
ウェブサイトリニューアル業務委託仕様書 

 

 

１ 業務の名称 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「産技研」という。）のウェブサイト

リニューアル業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 背景 

   現在のウェブサイトについては以下の課題があり、これらを解消したい。 

 （１）現状のサイト構成・デザインに関する問題 

    ・ユーザーが目的のコンテンツに辿り着きにくい構成になっている。 

    ・産技研の部署・業務視点で階層が作られており複雑で使いにくい。 

    ・スマートフォン等から閲覧しにくい。 

    ・現在ＶＩガイドラインがないため、ウェブサイトをはじめ他の媒体と統一感が

ないデザインとなっている。 

    ・「お知らせ」、「ニュース」等の標準的なデザインフォーマットがなく、担当者に

よって掲載内容にばらつきがある（写真の有無やリンクの貼り方、構成等）。 

    ・ユーザーが必要な情報と産技研がＰＲしたい情報が混在し、情報を探しにくい。 

     （例）「お知らせ」に料金改定などユーザーが必要な情報とプレスリリースのよ

うな情報が混在している。 

    ・アイコン（ハイパーリンク、外部サイト、PDF、エクセル等）の自動挿入機能が

あるが、レイアウトが崩れたり、不要な場合の削除ができない。 

 （２）コンテンツに関する問題 

    ・研究成果や活用事例のコンテンツが対象の利用者別に整理されておらず利用者

に対して訴求できていない。また、閲覧しようにも、わかりにくい場所にあり

埋もれてしまっている。 

    ・産技研が実施可能な試験分析の紹介コンテンツが不十分である。 

    ・設備検索、料金表が使いにくい等顧客満足度調査で改善要求がある。 

 （３）アクセス解析に関する問題 

    ・Google analyticsを導入しているものの評価指数（ＫＰＩ）等の目標設定をし

ておらず、現状分析や効果測定、改善など積極的な活用ができていない。 

 （４）システムや動作環境に関する問題 

    ・「お問い合わせ」ページ以外ＳＳＬに対応できていない。 

    ・現在使用しているＣＭＳ（Movabletype）のバージョンが古い。 

 

３ 方針 

   令和４年度「産技研の見える化の推進及びウェブサイトをはじめとした 

広報媒体のリニューアル業務」委託仕様書で策定する戦略的再編方針に基づき、以下

の方針に沿ったリニューアルを目指す。 

 （１）情報到達主義を実行できる基盤づくり 

    産技研には幅広いステークホルダー（※）がいる。既存の利用者、新規利用者、

京都市民など、立場の大きく違うユーザーに対し、必要とする情報を的確に届け、

産技研の認知度向上や利用者の増加に貢献するウェブサイトを構築する。 



    ※市民、地域企業、行政、大学、関係機関、研究会等。 

 （２）ウェブサイトのデザイン 

    産技研のブランドイメージが適切に伝わるデザインとすること。 

 （３）ウェブサイトの構築 

    戦略的再編方針で策定したＶＩガイドラインをもとに、ウェブサイトを構築する

こと。 

 （４）閲覧する誰もが使いやすいサイト 

    ユーザビリティ向上、アクセシビリティ確保、マルチデバイス対応とし、閲覧す

る誰もが使いやすいウェブサイトを構築すること。わかりやすいメニューや階層構

成とし、必要な情報を迅速かつ確実に得られるウェブサイトを構築すること。 

 （５）編集しやすいサイト 

    専門知識のない職員でも今回策定する産技研のＶＩガイドラインに則ったページ

作成が行えるようにする。またページ作成・更新の作業効率の向上と人為的ミスを

極力防ぐようなコンテンツ管理機能を有すること。 

 （６）安全で安定したサイト 

    コンテンツの改ざんやデータの漏洩といったセキュリティリスクに対応できる安

全なサイトであること。また、できるだけ停止しないように努めること。保守等で

やむなく停止させる場合は停止時間をできるだけ短くするように努めること。 

 

４ 委託内容の概要 

 （１）産技研新ウェブサイト構築（以下、新ウェブサイト） 

    以下を実施し、新ウェブサイトを構築する。 

    ア 現行ウェブサイトの分析、改善策提案、新たなコンテンツ・機能の提案 

    イ ハードウェア、ソフトウェア（サーバーやＣＭＳ等）導入・設定 

    ウ 新ウェブサイト設計・デザイン 

    エ 旧ページの移行 

    オ 新規コンテンツの作成 

    カ その他、産技研が要求する機能の導入・設定 

    キ 稼働テスト 

 （２）運用・管理・保守、職員支援 

    ア 新ウェブサイトが停止しないように運用・管理・保守を行うこと。障害が発

生したときは速やかに復旧させ、新ウェブサイトの停止時間を短くすること。 

    イ 職員支援（管理マニュアル、操作マニュアル整備の作成と職員研修の実施） 

 

５ スケジュール 

 （１）ウェブサイト構築スケジュール 

    ウェブサイト構築のスケジュールについては、本件（プロポーザル案件）全体の

スケジュールに従属するため、全体スケジュールと十分に調整のうえ、計画するこ

と。 

   ＜主な確認項目＞ 

    ア 部分的な動作確認（任意・随時） 

      受託者がテスト環境を準備し実施する。オフラインでの実施も可能。 

    イ 新ウェブサイトの試行運用（必須） 



      新ウェブサイトについて産技研内部のみに公開し、内容・動作等の確認等を

行う。旧ウェブサーバーはまだ稼働中のため、新ウェブサーバーを使って行う

場合は、受託者が仮のドメイン名やＩＰアドレスを準備する必要がある。 

    ウ 新ウェブサイトの公開運用（必須） 

      旧ウェブサイトの停止、新ウェブサイトの公開、ＤＮＳに関するドメイン情

報の変更など、産技研と十分打ち合わせ・調整を行った上で実施すること。 

 （２）新ウェブサイト公開 

    試行運用は令和５年１月から３月３１日までとし、新ウェブサイトの公開は令和

５年４月１日を予定している。本年度内のサーバー（サービス）利用、ウェブサイ

トの運用・管理・保守等における費用については、受託者の負担（本契約に含む）

とする。 

 

６ ハードウェアの要件 

 （１）サーバーハードウェア基本仕様 

    ア 稼働要件 

      ①３６５日２４時間の稼働を原則とする。ただし、可能な限り新ウェブサイ

ト、ＣＭＳシステムは止まらないように対策を講じること。予定している

サーバーの仕様、運用・管理・保守体制などについては提案すること。 

      ②セキュリティパッチの適用等、一時的にサービス停止の恐れがある場合に

は、事前連絡を原則とし、代替サービスを用意するなど、可能な限りサー

ビスの停止を防ぐ対策を施すこと。システムの運用・管理・保守において

も上記同様に新ウェブサイトが停止しないように努めること。 

      ③ＳＬＡ（サービス品質保証）については、運用・管理・保守開始前に産技

研と協議の上決定すること。 

    イ サーバーに関する要件 

      ①新ウェブサイトを運営するにあたり、適切な能力を有するウェブサーバー

を提供すること。新ウェブサイトについて、構築に関する費用は本事業に

含み、次年度以降のサーバー利用料は運用・管理・保守費用に含めるもの

とする。プレゼン時にサーバーの運用・管理・保守費用を提示すること。 

      ②現在のウェブサイトの稼働状況（サーバーの使用状況・アクセス状況）に

ついては以下のとおり。最低でも、以下アクセスの２倍程度のアクセスが

あっても円滑にストレスなく処理ができることが望ましい。 

       【現在のサーバーの使用状況】 

        ・ストレイジ：200GB CPU4コア RAM 4GB 

        ・利用率 16%程度 

        ・特殊設定（リバースプロキシ）あり 

        【産技研ウェブサイト】 

        ・１日のページビュー数 約1,500件 

        ・１週間のページビュー数 約6,000件 

      ③ウェブサーバー（設置場所含む）については、システム・ソフトウェア的、

人的・物理的なセキュリティ確保ができていること。 

      ④ウェブサーバーへのセキュリティソフトウェアの導入については必須では

なく、セキュリティ対策の提案とする。セキュリティソフトウェアの導入



に関する費用は本案件に含み、次年度以降にセキュリティソフトウェアの

利用料が発生する場合は、運用・管理・保守費用に含めるものとする。 

      ⑤次年度以降の運用・管理・保守業務の費用は、見積書（内訳付）を作成し、

説明すること。 

      ⑥サーバーについてはホスティングサービスの利用も可とする。ホスティン

グサービスを利用する際も本仕様書に記載の要件を満たすように努める

こと。また、ホスティングのサービスに要する費用と仕様を提示すること。 

 （２）ソフトウェアの導入・設定について 

    ア ウェブサイト構築に必要なソフトウェアは提案にゆだねる。 

    イ 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を行うこと。納

品時には、そのまま公開できる状態に設定を完了しておくこと。 

 （３）ＣＭＳに関する仕様 

    ア 導入実績 

       国、都道府県、政令指定都市含む自治体、関連団体、コーポレートサイト

（２００ページ以上の規模のサイト）等において実績のあるＣＭＳを導入す

ること。また、現在も稼働中であること。 

    イ ＣＭＳソフト 

      ①ＣＭＳソフトの提案にあたり、Movable Typeと比較しながらメリット・デ

メリット等を挙げ提案すること。 

      ②ＣＭＳに求める機能は別紙「ＣＭＳ機能要件一覧」のとおり。 

    ウ 閲覧者の利用端末のブラウザについて 

      下記を基本要件とする 

      ■PC 

       Mac: Safari / Google Chrome / Firefox 開発時最新版 

       Windows: edge / Google Chrome / Firefox 開発時最新版 

      ■スマートフォンブラウザ（ＣＭＳ管理画面は対応範囲外とする） 

       iOS最新版：Safari 開発時最新版 

       Android：Google Chrome 開発時最新版 

      ただし、開発中にリリースされた最新版において受託者の対応可能範疇を超

える仕様変更が発生した場合は、協議の上対応範囲を定めるものとする。 

      ブラウザについては、できるだけ多くの種類、バージョンで閲覧できるよう

に努めること。 

    エ テンプレートの追加について 

      テンプレートやひな形の変更や新規作成・追加が運用開始後も依頼できるよ

うにすること。 

      テンプレートやひな形の追加に必要な費用を提案資料に記載すること。 

 

７ 新ウェブサイト設計・デザインについて 

 （１）利用者の誰もが目的の情報に迷わずたどり着くことができるサイト構成、デザイ

ン、レイアウト、カテゴリー分類となるよう設計を行うこと。また、容易に目的の

情報にたどり着くために十分な検索機能や閲覧しているページに関連する情報をわ

かりやすく表示する機能等を提案すること。 

 （２）レスポンシブデザインとし、ＰＣ、スマートフォン等想定されるできるだけ多く



の媒体で操作性・視認性を確保し、見やすいサイト設計を行うこと。また、機器の

種類やサイズに応じて表示内容が最適で見ることができるページを出力できるよう

にすること。ブレイクポイント、リキッドなどの設定について最適と考えるものを

提案すること。 

 （３）メニュー等、新ウェブサイトで必要なページを作成すること。詳細は、「８ 新ウ

ェブサイトのセキュリティに関する仕様」、「９ 旧ページの移行について」、「１０  

新規コンテンツの作成」参照。 

 （４）サイトの全体構成、掲載項目の整理、利用者のアクセシビリティ、ユーザビリテ

ィを考慮し、ＶＩガイドラインに則ったデザインとすること。 

 （５）産技研のブランドイメージや特にＰＲしたい内容を、それが利用者の目に留まり

やすく、情報が効果的に伝わるような工夫を施すこと。 

 （６）ＴＯＰページ、第２階層以下（中間ページ・詳細ページ）のデザイン案も作成し

提案すること。 

 （７）ファビコンやウェブクリップアイコンを作成し、設定すること。 

 （８）デザインを作成するうえで必要な画像、アイコン等はすべて受託者が用意するこ

と。ただし、産技研が保有している写真等も活用できるものとする。 

    なお、著作物は著作権等について問題ないものを使用すること。 

 

８ 新ウェブサイトのセキュリティに関する仕様 

 （１）運用するサーバーに関しては、確実にセキュリティ対策できるようバージョンを

適切に更新、管理すること。また、コンテンツのウイルスチェックの方法について

は提案すること。 

 （２）ウェブサイト、サーバーシステムについては、第三者のシステムへの侵入、情報

漏洩等がないようにセキュリティ対策を施すこと。 

 （３）基本的にＣＭＳへのアクセスについては、制限された端末からのみ許可する、あ

るいは２段階認証の採用等、第三者からのアクセスによる新ウェブサイトの改ざん

等を防止できるようセキュリティ対策を施すこと。また、一定時間操作が行われな

い時の強制的にログアウトする仕組みを備えること。 

 （４）新ウェブサイト全体にＳＳＬを採用して構築すること。またその方法については

提案すること。なお、サーバー証明書に関する処理も本件に含むものとする。 

 （５）ホスティングサービスを利用する際には前述の要件についてはサービス提供元の

ポリシーに準じ、ホスティングのサービスに要する費用と仕様を提示すること。 

 

９ 旧ページの移行について 

 （１）移行対象 

    ア http://tc-kyoto.or.jp/のドメインに含まれるサイト：約７０５ページを想

定。 

      （参考資料６サイトマップ、配布時期は募集要項参照） 

       ①現行サイトの内容のまま新サイトのデザインで移行するもの：約９０ペ

ージ 

       ②以下のページは今回実装する「データ一括登録・更新機能」を使い実施

する。 

        ・設備紹介、研究報告、研究員紹介：約６１５ページ 



    イ http://tc-kyoto.or.jp/kist-bic/以下の階層は、アのサイトとは別に管理し

ているため、移行の対象外。ただし、現状と同様にアクセスできる様にするこ

と。 

    ウ http://monozukuri.kyoto.jp以下の階層は移行の対象外。 

 （２）移行の基本条件 

    移行費用の削減を考慮し、スケジューリングを含め、コンテンツ移行について提

案すること。また、移行作業にリンクを含め、コンテンツ移行について最適な方法

を提案すること。 

 （３）移行設計 

    スケジュール、移行手順、完了時の検証方法等を示した移行管理表を作成するこ

と。計画書・管理表の納品義務は無く、あくまでも円滑な移行を進めるための発注・

受託者間における補助資料として扱う。 

 （４）移行手順書の作成 

    作業を確実かつ円滑に行うために、移行指示が記された移行手順書を作成するこ

と。手順書の納品義務は無く、あくまでも円滑な移行を進めるための発注・受託者

間における補助資料として扱う。 

 （５）移行の実施移行の実施 

    コンテンツの移行は、前述の「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・文書ファイル等も併せて移行すること。 

 （６）移行対象データの提供 

    現在のホームページからの転用は可能。可能な範囲でデータの提供は行う。 

    設備紹介、研究報告、研究員紹介については、エクセル形式で提供する。 

    以下のコンテンツは再構成・再編集のため元素材の提供可能。 

     研究所概要、試験分析、設備紹介のＴＯＰ、人材育成、共同研究・受託研究の

ページ。 

 （７）その他 

    現行ウェブサイトの調査・分析の結果、修正が必要となったページは産技研と協

議の上、可能な限り対応すること。 

 

１０ 新規コンテンツの作成 

   以下に示すコンテンツは現行サイトの課題から産技研が最低限必要と想定している

コンテンツである。提示金額内で最大限効果的な提案を希望する。 

 （１）京都市民向けメディアサイトの作成 

    策定した戦略的再編方針を元に、広報誌に掲載する情報をはじめ、産技研を一般

の人に楽しく、わかりやすく発信できるメディアサイトを提案すること。ターゲッ

トは京都市民及び産技研を利用／利用見込みのある地域企業（自社の専門分野とは

異なる情報に接する機会となることを想定）。 

    ア 産技研の新ウェブサイトのＣＭＳで更新するが、デザインやグローバルナビ

ゲーション等は新ウェブサイトとは異なる独自のものを想定。 

    イ 新ウェブサイト公開時は６ページ程度を想定。 

    ウ ６ページを超える範囲は産技研で追加できるよう、テンプレート等整備する

こと。 

    エ メディアサイトＴＯＰページ、記事ページがあり、一覧表示やカテゴリー毎



に絞り込み表示ができる機能を有すること。 

 （２）活用事例紹介ページの作成 

    地域企業による産技研の活用事例（商品化やトラブル解決等）を紹介し更なる利

用に繋げるコンテンツ提案を希望する。 

    ア 産技研の新ウェブサイトと同様なデザインやグローバルナビゲーションを使

用する。産技研新ウェブサイト内のコンテンツの位置付けを想定。 

    イ 新ウェブサイト公開時は６ページ程度を想定。 

    ウ ６ページを超える範囲は産技研で追加できるよう、テンプレート等整備する

こと。 

    オ 活用事例集ＴＯＰページ、事例紹介ページで構成し、利用者が産技研で利用

したサービスや利用者の「困りごと（依頼内容）」でカテゴリー分けされ、一

覧表示やカテゴリー毎に絞り込み表示ができる機能を有すること。 

 （３）その他新規ページの作成 

    以下のページは、情報が古く大幅に内容の見直しが必要なものや、顧客満足度調

査等で課題が見つかり大幅に内容の見直しが必要なものである。産技研が提供した

原稿を元に、ページを新規作成すること。 

    ア 産技研が保有する技術分野の紹介（約１１ページ） 

      今年度の組織改編に伴い「研究チーム」という呼び方が廃止された。現行サ

イトの研究チーム紹介に記載の情報を産技研が保有する技術分野として紹介

する。 

    イ 知恵産業融合センターの紹介（約４ページ） 

      現行サイトではセンターの業務内容紹介をしており、ユーザー目線で紹介で

きていない。ユーザーにどんなサービスを提供できるかという視点で再構築

する。 

    ウ 産技研ができる試験分析の紹介（約１ページ） 

      現行サイトでは設備一覧にリンクしており、十分に説明できていない。産技

研ができる代表的な試験分析の内容等を紹介する。 

    エ 設備紹介／検索画面（約１ページ） 

      「セルフオペレートの機器を探す」、「保有するすべての機器を探す」のリン

ク先では、機器の一覧が先に表示され、検索画面が下にあり探しにくい状態

である。検索項目やデザインを見直し、ユーザーが探しやすいデザインに改

善する。 

    オ 研究成果／検索画面（約１ページ） 

      現行サイトでは発刊年別、チーム別、研究の枠組み別など、ユーザー目線の

項目で検索できない。検索項目やデザインを見直し、ユーザーが探しやすい

デザインに改善する。 

    カ ご利用案内・初めての方へ（約１ページ） 

      現行サイト／初めての方への「目的から探す」ではサイトマップと同様な内

容での案内が不十分であったり、「キーワード検索」をしても技術相談や試験

分析など産技研の主要なメニューの検索結果が出ないなど課題がある。ユー

ザー視点でどんな時にどんな風に産技研が利用できるのかわかりやすい内容

に刷新する。 

 



１１ その他 

 （１）ユーザー管理 

    管理者は、ＣＭＳの管理画面上でユーザー情報（ユーザＩＤ・パスワード・権限

設定等）の管理（追加・修正・削除）ができること。登録できるユーザ情報の数は

上限がないこと又は、十分な数を登録できること。 

 （２）ライセンスフリー領域の確保 

    総務省が提唱しているオープンデータについて、新ウェブサイト内にクリエイテ

ィブ・コモンズによるライセンスフリー（ＣＣ）の領域を確保すること。 

 （３）アクセシビリティ対応 

    公開するコンテンツについては、産技研で定める「アクセシビリティ方針」に則

り、Ｗ３Ｃ規格を遵守するとともに、ウェブアクセシビリティを規定したJIS Ⅹ 

8341-3:2010「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・サービス第３部：ウェブコンテンツ」について、基本的には達成等級ＡＡに準

拠したホームページを作成し、そのテスト結果を総務省が示す手順に従って掲示す

ること。 

 （４）ＳＥＯ対策 

    ＳＥＯ内部対策（クロール最適化、検索インデックスの最適化）を中心に必要に

応じて実施すること。 

 （５）アクセス解析 

    ア 管理者がアクセスログを簡単に解析できるGoogleAnalytics4を導入するなど

アクセス解析機能を有すること。（現状はGoogleAnalytics使用）。 

    イ 戦略的再編方針で策定した評価指数（ＫＰＩ）が計測・分析でき、産技研と

協議の上アクセス解析の設定若しくはアクセス解析の手順を提示すること。 

    ウ 職員による閲覧を可能な範囲で除外し、利用者によるアクセスが解析できる

設定を行うこと。 

 

１２ 開発環境 

 （１）開発環境 

    受託者側で開発環境を準備し本件の作業を行うこと。 

 （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、必要に応じて

本番環境下で動作テストを実施すること。なお、実施内容・時期等については産技

研と協議の上決定すること。 

   ＜動作テスト例＞ 

    動作速度、アクセス集中、負荷試験、大容量データ、アクセシビリティ等 

 

１３ 運用・管理・保守 

 （１）新ウェブサイト運用開始から５年間の運用・管理・保守作業を行うことを予定し

ており、その作業は受託者に委託する予定。提案時に予想される運用・管理・保守

（WEBサーバー証明書含む）に関わる費用1年分を提示すること。なお、５年を経過

した以降の運用・管理・保守については、単年度ごとに受託者と別途契約するもの

とし、その時点で改めて保守費用を算出することとする。 

 （２）新ウェブサイトを含むシステム全体（以下「システム」と略す）の安定的運用を



図るため、ＯＳや使用しているソフトウェアに関して定期的な運用・管理・保守を

行うこと。ホスティングサービスを利用する場合には本仕様を十分に考慮した上で

サービスを提案すること。 

 （３）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、セキュリティパッチ

を適用する等の対策を行うこと。なお、セキュリティパッチ等の適用前にはシステ

ムの影響等について十分に確認を行うこと。 

 （４）ＯＳ・ソフトウェアバージョンアップに関しては、その必要性があれば提案を行

うこと。なお、バージョンアップ費用が発生する場合は産技研が負担し、バージョ

ンアップ作業は運用・管理・保守に含むものとする。 

 （５）システム全体のバックアップを実施すること。異常発生時は速やかに復旧させる

こと。 

 （６）ウェブサーバーが停止しないようハードウェア、ソフトウェアの稼働状況や動作

について監視を行うこと。 

 （７）新ウェブサイトやウェブシステム（ＣＭＳ含む)の運用・管理・保守において、担

当窓口を含めた運用・管理・保守体制を構築すること。 

 （８）連絡窓口を一本化し、新ウェブサイト全般、ＣＭＳ操作等について、メール・電

話等で問題の解決に務めること。対応時間は原則とし年末年始や祝日を除く、平日

の開庁時間内の対応（月曜日～金曜日の８時３０分～１８時００分まで）とするが、

緊急時の場合、柔軟に対応すること。 

 （９）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。各種ログに関しては、「京都市産技研情報セキュリテ

ィ対策基準」（参考資料７、配布時期は募集要項参照）に沿ってログ管理を行うこと。 

 （10）不正侵入検知を行うこと。不正侵入の兆候を検知した場合、速やかに適切な対応

を講じること。 

 （11）データ等の漏洩がないように努めること。 

 （12）新ウェブサイトの稼働に関して負荷状況などについて動作状況をモニタし、過負

荷、容量逼迫であるような場合は報告すること。また、その対応方法も合わせて提

案すること。 

 （13）障害対策について、その対策方法を提案時に説明すること。 

 （14）その他必要と思われる運用・管理・保守要件を、可能な限り具体的に提案するこ

と。 

   （参考） 

     ＣＭＳで管理できないページがある場合、その費用は保守に含むものとする。

（現行はトップページのバナーの登録・修正・削除がＣＭＳ内から出来ない。修

正実績としては年間５回程度。） 

 

１４ 職員支援に関する仕様 

 （１）マニュアル・ガイドラインの整備 

    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、産技研におけ

る運用の事情や要望を反映して作成し、産技研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。 

    ア 作成者・承認者向けマニュアルをそれぞれ作成すること。 

    イ 管理者向けマニュアルを作成すること。 



    ウ アクセス解析の設定マニュアルを作成すること（イベントやパラメーター設

定含む）。 

    エ スクリーンショットなどを活用し、分かりやすく解説すること。 

    オ 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。 

 （２）操作研修の実施 

    職員が本業務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、研修を行うこと。なお、以下に時間、日数等を提示しているが、あくまでも目

安であり、詳細な内容については産技研と協議の上決めることとする。 

   （参考） 

    ア コンテンツ作成研修：数名、半日程度×１日 

    イ 承認者・管理者研修：数名、２時間程度×１日 

 

１５ コンサルティング 

   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等について、コンサル

ティング（又はアドバイス）を行うこと。 

 （１）現行サイトの問題点や改善点を分析し、その改善策を示すこと。 

 （２）５～１４全般に関するコンサルティングを行うこと。 

 （３）新ウェブサイト運用に関するコンサルティングを行うこと。 

 

１６ 納品 

   以下の成果物を電子データ（編集可能な元データとＰＤＦ形式を光学メディアに保

存）で納品すること。 

 （１）サーバー諸元、仕様書等（※ホスティングサービス利用の場合は可能な範囲で提

示すること） 

 （２）サイト設計書、設定情報 

 （３）サイトマップ（Microsoft officeで編集可能な形式） 

 （４）アクセシビリティ試験結果 

 （５）作成者・承認者向けマニュアル（Microsoft officeで編集可能な形式） 

 （６）管理者向けマニュアル（Microsoft officeで編集可能な形式） 

 （７）画像・デザインデータ一式 

    （Photoshop、Illustrator等で編集可能な形式。画像はリサイズ前の元画像等も

含む） 

 （８）その他、両者協議の上、必要とした書類 

 

１７ 特記事項 

   受託者は新WEBサイト作成に関する一切の著作権を産技研に譲渡し、著作者人格権

を行使しないものとする。ただし、オペレーティングシステム・ミドルウェア・ＣＭ

Ｓ等のパッケージは含まない。 

 


