
横浜市立市民病院 

ウェブサイトリニューアル業務等委託 

基本仕様書 

１ 本仕様書の趣旨 

  本仕様書は、横浜市立市民病院（以下「当院」という。）におけるウェブサイトリニューアル業務及び運

用保守管理業務について、本事業を行う事業者を選定するため、当院が要求する本事業の基本仕様を示す

ものである。 

  参加事業者は実施要領に記載する基本的考え方及び仕様書の内容を十分に確認し、事業及び業務内容に

ついての理解を深め、具体的な提案を行うこと。 

 

２ 委託業務名 

横浜市立市民病院ウェブサイトリニューアル業務等委託 

 

３ 課題と業務の目的  

横浜市立市民病院は、昭和 35 年の開院以来今日に至るまで、救急医療や小児・周産期医療、感染症医

療などの政策的医療を拡充するとともに、主に急性期医療の提供を行ってきた。このたび、令和２年春に

予定されている新病院への移転にあたり、新たに“安心とつながりの拠点”をコンセプトに、将来にわた

り良質な医療を提供し続けるべく、より一層の取り組みを続けているところである。 

市行政や関係機関と連携し、地域の医療資源を効果的に結び付けることなどにより、「政策医療の拠点」

として、地域に不足しがちな救急医療、小児・周産期医療、がん対策などの充実を図り、災害医療・感染

症の分野において「市民の健康危機管理の拠点」としての役割を果たすことで、市民の“安心”に応えて

いく必要がある。また、これまで以上に地域連携を進めていくためのネットワークづくりと地域医療人材

の育成に取り組むことで「地域医療全体の質の向上のための拠点」として、医療機関や医療に関わる人と

人との“つながり”を育んでいくことが求められている。 

一方で横浜市立市民病院のウェブサイトは、平成 25 年度のリニューアル以来、マイナーメンテナンス

対応をしており、現在、①ウェブページの乱立、②表示期限後のウェウページの残存、③情報の散乱、④

ユーザーが求めるウェブページへのたどり着きにくさ、⑤デザインの不統一、⑥ウェブサイトのトレンド

に追い付いていない、などの問題が発生している。また、近年のスマートフォン、タブレットの普及に対

する、レスポンシブル等の対応も充分でないという課題がある。 

今回のウェブサイトリニューアルにおいては、こうした状況で生じた現在のウェブサイトの問題点や課

題を解決し、 ①病院としての広報戦略力の向上、②親しみやすさ・使いやすさの向上、③情報の即時提供

と更新頻度の向上、を目的に、全ての人にとって使いやすいツールとしてのウェブサイトの再構築を目指

すものである。 

 

４ 業務場所 

  横浜市立市民病院の指定する場所 

 

 



５ 委託期間 

契約締結の日から令和２年３月31日まで 

※新ウェブサイトは令和２年５月１日公開予定とするが、新病院の予告ページの公開も含め、詳細は 

協議の上決定する。 

  ※契約締結日は優先交渉権者決定後の協議事項とする。 

 

６ リニューアルの方針  

（１）病院広報の基礎的なツールとなるウェブサイトの提案 

ウェブサイトを基礎的なツールとして、チラシや冊子など他の広報媒体への展開が可能な提案を行う。 

（２）病院イメージアップのためのデザイン面の向上 

当院が担う役割、医療体制、医療技術及び各診療科の特徴等を幅広く情報発信できるよう、ウェブサ

イトの構成及びデザインを含めたリニューアルを行う。 

（３）利用者別の視点に基づいたアクセシビリティの向上 

利用対象者別の視点に基づき、必要な情報が公開され、かつサイト設計構造及び、利用者の利便性を

重視した使いやすいナビゲーションやタブ等を配置し、有用性をはじめ操作性、検索性、閲覧性及び回

避性が高いページデザインとする。また、キーワード検索及びカテゴリ別等によるサイト内検索機能に

より、利用者が求める的確な検索結果が表示されるようにする。 

（４）レスポンシブウェブデザインとしての使いやすさの向上 

自動的にパソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話の表示サイズに合わせた 適な文字サイ

ズ、画像サイズ、配置レイアウトデザインに切り替わるようレスポンシブウェブデザインとして使いや

すさの向上や統一感を持たせる。また広聴や SNS との連携機能等双方向性をはかる。 

（５）迅速かつ効率的な更新を可能とするCMSの提案 

将来性や拡張性のある CMS を導入し、職員によるコンテンツ作成、更新、管理などの作業が容易に

できるようにする。特に職員が HTML のソース編集等を行うことなくウェブページづくりが可能な仕組

みとする。またリンク切れや掲載期限切れのウェブページを自動的に管理すること及び機種依存文字等

の自動チェックにより、ウェブサイトの管理を行う職員の負担を軽減する。なお、本業務で構築する CMS 

は、運用開始後に機能向上やウェブサイトの構造変更等を柔軟に行えるとともに、将来的なシステムの

拡張性を考慮するものとする。 

（６）アクセス解析等に基づく改善可能な環境の提供と改善の提案 

   利用しやすいサイト分析ツールを導入するなどして、ウェブサイトの現状と課題が分析可能な環境を

提供すると共に、現ウェブサイトの課題分析と改善についての提案を行う。 

（７）安定稼働のための環境構築  

本業務の受託者は、データのバックアップ、アプリケーション及び OS、ミドルウェアのアップデー

ト等の定期的な保守が可能な環境を整備するとともに、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、情報の流出・遺失等が万が一にも発生しないよう、情報セキュリティに万全

を期したシステムとし、サーバー等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構築す

ること。 

 

７ リニューアル対象ウェブサイト 

本業務で対象となるウェブサイトは横浜市立市民病院のホームページ及びその配下のウェブサイトで



ある。（https://yokohama-shiminhosp.jp/） 

 

８ 業務の実施体制及び計画書の作成 

（１）業務の実施体制 

本業務の遂行にあたっては、業務実施体制及び個別業務ごとの連絡窓口を明示するとともに、各業務

を確実に遂行するため、業務全体の責任者及び個別業務ごとの責任者・担当者を明示すること。 

   また、本業務の遂行にあたって再委託の予定がある場合は、当院と協議の上、事業者及び担当者名を

明示すること。 

（２）業務計画書の作成 

本仕様書に基づき、本業務において実施する全ての作業項目、受託業者と当院の作業分担、詳細なス

ケジュールを示した計画書を作成し、提出すること。また、本業務に関する会議のうち受託業者が参加

したものについては、受託業者が会議録を作成し、提出すること。 

 

９ 業務の概要 

横浜市立市民病院のウェブサイト開発業務 

（１）新ウェブサイトの企画・提案・コンサルティング業務 

（２）CMSの導入業務 

   HTML等専門知識のない職員でも容易に更新でき、利便性の高いCMSを導入すること。 

（３）写真撮影業務 

   新ウェブサイトの構築に必要となる写真の撮影を行うこと。 

（４）新ウェブサイトの構築業務 

（５）各種デザイン、テンプレートの作成 

（６）現行ウェブサイトコンテンツの移行及び支援 

（７）運用マニュアル（操作マニュアル他）の作成 

（８）職員操作研修の実施 

所管課担当職員に対して必要と認める回数、詳細は協議による。 

（９）アクセシビリティガイドラインの作成 

サイト構成、ページデザイン等に適用するガイドラインを、専門知識のない職員でも理解できる内容

で作成すること。なお、リニューアル後のウェブサイト運用時にも職員が利用できるようにすること。

なお、運用時に当院で修正を行うこと。も考えられるため、編集可能なwordまたはPowerPoint形式に

て納品すること。 

（10）サーバーの調達 

（11）予告サイト作成・公開 

（12）その他 

・開発内容の検討を行うため、当院と随時打ち合わせを実施すること。 

・新ウェブサイトの稼働日時は当院の指示に従うこと。 

・当院の要求に応じて、開発中のテストページ等の確認ができること。 

・契約締結後、速やかに当院と打ち合わせのうえ、業務実施にかかる詳細スケジュールを作成し、協議

すること。 

・その他、記載のないもので、構築業務や、今後の安定的な運用に必要と認められる業務については、



随時当院と協議の上、実施すること。 

   

10 ウェブサイトの仕様 

（１）表示 

スマートフォンでの表示を優先とするが、端末及び OS の対応範囲については、現在世間一般に出回

っている端末使用比率や当院のアクセス分析などから適正な対応範囲を提案し、それらにおいて、表示

が崩れることなく表示されること。また、原則サポート期間が終了していない OS については対応する

こととするが、具体的な対応範囲については当院と協議すること。 

急速に普及したスマートフォンやタブレット端末等のあらゆるデバイスで情報をスムーズに取得で

きるように、デバイスに応じてウェブサイトの表示を 適化する仕組みを取り入れること。具体的には

次に示すブラウザ環境での閲覧を想定し、試験対象とするブラウザ環境の種類については、当院と受託

者双方で協議の上決定する。 

① パソコン 

    Microsoft Edge、Firefox、Safari、Chrome 、Internet Explorerの 新版 

② スマートフォン 

    iPhone 及び Androidの標準ブラウザ 

③ タブレット端末 

    iPad 及び Androidタブレットの標準ブラウザ 

④ フィーチャーフォン 

    主要３キャリア（docomo、au、Softbank）の端末搭載ブラウザ 

（２）新ウェブサイト 

リニューアルされるウェブサイトは、CMS を使用し、ウェブサイト編集未経験者でも容易に更新でき

るよう配慮すること。また、CMS の操作方法及び運用上の問い合わせに対して回答すること。CMS の機

能については、下記の条件を満たすこと。 

① 国もしくは他の地方公共団体、自治体において稼働・運用実績のあること。または、病院での稼働・

運用実績があること。 

② CMSの管理画面はログイン機能を有し、十分なセキュリティを確保すること。 

③ 複数職員の操作を前提としており、組織内での適切かつ便利な承認機能を有していること。 

④ サーバーへのアクセスについては、第三者からのアクセスによる改ざん等を防止し、安全性に配慮

して運用できること。また、ウイルスを検知するほか、ウェブアプリケーションの脆弱性対策を行い、

不正アクセスの検知又は遮断をすること。 

⑤ CMS へのアクセスは原則、ファイルの取得や持ち出し等の機能を制限した「セキュアブラウザ

（Soliton Secure Browser ）」から利用する予定である。導入するCMSの操作画面は、当院が既に導

入済みのセキュアブラウザによる正常動作を保証すること。 

    なお、当院が導入しているセキュアブラウザでは、Java Appletや Flash等のアドオン、ActiveXコ

ントロールの実行を許可しない設定としているため、本業務で導入予定のCMSにおいて、セキュアブ

ラウザでの利用が困難な作業については、その内容と可能な環境を明示すること。 

⑥ ウェブサイト及びCMSは、原則24時間365日利用可能とすること。 

⑦ データバックアップ中でもコンテンツの更新ができること。不可能な場合は、その代替案を提示す

ること。 



⑧ 掲載する情報の種類や構成に合わせ、作成者がレイアウトや見出し、その他（添付ファイル、内部・

外部リンクなど）を組み合わせた自由度の高いテンプレートを作成し、複数保存できること。 

⑨ PDFファイルやWord、Excelファイルが簡単にアップロードでき、リンクが容易に設定できること。 

（３）言語 

本委託では日本語サイトをリニューアルする。その後、自動翻訳にて他言語変換ができるような作り

とする。また、当院が別で制作した英文サイトのリンクも登載できるようにする。 

（４）環境 

ユーザーが知りたい情報が優先的に表示され、たどり着きやすいコンテンツ配置とする。アクセス件

数やユーザー動向が客観的指標で判断できるよう環境を整備する。 

（５）デザイン 

次の点を含むサイトのデザインを行う。どの部分をスクロール・閲覧していてもメニュー画面を開く

ことができること。PC からのアクセスの際には、全ウェブページ sticky メニューが実装されている

こと。フッター部のサイトマップが整理されていること。スマホファーストを前提としていること。 

（６）ウェブアクセシビリティ 

新のウェブアクセシビリティ（JIS X8341-3）等級AAに準拠したウェブサイトを作成できるシステ

ムであること。 

 

11 サーバーの提案 

新ウェブサイトを公開するWEBサーバーについて、当院に 適なサーバーを提案すること。構築時には、

当院の承認を得たうえで、当該サーバーを調達するものとする。 

  ただし、提案する当該サーバーについては、下記の条件を満たすことが望ましい。 

（１）ウェブサーバーのドメインは現行ウェブサイトで利用しているものから変更せずに構築することを想

定しているので、その対応ができること。ただし、横浜市のサブドメインへ変更することとなった際に

も対応ができること。 

（２）サーバーは、震災等天変地異ならびに火災・停電等に対して十分対策されているデータセンターに設

置されたサーバーを使用すること。条件を満たすものであれば、レンタルサーバーの使用も可とする。 

（３）サーバーののっとり、ウェブページの改ざん、情報漏えい、情報の遺失などを防止するため、万全の

セキュリティを維持し、データの定期的なバックアップを実施できること。 

（４）サーバー等機器類の故障が発生した場合、必要な修理・修繕作業を実施すると同時に、代替機への切

替え等を実施し、ウェブサイトが閲覧不能となる時間を 低限にとどめられる構成であること。 

（５）セキュリティの維持のため、必要に応じてソフトウェアのアップグレードを常時実施すること。 

（６）サーバー等機器類及びソフトウェアについては、初期導入ならびに維持管理が低コストであり、負荷

に強く拡張性が高いものを選定すること。 

 

12 コンテンツの移行について 

  現行のコンテンツ（テキスト、イメージ、リンク情報、ダウンロードファイル）を精査し、当院と協議

の上、必要なものを新たなウェブサイトに移行すること。 

  現行サイトから新サイトへの切替の際は、閲覧できない時間が発生しないようにスムーズに切り替える

ように注意すること。また、切替後、旧サイト（現行サイト）にアクセスした場合でも適切に新サイトに

転送できるよう、提案を行うこと。なお、新サイトの切替後、ドメインが変更された際には現行サイトが



悪用されないような方法についても、対応すること。 

 

13 操作研修及び操作マニュアルの作成について 

（１）操作研修 

 本稼働前にシステムの操作方法、注意事項、アクセシビリティについての研修を実施すること。 

 研修回数、研修時間、日程等については、当院と協議すること。 

（２）マニュアルの作成 

マニュアルの作成については、CMS の技術的操作マニュアル及び、当院の運用にあわせた運用マニュ

アル（システム管理マニュアル、コンテンツ作成者向け操作マニュアル、承認者向け操作マニュアル等）

を作成すること。マニュアルは、word形式のファイルと、印刷物（３部）を納品すること。wordファイ

ルについては、運用方法が変更になった時に内容を追加、変更できるよう、文書保護を行わないこと。 

   また、CMS内にマニュアルを保存し、ユーザーが閲覧できる仕組みであると望ましい。 

 

14 開発環境 

リニューアルサイトの開発にあたっては、サーバー環境を用意し、そのサーバー上で確認ができるよう

にすること。確認は、表示されるウェブサイトだけでなく、CMS への管理画面へのアクセスも可能とする

こと。 

 

15 納品物 

  本業務では、次に示す物を納めること。なお、これらの物以外にも、当院が必要とする中間成果物や書

類等については、当院の求めに応じ速やかに作成または提出すること。納品物はすべてデータ納品とする。

納品方法は問わない。 

（１）設計書・報告書等 

システム設計書（基本設計書、詳細設計書、サイト構成図、パラメータ設計書）、スケジュール、      

詳細スケジュール、コンテンツ移行計画書、開発体制、会議録、進捗管理報告書を適切なタイミングで

提出すること。 

   会議録については、議事の流れや発言の趣旨、決定事項・発生した課題・TODO リスト等を、明確に、

また専門知識のない職員でもわかりやすいように適宜注釈等も用いながら簡潔にまとめ、会議終了後速

やかに提出すること。 

（２）リニューアル後のウェブサイト 

（３）開発環境で構築された CMS（当院がホスティングする Web サーバーへのインストールの際は、サポ

ートを実施すること。） 

（４）システム管理者向けマニュアル、コンテンツ作成者向けマニュアル、CMS を使用したウェブページの

作成・更新およびCMS管理マニュアル 

（５）アクセシビリティガイドライン 

（６）コンテンツ移行計画書 

 

 

16 納品物の取り扱い 

  本業務の納品物は、各工程での評価・承認を終えたものについて、当院が指定する時期に所定の納品



物を納品すること。研修期間等は、当院の担当者と協議のうえ決定することとするが、十分な期間をと

ること。 

 

17 納期 

  令和２年３月31日 

 

18 その他 

（１）再委託の禁止 

   業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせることはできない。但し、一部かつ、あ

らかじめ当院の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

（２）著作権 

作成したイラストや写真等も含め、本業務の納品物に係る著作権は、原則として当院に帰属するもの

とし、他の公告媒体に転用できること。 

（３）検収後１年以内に発見された納品物の瑕疵については、無償かつ速やかに応じること。 

（４）その他、本仕様書に定めのないものについては、協議のうえ決定する。 

 


