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１ 業務の概要  

１．１ 業務名  

公益財団法人福岡県国際交流センターホームページリニューアル業務 

（以下「本業務」という。）  

１．２ 目的 

現在の（公財）福岡県国際交流センター（以下「当財団」という。）ホームページは、平成２

４年４月のリニューアル以降８年が経過する。その間、スマートフォンやタブレットの普及に

より、誰もが容易にインターネットを利用できる環境が整い、情報入手手段としての重要性は

ますます高まっている。 

そこで当財団では、多様なニーズに対応できることはもちろん、利用者が求める情報へのた

どり着き易さ、デザイン性を重視した視覚的な見易さなど、分かりやすさや機能性・利便性を

向上させることにより、より効果的で円滑な情報発信を可能とするホームページの構築を行う

と同時に、当財団職員の操作性にも配慮したシステムを構築することを目的とする。 

１．３ 業務の範囲 

本業務では、ＣＭＳの導入・構築、サイト構成の検討やデザイン・操作ガイドラインの作成、

総合的なコンサルティングといったホームページリニューアルにかかる全般的な作業を行う。 

（１）本業務の対象は、下記ドメインに含まれるホームページとする。 

    https://www.kokusaihiroba.or.jp/ 

（２）当財団の要求仕様を満たすＣＭＳの導入およびサービスの提供  

（３）現行サイトの分析・問題抽出、カテゴリ分類、サイト構成設計  

（４）新規を含むコンテンツの企画立案・構築 

（５）操作マニュアル、運用ガイドライン、アクセシビリティガイドラインの作成・提供 

（６）現ホームページからの移行 

（７）保守・運用支援 

（８）その他、全般的なコンサルティング及び導入にかかわる各種支援 

１．４ 作成方針 

当財団ホームページの現状をふまえ、以下の基本理念に沿ったリニューアルを目指す。 

（１）誰もが使いやすい 

ユーザビリティ・アクセシビリティに十分配慮し、誰でもどんな時でも、探している情報に

容易にたどり着くことが出来る使いやすいサイト構成・デザインとする。また、外国人の利用

者も多いことから、多言語に対応することはもちろん、言語を問わず理解できる動画や画像、

イラストなどビジュアル的なコンテンツを効果的に使用する。また、すべての利用者にとって

当財団が提供するサービスを、より身近に利用できる機能を有するホームページであること。 

（２）当財団の魅力・特色が適切に伝わるデザイン 

当財団の魅力や特色を国内外へ強く、効果的に発信できるデザイン・レイアウトとする。ま

た、自治体サイトの画一的なデザインから脱却した「当財団らしい」サイトを構築する。 

（３）情報発信力の強化 

 ア トップページの効果的な活用やＳＮＳとの連携強化などにより、緊急時や災害時などに利用

https://www.kokusaihiroba.or.jp/
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者が必要とする情報を的確に届けられるようサイトを構築する。 

 イ 現行ホームページにはない海外福岡県人会の現地レポートや留学生のコラム、当財団の活動 

報告などのコーナーを新設することでリピートユーザー数を増やし、当財団が提供するサー 

ビスや実施事業への参加に繋がるホームページを目指す。 

（４）編集しやすいサイト 

専門知識のない職員でも、アクセシビリティに配慮されたコンテンツを容易に追加・修正・

削除でき、その対象コンテンツを極力多くすること。また、将来的な拡張性が確保され、柔軟

性の高いホームページであること。 

（５）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する、安全なサイト

であること。また、災害発生等の緊急時でも迅速かつ継続的に情報提供できるホームページで

あること。 

１．５ 基本方針 

（１）当財団のブランドイメージ及びサービス利用率の向上  

当財団のブランドイメージ及び提供サービス利用率の向上につながり、「当財団らしさ」が伝

わるデザイン、機能、サイト設計を提案すること。 

（２）アクセシビリティ  

日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」適合レベル「AA」に準拠し、外国人を含めたすべての利

用者が支障なく利用できるような多様な利用環境を想定したもの。  

（３）マルチデバイス対応  

スマートフォンやタブレット端末等を含めたあらゆるデバイスに応じて、ホームページが最

適化され、操作しやすい仕組み・デザインを構築すること。  

（４）ユーザビリティ  

ア 利用者の誰もが目的の情報に快適に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・カテゴリ分けに配慮すること。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、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を提案すること。  

イ 緊急性・必要性が高い情報を目立つ箇所に配置すること。  

ウ レイアウト・配置・配色・フォント等の工夫や、掲載されている情報が一目でわかるアイコ

ン・コンテンツ名を活用するなど、視覚的にわかりやすく、容易に情報へたどり着くことがで

きるデザインとする。 

エ 申込みや問い合わせがサイト内で可能であり、管理者も容易に集計・管理ができる方法があ

れば提案すること。 

（５）非常時対応  

ア 災害情報等を的確にいち早く掲載できるよう、運用方法やページデザインを考慮すること。  

イ 災害時などの際に、トップページへ緊急情報等を表示する機能を有すること。  

ウ 災害等の緊急時にアクセスが集中すると予想される際にも、必要とされる情報を安定して提

供できる機能を構築すること。また、スマートフォンやタブレット等のデバイス向けについて

も同様の機能を構築すること。  
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（６）作業効率の向上 

ページ作成についての専門知識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。 また、人為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。  

（７）拡張性の確保  

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が柔軟に行えること。また、将来

的なシステムの拡張・機能向上を考慮すること。  

（８）保守運用対応 

受注業者はデータのバックアップ、定期的な保守を実施するとともに、機能向上のための対

応や支援、提案をできる限り行うものとする。また、機器やサーバに障害が発生した場合や緊

急時にも迅速に対応できる体制を持つこと。  

（９）研修実施  

システムの稼働とともに円滑な業務の開始を可能とするため、担当職員に対し操作研修を事 

前に実施すること。 

１．６ 契約期間・スケジュール 

（１）契約期間 

契約締結日から令和３年３月３１日（水）まで  

（２）新サイト公開日  

令和３年４月１日（木） 

公開前の試行運用期間における保守・管理等についての費用は、受注者の負担とする。なお、公

開までに職員研修を実施する期間を確保すること。 

（３）導入スケジュール 

詳細は、当財団と受注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。 

 

２ 業務の詳細  

２．１ 当財団ホームページ構築の総合コンサルティング 

ア 本業務の遂行に際して、本仕様書を基本にしつつ、当財団の希望や考えを十分に取り入れた

ホームページの構築に向けた総合的なコンサルティングを行うこと。 

イ 本仕様書は当財団が最低限必要と考えているものであるが、受注者は専門的な立場から、本

業務の費用範囲内で、効果的な提案を積極的に行うこと。 

ウ 現行サイトの分析や既存コンテンツの見直しを行い、改善策と新たなコンテンツや機能の追

加を提案すること。  

２．２ サイト設計  

ホームページの設計方針は以下のとおりとし、上述のリニューアル目的や基本理念・方針等

を勘案し、ユーザビリティに配慮したサイト設計を行うこと。  

（１）目的とするコンテンツに、原則３クリック、最大５クリック程度でたどり着く階層構造とす

ること。  
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（２）利用者にとっての使いやすさを優先し、カテゴリからコンテンツの内容が想像できるカテゴ

リ分類となるように設計を行うこと。  

（３）サイト内検索機能などを設け、利用者がサイト内を迷うことなく、目的のページに移動でき

るようにすること。 

（４）当財団内に事務局を有する「福岡県留学生サポートセンター運営協議会

（https://www.fissc.net/）」、「ＥＵ協会（http://fukuoka-eu.com/）」各ホームページとの効果

的なリンク付けを行うこと。 

（５）レスポンシブデザインとし、単一のファイル作成でパソコン、スマートフォンやタブレット

端末等異なるデバイスに対して表示内容が最適な状態に変化すること。 

２．３ デザイン  

現行ホームページの課題、リニューアルの目的等を分析し、最適と考えるデザインを提案す

るとともに、構築時に目次ページ・詳細ページのデザイン案を作成すること。  

（１）ホームページの全体構成、掲載項目の整理、利用者のアクセシビリティ、ユーザビリティ等

を考慮すること。  

（２）ホームページとして、標準化・統一化されたデザインとすること。  

（３）福岡県の地域特性などを反映した「当財団らしさ」が伝わるデザインとすること。  

（４）緊急性、必要性が高い情報を目立つところに配置できるようにすること。なお、緊急情報は

トップページへの表示、非表示が設定できること。  

（５）レイアウト・アイコン等の配置・配色等の工夫により、掲載されている情報が一目で分かる

デザインとすること。  

２．４ テンプレートの作成 

作成したデザインに基づき、コンテンツ作成・編集等を行うためのテンプレート設計、開発

を行うこと。業務用途に応じた複数のテンプレートを作成すること。  

２．５ アクセシビリティ対応 

Ｊｉｓ Ｘ ８３４１－３：２０１６に配慮し、ページ全体がレベルＡＡに準拠したホーム

ページコンテンツを作成することを原則とする。ただし、現行データの仕様等や運用上（ブラ

ウザの拡張機能やプラグインなどを必要とするコンテンツ、ＰＤＦファイル、動画ファイルな

どは対象外とする）の理由で、一部コンテンツを除外する場合がある。  

（１）リニューアル時のサイト構成、ページデザイン等に適用するウェブアクセシビリティガイド

ラインを作成すること。なお、リニューアル後のホームページ運用時にも職員が利用できるよ

うに平易な用語を用いること。内容は打ち合わせの上、決定する。  

（２）アクセシビリティの評価は、総務省より配布されたアクセシビリティ評価ツール（ｍｉＣｈ

ｅｃｋｅｒ）を用いた試験を行うこと。また、ホームページ公開後、同試験結果を公開するこ

と。  

２．６ コンテンツ作成・掲載 

    リニューアル業務におけるコンテンツの作成・掲載にあたっての委託者と提案者（受託者）

の役割を下記のとおりとするが、制作にあたっては委託者と提案者（受託者）が協議し内容を

決定する。 

https://www.fissc.net/
http://fukuoka-eu.com/
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（１）コンテンツ作成 

コンテンツの文章、動画の作成、多言語への翻訳は、基本的に委託者が行う。 

コンテンツのイラスト及び画像の作成は、基本的に受託者が行う。 

（２）コンテンツ掲載 

コンテンツの掲載は、基本的に受託者が行う。なお、公開後はＣＭＳ機能を利用し委託者が

掲載を行えるようなサイトの設計とすること。 

２．７ コンテンツ移行要件  

（１）移行作業の最適な方法、スケジュール、役割分担等を記した「コンテンツ移行計画書」を作

成し、提示すること。  

（２）カテゴリページ、サイトマップのようにＣＭＳで自動的に作成されるコンテンツを除き、再

構築範囲のコンテンツは、原則として受託者が移行すること。 

（３）移行後のページはＣＭＳを用いて修正、公開、削除作業が行える状態にすること。  

（４）ページに添付されているＰＤＦなどのファイル、画像についても移行すること。  

（５）移行する際、アクセシビリティ上の問題が生じた場合は、アクセシビリティガイドラインに

基づき受託者で修正すること。  

２．８ コンテンツ移行後の検証 

（１）コンテンツ移行の検証後、「コンテンツ移行報告書」を作成し、提出すること。  

（２）当財団の検証において不備が発覚した場合は、受託者にて修正対応すること。  

２．９ 視覚が弱い利用者への対応  

文字を拡大する機能や文字や背景色を変更する機能等を付与し、視覚が弱い者も利用しやす

いものとすること。  

２．１０ 多言語対応 

（１）対応言語は、現行ホームページにあるとおり、英語、中国語、韓国語に加えて、新たにやさ

しい日本語、ネパール語、ベトナム語、タイ語のページを追加する。 

（２）日本語以外の英語、中国語、韓国語、やさしい日本語、ネパール語、ベトナム語、タイ語の

掲載内容については、外国人にとって必要な情報に絞り簡略化する。 

（３）各言語の原稿データは当財団が翻訳作業を行い、提供する。 

（４）外国語ページの情報を管理者が更新する際は、外国語で入力したテキストをペーストするな

どで簡単に更新でき、また文字が正しく表示されるように設定すること。 

（５）トップ画面に言語の変更表記があり、日本語ページにおいてはふりがなの ON/OFF の切り替

えができること。 

 

３ システム仕様  

３．１ システム基本構成  

   サーバは、委託者が用意する「さくらインターネット」のレンタルサーバ（プラン：ビジネ

ス）にて行うこと。（詳細については、さくらインターネットのサイトで確認すること） 

（１）運用に関する問い合わせ窓口、障害受付窓口を用意すること。  

（２）システムのバージョンアップや機能の追加等に対応できる拡張性をもたせること。  
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（３）構築に当たっては十分なセキュリティ対策を講じること。サイト内の全ページにおいて、常

時ＳＳＬ化に対応すること。なお、ＳＳＬの更新手続きについては受託者が責任を持って行う

こと。 

３．２ セキュリティ  

（１）情報漏えい対策が十分にとられていること。  

（２）異常または障害が発見された際には、直ちに当財団へ連絡すること。  

３．３ ＣＭＳ機能要件  

 （１）ＷｏｒｄＰｒｅｓｓのような一般によく用いられるＣＭＳを採用すること。 

（２）管理者である当財団職員が、当財団の端末等を使用して、管理者専用画面からログインし、

新着情報の掲載、動画や写真の更新、数字等データの更新など、随時更新が必要なコンテンツ

をはじめ、できるだけ多くのコンテンツやリンク等の追加・修正・削除が行えるよう設計する

こと。 

（３）掲載前にプレビューで内容を確認でき、必要に応じ、コンテンツの掲載開始日、掲載終了日

の設定ができること。  

（４）バックアップ機能を有し、緊急時はデータを復元できること。 

 ３．４ アクセスログ分析機能 

サイトの利用状況を把握し改善に生かすため、以下のデータのログを採取・分析する機能を

設けること。 

ユーザー属性（接続元地域、使用言語、年代、性別）、各ページ閲覧回数・閲覧時間、デバイ

ス種別、サイトへの流入経路 

 

４ 職員支援要件  

４．１ 操作マニュアルの作成  

（１）ホームページを作成する際に一般的に必要となる知識、注意すべき事柄を説明するための運

用マニュアルを作成すること。  

（２）ＣＭＳの操作方法について「運用マニュアル」および、システム管理者、承認者、作成者別

に操作マニュアルを作成し、管理画面からデータ形式のマニュアルが閲覧できるようにするこ

と。なお、特別な知識を持たない一般職員でも、内容を見ただけで操作ができるよう、当財団

独自にキャプチャ画像を表示し、わかりやすい表現で記述された操作マニュアルであること。  

４．２ 職員研修の実施  

システム管理者、承認者、作成者を対象に、導入時に操作研修を実施することとし、開催時

期等については当財団と協議の上、柔軟に対応すること。なお、研修実施における会場や操作

端末、環境は当財団が準備する。 

 

５ 運用・保守業務  

５．１ 運用・保守要件  

（１）ホームページリニューアル時の操作等マニュアルの内容に変更が生じた場合、改訂版を作成

すること。 
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（２）本業務終了となる令和３年３月３１日（水）までの運用にかかる保守費用も、本事業費に含 

むこと。 

（３）次年度以降５年間に要するサイトの運用保守費用についても、見積書に明示すること。 

（４）保守業務の運営・連絡の体制を整え、業務責任者及び各担当者を置くこと。 

５．２ 障害対応  

（１）障害に対して、予防、発生時の迅速な処理手順、再発防止のための方策などについて障害管

理計画を作成し、安定的な稼働管理を行うこと。  

（２）障害が発生した場合は、当財団に迅速に連絡するとともに、直ちに状況の把握を行い、障害

箇所の特定、影響範囲の調査、即時対応、現状復帰すること。また、当財団が障害を発見した

場合、電話、メールによる問い合わせに対応すること。  

５．３ バージョンアップ対応  

ＣＭＳに対して性能や品質強化、新たな機能の追加等、契約の範囲内において対応すること。  

５．４ 問い合わせ対応  

（１）問い合わせ窓口（サポート窓口）があり、操作に関する問い合わせ等に対応できる体制があ

ること。 

（２）原則として平日（土・日曜日、祝日を除く）の９時００分から１７時１５分までとする。た

だし、緊急時は、当財団と協議の上対応すること。また、原因の究明、対処・復旧作業等まで

のスケジュールを当財団と協議の上、確実に実施すること。  

（３）問い合わせの受付／回答手段は、電話、ＦＡＸ、電子メールとする。ただし、緊急性の高い

ものについては電話を利用すること。  

５．５ 拡張性  

将来的な拡張性の確保及び柔軟性の高いホームページとする。なお、具体的な拡張性につい

て提案書に明記すること。  

５．６ その他の提案  

専門的な立場から、他自治体及び他機関の事例や今後の技術革新を見据え、本業務の費用範

囲内で効果的な提案がある場合は、積極的に提案すること。  

 

６ 納品 

本業務完了後、速やかに下記の書類等を提出すること。紙媒体及び電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）を各

１部納品すること。  

（１）プロジェクト計画書  

（２）デザイン設計書  

（３）コンテンツ移行計画書  

（４）コンテンツ移行報告書  

（５）システム管理者向けマニュアル  

（６）コンテンツ作成者および承認者向けマニュアル  

（７）アクセシビリティガイドライン  

（８）議事録  
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７ 検収  

受託者は、業務完了後速やかに業務完了報告を行うこと。当財団は納入日から１４営業日以内に納

品物の検査を行い、その結果不備が認められた場合、受託者は可能な限り速やかに不備を解消し、修

正した成果物を再度納入すること。また、当財団は再度納入された成果物の検査を速やかに行う。  

 

８ その他留意事項 

８．１ 再委託  

受託事業者は、デザイン、設計、データ移行、公開、保守など各工程を一括して受託者内で

完結できること。基本的には第三者委託を禁止とする。ただし、作業工程の一部を委託する場

合には、あらかじめ当財団の同意を得るものとし、再委託先の行った作業の結果については、

受託者が全責任を負うこと。  

８．２ 守秘義務  

個人情報、秘密と指定した事項および業務の履行に際し知り得た秘密（以下「秘密情報」 と

いう。）を第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とす

る。  

８．３ 著作権  

（１）ホームページ作成に関する一切の著作権は当財団に帰属するものとする。 

（２）本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有物等を利用する場合は、受託 

者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続 

を行うこと。 

８．４ プロジェクト管理 

仕様の確認等を行うため、本業務の履行期間内は少なくとも１か月１回以上打合（打合方法 

は協議とする。）を行い、実施後５日以内に議事録を提出すること。また、業務の進捗報告を月 

に２回以上行うこと。 

８．５ 瑕疵担保責任 

運用開始後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。 

８．６ 暴力団排除に関する規定 

（１）受託者が、暴力団等が事実上経営に参画しているものであることを知りながら、その者と下

請契約等をしたときは、委託者は、受託者との契約を解除できることとする。 

（２）受託者の使用人について、暴力団等との密接交際等が認められたときは、委託者は、受託者

との契約を解除できることとする。 

（３）契約締結にあたって、受託者は（１）（２）に関する誓約書を提出すること。 

８．７ 追加提案 

本業務の仕様は、現在、当財団が最低限必要と考えているものである。本仕様書に記載され 

ていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、業務上当然

に必要な事項については、本業務の範囲に含まれるものとする。また、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の追加提案を行うこと。 
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８．８ 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、受注者は当財団と協議を行うこと。 

 

以上 


