
1 

 

奈良市東部プロモーションサイト構築業務委託仕様書 

 

1． 業務名 

奈良市東部プロモーションサイト構築業務 

 

２．業務の目的 

 本市ではこれまで、観光客が市内で食事、宿泊をすることで消費の拡大を図る「もう一食、

もう一泊」への取組を行ってきた。その一環として、奈良時代の寺社が多くある市街地から

の観光エリア拡大のため、奈良市東部地域（田原地区、柳生地区、大柳生地区、東里地区、

狭川地区及び月ヶ瀬地区並びに都祁地区。以下「当該地域」とする）への誘客を図ってきた。 

本業務は、これまでの取組（「補足資料」を参照）をさらに発展させるため、当該地域の魅

力を視覚的に訴求力のある質の高い写真や動画等で紹介する「奈良市東部プロモーション

サイト」を作成することにより、当該地域に訪れる人とそれに伴う消費を増加させ、当該地

域の活性化を図ることを目的とする。「質の高い写真や動画」として、プロカメラマン、プ

ロの動画クリエイターによる作品であることが望ましい。 

 なお、本業務においてターゲットとする人の主たる属性は、「時間、経済的に余裕があり、

何らかの趣味（トレッキング、写真、サイクリング、寺社巡り等）を持ち、旅行が好きな 30

代～40 代」とし、当該地域を知らない人には他市町村の類似地域にはない「イメージの定

着」、知っている、訪れたことがある人には、「新たな魅力の提供」を目指すものである。尚、

本サイトの構築と運用保守の 2 年間を通して当該地域のブランディングを行い、広くその

存在を認知させていくことを目指している。 

 

３．業務期間 

サイトの構築：契約締結の日から平成31年3月31日まで 

運用保守：平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 

 

４．プロモーションサイト構築業務 

４－１ サイト公開予定日 

平成31年3月25日（月） 

 

４－２ 委託業務の内容 

 (1)サイトのデザイン 

 本業務のターゲット層の年代はSNS等を頻繁に利用していると考えられるため、

SNSによるサイトの拡散を誘導し、国内外への周知に努めたい。そのために、本サ

イトで当該地域が持つ魅力をオリジナリティ溢れるビジュアルで表現し、そのイン
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パクトで、まず検索者の「目に留まる」サイトの構築をめざすものとする。当該地

域の魅力を最大限に伝えるために、視覚的に本業務のターゲット層に対して訴求力

のある写真と動画等で表現し、それがメインビジュアルとして効果的に配置された

トップページを作成すること。 

 本業務のターゲット層を考慮した上で事業全体のコンセプトを確立し、デザイン

イメージを統一すること。そのために事前にWebデザインのスタイルガイドを取り

決めてからサイトを作成すること。 

 また、サイトをデザインする上で必要な場合はロゴマーク、ロゴタイポ、キャッ

チフレーズ等を設定すること。 

 

 (2)サイト構築 

ア．利用者の使い勝手と見やすさを重視したサイトであること。 

イ．PC、スマートフォン、タブレットの各媒体及び各ブラウザで問題なく、かつデザ

イン性を損ねずに閲覧できるサイトであること。 

ウ．サイトマップを作成すること。 

エ．CMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入し、指定のページについては発注

者が、そのスキルに関わらず編集･更新できること。 

オ．トップページに常に最新・旬の情報が掲載される仕組みを有すること。 

カ．トップページにバナー広告エリアを設けること。 

キ．サイトの運営に必要なサーバを確保し、ドメインを取得すること。 

ク．アクセスログ解析（Google Analytics）を導入すること。 

ケ．英語翻訳の切り替えなしに内容がある程度分かるよう、英語表記を効果的に

行うこと。 

コ．自動翻訳機能を搭載すること。言語は少なくとも英語、中国語、韓国語、フラン

ス語に対応すること。 

サ．本業務で構築したサイトは平成31年度以降も継続して使用するものとし、継続使

用に支障がないようにすること。 

 

(3)バナー作成 

 本サイトへの誘導を行うために外部サイトに配置するためのバナーを発注者の指

定する４種類のサイズで作成すること。デザインはサイト全体のイメージに沿うも

のとする。 

  

(4)メインコンテンツの作成 

 当該地域の魅力が伝わり、行ってみたいと思わせるようなメインコンテンツの提

案を行うこと。 
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 メインコンテンツとはトップページから直接誘導されるメインのページのことを指

し、ページ数、構成ともに自由提案とする。メインコンテンツを作ることを目的とした

イベント等の企画が可能な場合は併せて提案すること。 

 メインコンテンツの制作に必要となる情報収集は独自に行うこと。本サイトのターゲ

ット層に対して「読みごたえ」や「見ごたえ」のあるページが望ましい。また、サイト

を見るだけで完結するのではなく、実際に訪れてみるという行動が促されるような工夫

を施すこと。 

 

(5)その他のコンテンツの作成 

 メインコンテンツのほか、次年度以降継続的に発注者が更新を行うページとして各種

テンプレートを用意すること。 

 文言の修正や追加、コンテンツの追加等の更新は発注者が行えるようにすること。 

 コンテンツ案は次のとおりとする。 

ア．当該地域の概要等を説明、紹介するページ 

イ．観光施設を含むスポットの一覧 

スポットに関連する画像１枚と概要による一覧表示から、各観光協会等の詳細ペー

ジまたは本サイト内に登録したスポット詳細ページにリンクする仕様とする。各リ

ンク先は発注者の指示に従うこと。絞込み機能及びマップ機能を有すること。表示

数が多い場合には複数ページとし、ページ切り替えができる機能を有すること。  

ウ．スポットの詳細ページ 

１スポットにはメイン写真１枚、サブ写真９枚、PDF、Word、Excel等のファイルが

添付できること。施設名（体験名）、場所名、住所、電話番号、ファックス番号、

E-mail、営業時間、定休日、駐車場の有無、アクセス、MAP、サイトへのリンク等

が登録できること。１スポットで１コンテンツ（１ページ）として登録でき、任意

のコンテンツ内に、スポットのメイン写真と特定の項目を選んで自由に一覧表示の

レイアウトができるような仕組みを構築すること。 

エ．ツアーの紹介 

公開後すぐは奈良市観光協会「NARA TIME」への直接リンクとする。 

公開後に旅行会社などツアー実施元が増えた場合にツアーの紹介（写真と概要）を

一覧表示できるテンプレートをデザインし、作成しておくこと。 

オ．イベント情報一覧（１ページ） 

次のキで作成したページのサムネイルとして自動的に生成されるページとする。公

開期間を判別し、公開期間外の内容が掲載されないようにすること。 

カ．イベント詳細ページ 

イベントの写真と開催日や場所、内容を記載する。カに表示されるタイトルや概要

はサムネイル用に別途登録できること。 
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キ．問い合わせフォーム 

  

 コンテンツ案について、受注者から別途提案がある場合はこの限りではない。また、

各コンテンツの表示方法や項目の詳細は契約後に協議の上決定する。 

 

(6)その他 

ア．本業務遂行上必要となる機材、ソフトウェアなどについては受託者が準備し、負担

するものとする。 

イ．更新作業に利用できるマニュアルを納品すること 

ウ．担当者（10人程度）へのCMS操作研修を行うこと 

エ．サイト公開後に修正が必要な箇所が見つかった場合は発注者と協議の上修正するこ

と 

オ．外部からのサイトへの誘導を効果的に行うこと。SEO対策を適切に行うこと、ま

た、公開後のSEOに関するアドバイスを行うこと 

カ．サイト内の素材等として使用する画像及び動画については原則として、当該地域で

実際に撮影したものとするが、季節や場所、法規等により表現に制限が生じる場合

はその限りではない。その場合は発注者と事前に協議の上、使用するものとする。 

キ．本サイト構築に係る謝礼、旅費、滞在費等の経費については、受注者で負担す

るものとする。 

 

 

４－３ 機能要件 

(1)導入システム（CMS）機能要件 

ア．全体 

① CMSはオープンソース不可とし、セキュリティ面で安全なものを選定すること 

② 職員がスキルを問わず更新・編集作業が可能なシステムであること 

③ 特別なアプリケーションをインストールすることなく、ウェブブラウザから利用

できるシステムであること 

④ ログインアカウントの追加が可能で、各々に更新と公開の権限付与が設定できる

こと 

⑤ 管理者はサイト内のすべてのページを編集する権限があること 

⑥ ヘッダ、フッタ部分等で部署を表示している場合、その変更が管理者権限ででき

ること 

⑦ 明確な情報構造及びユーザーインターフェースを持つこと 

⑧ カレンダー機能を有すること 

⑨ マップ機能を有すること 
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⑩ あらかじめ設計したバナーエリアにはバナーを登録でき、公開期間を設定できる

こと 

 

イ．検索機能 

サイト内検索機能を有すること 

 

ウ．コンテンツ 

① コンテンツの追加・削除、配置変更が可能なこと 

② コンテンツの追加・削除、配置変更を行っても全体のレイアウトが崩れないこと 

③ コンテンツの複製が可能なこと 

④ 写真のアップロード･リサイズ機能を有していること 

⑤ YouTubeの動画を埋め込み、再生できること 

⑥ ファイル（Word，Excel，PDFなど）のアップロードが可能であること 

⑦ ファイルの種類、サイズの表記が自動で挿入されること 

⑧ 登録するファイルの容量を制限できること 

⑨ コンテンツの公開日・公開終了日の指定ができること 

⑩ コンテンツの公開･非公開設定・プレビューができること 

⑪ すでに公開されているコンテンツを公開したまま、未来の日付で自動更新するよ

うに編集できること 

⑫ コンテンツ内の絞り込み機能を有すること 

⑬ 各ページに公開日が自動的に表示されること。また任意の日も指定できること 

⑭ 公開が終了したページは再利用できるようにCMSサーバに保存できること 

⑮ コンテンツ一覧が表示できること 

⑯ コンテンツをキーワードやコードで検索できること 

⑰ コンテンツの公開イメージをプレビューできること 

⑱ トピックス登録ができ、登録したコンテンツはトピックス画面に表示すること 

⑲ トピックスの公開期間が設定できること 

 

エ．リンク 

① コンテンツからコンテンツ、カテゴリからコンテンツ、コンテンツからカテゴ

リ、本文中の文言からコンテンツやカテゴリなど、内部リンクが自由にできるこ

と 

② 他のサイトへのリンクができること 

③ リンク先を表示する際、別ウィンドウで開く設定ができること 

 

オ．ＳＮＳ連携 
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① Facebookの「いいね」、「シェア」をコンテンツごとに付与できること 

② Twitterのリンク共有をコンテンツごとに付与できること 

③ Facebook、Twitter、YouTubeのコンテンツ本文への埋め込みができること 

 

カ．アクセス解析 

Google Analyticsを導入し、サイト管理者がアクセスログを解析できること 

 

(2)サーバ仕様 

ア．サーバは高度なセキュリティを確保した日本国内の堅牢なデータセンターなどに設

置されていること 

イ．データのバックアップを毎日行い、データ破壊等が発生した場合にも最終状態に戻

して復旧できること 

ウ．サーバ仕様（スペック等）を資料として提出すること 

エ．IPAの基準を満たしていること 

オ．サーバ障害時は土・日・祝日でも電話等で対応できること 

 

(3)その他 

ア．公開後に修正が必要と考えられる箇所が判明した場合、発注者受注者協議の上その

箇所の修正を行うこと。 

イ．Internet Explorer11.0以上、Google Chrome最新版、Fire fox最新版、Safari 最

新版で閲覧した場合、レイアウトやデザインの崩れがないこと。 

  最新版とはワイヤフレーム確定時の最新版とする。 

ウ．表示形式はPC、スマートフォン、タブレットのレスポンシブ対応とすること。推奨

環境は、OSはiOS9以上、Android4.2以上、ブラウザはOS標準のブラウザとする。 

エ．アクセシビリティに配慮すること。 

オ．公開環境にドメイン認証タイプの SSLサーバ証明書を導入設定すること。公開する

ページが全て SSL対応されていること。SSLサーバ証明書のライセンス更新作業

を、必要に応じて随時実施すること。 

カ．サイト公開後のページ更新作業は、基本的に発注者が行うこととし、受注者はその

サポートを行うこと。 

キ．WAF（Web Application Firewall）を導入すること。奈良県のセキュリティクラウド

の利用も可とする。 

 

４－４ 保守要件 

 次年度以降の保守については別途契約を行うこととし、要件を以下のとおりとする。 

(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。 
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(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ン

ス提供（保守費用に含む）、管理を行うこと。 

(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、発注者と協議の上、提供及び適用作業を行うこと。 

(4) SSL証明書の更新を行うこと。 

(5) 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。 

(6) CMSソフトウェアの不具合対応やセキュリティ対応を目的とした修正パッチ適用を実施

すること。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。 

(7) データバックアップを実施すること（１日１回） 

(8) CMS操作、サイト全般の運用について、メール・電話で問題解決対応の実施を行うこ

と。対応時間は原則として年末年始や祝日を除く、月曜日～金曜日の 9時 00分～17時

30分まででよいが、緊急時の場合は協議のうえ柔軟に対応すること。 

(9) サイトを継続的に充実させるため、当該地域の祭、訪れる人が参加できるイベント等

の行事、地産品といった、その他目的の達成のために必要な情報について、サイトへ

の効果的な誘導方法を考慮した上でコンテンツを年間 5コンテンツ程度提案し、発注

者と協議の上、制作すること。 

(10) 新しいコンテンツ等が追加になった場合のメニューの追加等のトップページの修正に

対応すること。 

(11) 障害への対応については、発注者と調整を行い、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。 

(12) 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。 

 

４－５ 成果物 

 サイト構造設計書・CMS操作マニュアル・アクセスログ解析利用マニュアル・本事業に

使用した写真や動画等のデータ・その他、発注者が指示するものを紙媒体とCD-Rまたは

DVD-Rで納品すること。 

 

５．著作権等に関する取扱い 

(1) 受注者は、本業務の実施に当たって、第三者が権利を有する著作物を使用しようとす

る時は、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続き

を行わなければならない。この場合において、受注者は当該契約等の内容について

事前に発注者の承諾を得るものとする。 

(2) 本業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合
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は、当該紛争の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担にお

いて一切を処理すること。 

(3) 本業務において新たに作成した情報およびコンテンツに対する著作権は、発注者に帰

属するものとする。 

 

６．留意事項 

(1) 本仕様書に記載のない事項および変更がある場合については、発注者受注者双方協議

により決めるものとする。 

(2) 機密保護 

発注者が個人情報・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。 

(3) 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随時打ち合わせを行い、実施後速や

かに議事録を提出すること。打ち合わせに係る費用は受注者が負担すること。また、

業務の進捗報告を毎週行うこと。 

(4) 再委託 

本業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託範囲及び再委託業者を発注者に書面

で提示し、了承を得ること。また受託業者は、再委託先の行為について全責任を負う

こと。 

(5) 瑕疵担保責任 

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

は受託業者にて無償で改修すること。 

(6) 追加提案 

本業務の仕様は、現在発注者が最低限必要と考えているものである。受託業者の専門

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。 

(7) 賠償責任 

受注者は、本業務の履行により生じた、受注者の責めに帰する諸事故に対しての責任

を負い、損害賠償の請求があった場合には受注者が一切処理し、その損害を賠償する

こと。 
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【問い合わせ先及び各種書類の提出先】 

奈良市役所 総合政策部 広報戦略課 シティプロモーション係 

〒630-8580 奈良市二条大路南１丁目１番１号 

（Tel）0742-34-4710 

（Fax）0742-36-5606 

（e-mail）kohosenryaku@city.nara.lg.jp 

以上 

 


