は追加提案を行うこと。 
（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、受託者は当会と協議を行うこと。 


