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 はじめに 

 委託件名 

横浜市ウェブサイト再構築業務委託 

 総則 

横浜市（以下「本市」という）が「横浜市ウェブサイト再構築業務（以下「本業務」とい

う）」を委託するにあたり、本業務の受託者（以下「受託者」という）は、「委託契約約款」、

「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」、「個人情報取扱特記事項」に定め

るほか、本業務説明資料に基づき業務を行うこと。 

 業務目的 

本市では、各区局がウェブサイトを効率よく更新できるようにするため、平成 20 年度に

ウェブサイト上のコンテンツを管理するシステム（以下「CMS」という）を導入したが、区局

毎にウェブサイトを管理しているために、市全体としてウェブアクセシビリティ1（以下「ア

クセシビリティ」という）JIS 規格への統一的な対応ができないほか、閲覧者にとって情報

が探しづらいなど様々な課題を抱えている。 

本業務は、こうした現状の課題を解決するため、本市のウェブサイト及び CMS の再構築を

行うものである。本業務では、再構築を適切かつ円滑に進めるため、「AIST 包括フレームワ

ーク 2」を採択する。受託者は AIST 包括フレームワークの規定を理解した上で、要件分析、

基本設計、構築及び移行、職員への操作研修など、本業務説明資料に定める業務を実施する

こと。 

 委託期間 

契約締結日から平成 31 年３月 31 日まで 

 履行場所 

(1) 横浜市市民局広報課（横浜市中区港町１－１） 

(2) その他委託者の指定する場所(受託者社内も含む。) 

                            

1 「ウェブアクセシビリティ」とは、高齢者や障害者を含めて、誰もがウェブ上で提供される

情報や機能を支障なく利用できることを意味する。 

2 「AIST 包括フレームワーク」とは、独立行政法人産業技術総合研究所(AIST)が開発した、シ

ステム開発における手順を定めた包括的な枠組み(フレームワーク)である。（詳細は別紙１を

参照） 
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 再構築基本方針 

 再構築の対象範囲 

本業務では、次に示すドメイン配下のウェブサイトを再構築の対象範囲とする。本市では、

この他にも各区局がサブドメイン（http://○○○.city.yokohama.lg.jp/）を用いて様々な

ウェブサイト（以下「サブサイト」という）を運営しているが、それらのウェブサイトは本

業務の再構築対象に含まない。 

(1) 横浜市公式ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/）※ 

(2) 横浜市公式モバイルサイト（http://m.city.yokohama.lg.jp/） 

(3) 横浜市記者発表情報（http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/） 

 

※ただし、「(1)横浜市公式ホームページ」のうち、他システムでページを自動生成

している次のウェブサイトに限っては、本業務の再構築対象に含まない。 

(ｱ)横浜市例規集（http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/reiki/） 

(ｲ)横浜市地震・防災・気象情報（http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/kikikanri/） 

 再構築のスケジュール 

本市が想定する再構築全体のスケジュールは次のとおり。本業務では、次に示すスケジュ

ールを基本として、本市と受託者が双方協議の上で具体的なスケジュールを決定する。 

(1) 平成 30 年１月  ～ 平成 30 年 12 月 ・・・構築、テスト、移行データ整備 

(2) 平成 30 年 11 月 ～ 平成 30 年 12 月 ・・・システム操作研修 

(3) 平成 31 年１月  ～ 平成 31 年３月 ・・・CMS 試験運用、受入テスト 

(4) 平成 31 年３月末   ・・・新ウェブサイトの公開開始 

 現行ウェブサイトの課題 

 サイト運営状況 

本市では、45 区局がそれぞれにウェブサイトでの情報公開へ取り組んできたために、ウェ

ブサイトの見栄えや構成が区局ごとに様々である。また、早くからウェブでの情報公開を進

めてきたことから、今や十数万ページにおよぶ膨大な情報をウェブサイトに掲載している。 

各区局の積極的な情報公開が進んでいる一方、ウェブサイト全体を見渡すと図表 1のよう

な状況となっている。市として一貫した情報を発信し続けることが難しく、ウェブサイトの

閲覧者にとっても知りたい情報が探しにくいなど、ウェブサイトを通じた広報の取り組みに

支障を来している。 
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図表 1 現行ウェブサイトの運営状況 

 

 現状の主な課題 

 知りたい情報へすぐにたどりつけない 

現状は区局ごとにウェブサイトの入り口が分かれているため、市の組織や業務分担を詳し

く把握していない閲覧者にとっては、情報を探しにくい。 

区局ごとにウェブサイトのデザインやナビゲーションも異なるため、閲覧者にとっては、

知りたい情報を容易に探せない状況となっている。 

 アクセシビリティを確保しきれない 

現状は、各区局にページのテンプレート作成権限を与えており、掲載内容に対する文字の

装飾や表示位置、表組みなども、各区局の職員が自由に編集できる環境となっている。 

区局の特色を生かしたページを作りやすい反面、アクセシビリティを満たさないページが

できている。スマートフォンやタブレット等の各種デバイスに適した表示対応も、市全体で

統一的に進めることが難しい。 

 掲載内容の信頼性が損なわれている 

各区局が個別に情報発信を行うことで、ウェブサイト内に掲載されている情報に重複や不

整合が生じ、どの情報が正しいかを閲覧者が判断しづらい。 

機構改革や担当部署変更に伴い、管理されていない古いページが大量に残っている。検索

エンジンではこうした古い情報もヒットするため、閲覧者が誤った情報を得る可能性がある。 

・・・

・・・

・・・

局トップ
ページ

局トップ
ページ

局トップ
ページ

市の組織

トップ
ページ

区トップ
ページ

区トップ
ページ

市⻑の部屋 横浜市会 ・・・

・・・

広報課で管理しているページ

各区局で管理しているページ

管理されていない古いページ

各区局でページを制作しており、
デザインやナビゲーションがバラバラ

掲載内容の重複や不整合、
リンク切れ等が多々ある

管理されていない古いページ
が⼤量に残っている
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 市の取り組みや魅力が埋もれてしまう 

現状は、市の取り組みや魅力を伝える情報が各区局のウェブサイト内に埋もれている。市

として広く PR すべき情報であってもサイトを訪れる閲覧者に気づいてもらいにくい。 

所定の事業を PR できる表示枠が市のトップページになく、代わりにシティプロモーショ

ンエリアが事業PRの用途で使われるなど、市全体としての効果的なPRが難しい状況にある。 

 コンテンツを二次利用するのが難しい 

現状は、区局のウェブサイト内に情報が埋もれており、市として価値ある情報に気づきに

くい。窓口や施設など同種の情報でも項目が揃っておらず、まとめて利用することが難しい。 

オープンデータとして公開しているファイルの多くにタイトルや作成者、カテゴリー、 

ライセンス等を明示できていないことも、二次利用が進みにくい原因の一つとなっている。 

 再構築後のあるべき姿 

現行ウェブサイトでは、各区局が主体的に情報発信に取り組んでいる一方で、閲覧者から

みるとウェブサイトに統一感がなく使いづらいほか、職員にとっても管理の負担が大きい状

況となっている。結果として、「３ 現行ウェブサイトの課題」に示した様々な課題が顕在化

している。 

そこで本市では、閲覧者と職員双方の視点からウェブサイトの運営方法を見直し、図表 2

に示すとおり、本市が目指すウェブサイトの「あるべき姿」を改めて整理した。「あるべき

姿」では、ウェブサイトの閲覧者及び CMS を利用する職員に提供すべき 4つの価値を定義し

ている。本業務では、これらの価値を満たすことを目標に、ウェブサイトの再構築を進める。 

なお、「あるべき姿」とそれを満たすために本市が検討した対応方針については、別紙２

「新ウェブサイトのあるべき姿」を参照すること。 

図表 2 現状の課題とあるべき姿 

 

新ウェブサイトの「あるべき姿」

〔課題4〕
情報を⼆次利⽤する
ことが難しい

〔課題1〕
知りたい情報へすぐに
たどりつけない

〔課題2〕
アクセシビリティを確保
しきれない

〔課題5〕
市の取り組みや魅⼒が
埋もれてしまう

〔課題3〕
掲載内容の信頼性が
損なわれている

主な課題現在の状況

サイト
運営⽅法
の⾒直し

各区局それぞれで
ページを制作・管理

サイトの⾒栄えや
構成がバラバラに

⻑年の情報公開で
情報量も膨⼤に

さまざまな問題の発⽣
- 使いにくい
- 情報が⾒つからない
- 統⼀感がない、など

横浜市のウェブサイトとして
「あるべき姿」を整理

閲覧者から
⾼い評価を
得られる

情報の
⼆次利⽤が
容易にできる

情報更新に
かかる職員の
負担が少ない

常に進化し続けるウェブサイト
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 閲覧者から高い評価を得られる 

高齢者や障害者を含む誰もがウェブサイト上の情報を支障なく得られるとともに、パソコ

ンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどの様々な閲覧環境でも等しく情報を得るこ

とができる。 

これまで組織の視点で構成していたサイト構造を抜本的に見直し、閲覧者の視点で分類、

階層化したサイト構造を実現する。これにより、閲覧者は必要な情報に辿り着きやすくなり、

閲覧者にとっての利便性向上を期待できる。 

市と区のサイト構造を極力統一することで、情報が探しやすくなるだけでなく、情報の重

複が減り、閲覧者が常に信頼できる情報を得られる。そのほか、災害時の情報発信や多言語

での情報発信など、多様な閲覧者や閲覧シーンに合わせて円滑に情報発信することができる。 

≪提供すべき主な機能≫ 

ア アクセシビリティの向上 

イ 対象者ごとの情報発信 

ウ 関連情報へのアクセス向上 

エ 災害情報の迅速な発信 

オ 多言語による情報発信 

カ 横浜市らしいサイト、デザイン 

 情報の二次利用が容易にできる 

ウェブサイト全体の構造を見直し、市として公開している情報の所在を明らかにするとと

もに、同種の情報をテンプレート化してできる限り管理する項目を揃えることで、ウェブサ

イト上の情報を様々なサービスで二次利用しやすくなることが期待できる。 

ウェブサイトの情報を各区局が二次利用可能な形式に置き替えやすい仕組みや、オープン

データ公開用のウェブサイトに少ない手間で情報を掲載できる仕組みを整えることにより、

各区局はウェブサイト上の情報をオープンデータとして効率よく整備することができる。 

≪提供すべき主な機能≫ 

ア 情報の二次利用を促進する仕組み 

 情報更新にかかる職員の負担が少ない 

ウェブサイトのデザインやメニュー構成、テンプレート等を一元的に管理するとともに、

HTML 等の知識がない職員でも一定の形式で容易にページを作成できる環境を整えることで、

少ない負担で職員が主体的に情報発信しながらも、ウェブサイト全体の統一感を維持できる。 

例えば、HTML 等の知識がなくてもアクセシビリティに対応したページを容易に作れる、

メニュー配下のページへのリンクを自動掲載することでリンク切れを防ぐ、機構改革等に伴

うメニュー構成やテンプレートの変更等へ柔軟に対応できるなどの仕組みを想定している。 
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さらに、ウェブサイト全体で市の取り組みや魅力を PR するためのエリアを統一し、閲覧

者の導線に合わせて適切な PR エリアを配置する。これにより、各区局の職員は、掲載箇所

の工夫に労力を掛けることなく、発信する情報を閲覧者へより効果的に届けることができる。 

≪提供すべき主な機能≫ 

ア 知識のない職員にも容易なページ作成方法 

イ 複数の PR 方法からの選択 

ウ 更新状況等の適切な管理 

エ サイト全体を俯瞰した管理 

オ 閲覧者ニーズに基づくサイト改善 

 常に進化し続けるウェブサイト 

現行ウェブサイトは維持することで手一杯で、区局による個別の改善を除けば、継続的な

改善活動を十分に行えていない。利用者の声や利用履歴の分析を通して、柔軟にウェブサイ

トを進化させられる環境を整えることで、ニーズにあった情報を発信し続けることができる。 

将来的には、ウェブサイトの掲載情報を他のアプリケーションと相互に連携したり、イベ

ントやよくある質問など特定の情報を横断的に検索できるサービスを拡充したりといった

さらなるサービスの拡充も検討しており、そうした拡張にも柔軟に対応できる状態を目指す。 

≪提供すべき主な機能≫ 

ア サイト全体を俯瞰した管理（再掲） 

イ 閲覧者ニーズに基づくサイト改善 

 システム化要件 

 システム利用状況 

 利用者のアカウント数 

現行 CMS を利用する職員数の規模感を表す目安として、平成 29 年８月時点で現行 CMS に

登録されている職員のアカウント数を図表 3に示す。 

図表 3 システム利用者数 

利用者の種別 アカウント数 

全市サイト統括管理者（広報課） 7 名 

区局サイト管理者（区局統括本部） 約 900 名 

コンテンツ編集者（各所管課） 約 13,000 名 

コンテンツ承認者（各所管課） 約 4,000 名 

合計 約 17,900 名 
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 ウェブサイトアクセス件数 

本市ウェブサイトへのアクセス件数の目安として、「www.city.yokohama.lg.jp」及び

「www.city.yokohama.jp」のドメインに対するページビューの実績値を図表 4に示す。なお、

アクセス件数に関して満たすべき詳細な非機能要件は、『第３の４(2)効率性』を参照する

こと。 

図表 4 ウェブサイトアクセス件数 

年度 総ページビュー 

平成 26 年度 315,208,129 

平成 27 年度 245,337,479 

平成 28 年度 225,088,258 

 システム環境要件 

 サーバ環境 

本市ウェブサイトを運営するためのウェブサーバ及び CMS サーバは、受託者の設計結果を

もとに本市が提供する仮想基盤のプラットフォーム（以下「仮想環境」という。）上で動作

させる予定である。従って、導入するソフトウェアは、本市が認める特別な理由がない限り、

特定のハードウェアに依存してはならない。 

導入するウェブサーバ及び CMS サーバの環境設計にあたっては、図表 5及び図表 6に示す

事項を満たす必要がある。なお、ウェブサーバに関しては、本市既設のウェブサーバを活用

することが可能である。環境設計の結果を踏まえ、機器の増設や構成変更など本市既設のウ

ェブサーバ環境の見直しが必要な場合には、本市と協議の上で対応を決定すること。 

図表 5 現行ウェブサーバのスペックと再構築後の想定 

項目 現行（平成 29 年 7月時点） 再構築後の想定 

環境 仮想環境：VMware vSphere 6.0 仮想環境：VMware vSphere 6.0 

台数 2 台 2 台以上（設計結果に基づき増設可） 

CPU Xeon E5-2670 2.6GHz 2 コア割当 Xeon E5-2690v4 2.6GHz 相当品（※割

当コア数は設計結果に基づき決定） 

メモリ 4GB 設計結果に基づき増設可 

OS Red Hat Enterprise Linux 6.3 Red Hat Enterprise Linux 7 または

Windows Server 2016 以降（※RHEL が

望ましい） 

主なミド

ルウェア 

Apache 2.2 原則として OS に同梱され、OS 標準の

セキュリティ更新機能の対象となるも

の（※Apache または IIS を想定） 

ストレー

ジ容量 

現在の使用量（1台あたり） 

•HTML:174,325 ページ（2.15G バイト） 

•ファイル（HTML 含む）:2,009,994 

設計結果に基づき増設可 
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項目 現行（平成 29 年 7月時点） 再構築後の想定 

(242G バイト) 

図表 6 現行 CMS サーバのスペックと再構築後の想定 

項目 現行（平成 29 年 7月時点） 再構築後の想定 

環境 仮想環境：VMware vSphere 6.0 仮想環境：VMware vSphere 6.0 

台数 本番 1台 + 研修・検証環境 1台 設計結果に基づき増設可 

CPU Xeon E5-2670 2.6GHz 8 コア割当 Xeon E5-2690v4 2.6GHz（※割当コア数

は設計結果に基づき決定） 

メモリ 8GB 設計結果に基づき増設可 

OS Red Hat Enterprise Linux 6.6 Red Hat Enterprise Linux 7 または

Windows Server 2016 以降 

主なミド

ルウェア 

Tomcat 7.0、Java JDK 1.8、PostgresSQL 

9.2 

稼働(2019/3)から 5年以上サポートを

受けられるもの。多くの事業者が扱え

るスタンダードなものが望ましい。 

ストレー

ジ容量 

現在の使用量（本番環境） 

・DB 領域：698 ファイル（99G バイト） 

・ファイル領域：4,196,941 ファイル

（429G バイト） 

設計結果に基づき増設可 

 

本市のウェブサーバでは、CMS 上で管理するウェブサイトに加えて、他システムで出力し

た例規集や地震・防災・気象情報等のページや添付ファイルを FTP2で所定のディレクトリ

に配置できる環境を提供している。再構築後のウェブサーバでも、引き続きこれらのページ

や添付ファイルを FTP で配置できる環境を提供すること。 

 ネットワーク環境 

ウェブサーバは、庁内ネットワークとインターネット双方からの接続が可能な DMZ3セグ

メント上に配置する。CMS サーバについては、総合行政ネットワーク接続系の庁内ネットワ

ーク（以下「LG-YCAN」という。）ではなく、インターネット接続系の庁内ネットワーク（以

下「i-YCAN」という。）上に配置する想定である。 

                            
2「FTP（File Transfer Protocol）」とは、ネットワークを通じて 2 台のコンピュータ間で 

ファイルを転送するための標準的な通信規格のこと。 

3「DMZ（De Militarized Zone）」とは、直訳すると「非武装地帯」を指す言葉であり、インタ

ーネットと社内ネットワークの中間に作られる双方から接続可能なネットワーク区域のこと。 
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また、本市のウェブサイトでは、アクセス集中時にも閲覧者に効率よく情報配信するため、

コンテンツデリバリーネットワーク（Content Delivery Network, CDN）4の既存サービスを

利用している。ウェブサイト再構築後も、現状と同じ CDN サービスの利用を前提とすること。 

 クライアント環境 

 CMS の職員利用環境 

CMS のサーバ環境はインターネット利用可能な庁内ネットワーク環境である i-YCAN 上に

設置し、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 新版）」から利用する予定である。導入する CMS の操作画面は、本市が既に導入

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、本市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、本業務で導入する CMS では、

これらの機能を使用してはならない。その他、本市が導入しているセキュアブラウザの仕様

上の注意事項については、別紙８「Soliton SecureGateway（SSG） Soliton SecureBrowser 

Pro（SSBP）における仕様上の注意事項」を参照すること。 

セキュアブラウザを用いた CMS の具体的な利用イメージは、図表 7の通りである。画像や

PDF 等のファイルを CMS へ登録する際は、「ファイル交換システム」にファイルを登録して

i-YCAN への持ち出し承認の手続きを行った後、セキュアブラウザから CMS へのコンテンツ

登録を行う手順となる。 

                            
3「CDN（Content Delivery Network）」とは、自社のウェブサーバに代わり、インターネット

上に分散配置された別サーバから画像や動画などのウェブコンテンツを配信する仕組みを指す。 
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図表 7 i-YCAN 配置時の CMS 利用イメージ 

 

 ウェブサイト閲覧環境 

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、本市と受託者双方で協議の上決定する。 

 パソコン 

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

 スマートフォン 

iPhone 及び Android の標準ブラウザ 

 タブレット端末 

iPad 及び Android タブレットの標準ブラウザ 

 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 

インターネット
（横浜市ウェブサイト）

セキュアブラウザ
アップロード候補ファイル

保管場所

コンテンツ編集者

②申請

③承認

セキュアブラウザ
アップロード可能ファイル

⼀時保管場所

コンテンツ編集者と同じ課の
課⻑または係⻑

①ファイルを
アップロード

④ファイルを転送

⑤セキュアブラウザ上でコンテンツを作成（または編集）
※ ④の前に、コンテンツを作成（または編集）し、下書き
保存しておくことも可能

⑨公開

コンテンツ承認者

⑦申請

⑧承認

CMS︓コンテンツ編集画⾯（例）

⑥アップロードする
ファイルを選択

⼿動

⾃動

 i-YCANへのファイルの
持ち出しを承認する

 保管場所に格納されたファイルの編集は不可
 格納されたファイルは定期的に削除される

ファイル交換システム

Internet
Explorer

Internet
Explorer

セキュア
ブラウザ

セキュア
ブラウザ

【凡例】
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 研修、テスト環境 

本業務では、本番運用に用いるサーバ環境に加え、本市職員が CMS の操作方法を確認する

ために用いる「研修環境」及び開発したシステムを本番環境へリリースする前に 終的な動

作検証を行うための「テスト環境」を用意する想定である。 

研修環境及びテスト環境に必要な機器及び仮想環境は本市にて準備するため、受託者は、

本市と協議の上で研修環境及びテスト環境に求められる要件を整理すること。また、本市か

ら提供された仮想環境を用いて、研修環境及びテスト環境の構築及びデータ準備を行うこと。 

 機能要件 

本市ウェブサイト及び CMS が満たすべき機能要件については、別紙６「システム機能要件

一覧」を参照すること。 

なお、各機能要件の背景にある本市の考え方は、別紙２「新ウェブサイトのあるべき姿」

及び別紙３「新ウェブサイト区局説明会資料」に記載しているため、併せて参照すること。 

 非機能要件 

 信頼性 

 公開するウェブサイトは、24 時間 365 日の稼動を前提とする。単一のサーバダウン等

のトラブルが発生した場合でも、本市が提供する仮想環境を基に公開しているウェブサーバ

のサービス停止が生じないようにシステムを構成すること。 

CMS に関しては、24 時間 365 日の稼動を基本とするが、計画的なシステム停止を許容す

る。計画的にシステムを停止する場合は所定の期間前に本市へ連絡の上、本市業務時間外に

メンテナンスをすることとし、計画停止時の連絡期限等は本市と協議の上で決定することを

想定している。 

ウェブサーバ及び CMS サーバで管理しているアプリケーション及びデータは、障害時の早

期回復のため、定期的にバックアップを行い、システムに障害が発生して業務が停止した場

合にも、データに矛盾を生じず一貫性を保った上で復旧できること。 

なお、サーバ OS の標準的再起動手順により、アプリケーション・ミドルウェアも正常に

再起動され、正常にサービスが再開される設計となっていること。同様に、万が一ハードウ

ェア障害や停電等によりシャットダウンされた際、次回電源投入により機能が復旧する設計

となっていること。処理中で未完了だったジョブは、再起動完了後に再実行されること。 

 効率性 

本市ウェブサイト及び CMS へのアクセス状況等に基づき、本市が想定するウェブサーバ及

びCMSサーバの要求性能を図表8に示す。本業務では、この要求性能を満たすことを念頭に、

システム環境の設計を行うこと。 
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図表 8 ウェブサーバ及び CMS サーバの要求性能 

サーバ 項目 要求する値 算出根拠 

ウェブ

サーバ 

同時接続数 4000 CDN導入以降の約2.5年間でのオリジン

サーバーへの同時接続ピーク値 2051 を

約 2倍したもの 

アクセス数 大： 

・300PV /秒 

・8,000PV /分 

・410,000PV /時 

CDN導入以降の約1年間でのオリジンサ

ーバーの HTML ページへのアクセス数ピ

ーク値、154/秒、3995/分、206874/時を

約 2倍したもの 

配信数 大： 

・2,800 ファイル /秒 

・53,000 ファイル /分 

・2,500,000 ファイル /時 

CDN導入以降の約1年間でのオリジンサ

ーバーへの素材を含む全ファイルへの

アクセス数ピーク値、1371/秒、26592/

分、1241151/時を約 2倍したもの 

ターンアラウ

ンドタイム 

平均：0.5 秒以内 

大：1.0 秒 

ネットワーク転送時間は含まない 

CMS サー

バ 

アクセス数 大： 

・100 アクセス /秒 

・1,000 アクセス /分 

・30,000 アクセス /時 

過去 10 日間における Web アプリケーシ

ョンへのアクセス数ピーク値、56/秒、

528/分、15476/時を約 2倍したもの（プ

レビュー機能へのアクセスを除く） 

ターンアラウ

ンドタイム 

平均：1.0 秒以内 

大：3.0 秒 

ネットワーク転送時間は含まない 

※ウェブサーバの要求値は、CDN 導入後 CDN からオリジンサーバーへのアクセス量のピーク

値を 2倍としたものである。既に CDN でオフロードされた値であるため、CDN によって減ら

すことはできない。  

 セキュリティ 

 情報セキュリティ規程類の遵守 

本業務では、個人情報保護法や著作権法等の関係法令を遵守するほか、本市が定めている

次に示す情報セキュリティに関わる規程を遵守すること。 

(ｱ) 横浜市情報セキュリティ管理規程 

(ｲ) 横浜市個人情報の保護に関する条例 

(ｳ) 横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則 

(ｴ) 横浜市情報セキュリティ管理要綱 

(ｵ) 情報セキュリティ対策共通実施手順 
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 セキュリティ脆弱性への対策 

IPA が公開する「安全なウェブサイトの作り方5」などを参考に、SQL インジェクション、

クロスサイトスクリプティング等の起こりうるセキュリティ面の脆弱性に対し、 新の対策

をした上で導入すること。その他、情報漏えいや改ざんへの対策が十分に講じられているこ

と。 

 ウィルス感染等の防止措置 

サーバ環境の OS やソフトウェア等については、常に 新バージョンを維持してウィルス

感染等を防止すること。また、定期的にウィルスチェックを行い、ウィルスを発見した場合

は、本市へ報告の上で速やかに駆除すること。 

 ウェブサイト全体の HTTPS 化 

ウェブサーバ上で公開するウェブサイトの全てのページを HTTPS 通信により暗号化

（SSL/TLS6暗号化）して配信できること。なお、SSL/TLS サーバ証明書のライセンス費用な

ど、SSL/TLS 暗号化にあたり発生する費用についても、本業務の見積もりに含めること。 

 統合認証基盤を用いた職員認証 

本市が運用する既存のアクティブディレクトリ兼 LDAP サーバの統合認証基盤で管理する

ID とパスワードを用いて職員認証を行うこと。なお、この統合認証基盤は、本市のインタ

ーネット接続可能な庁内ネットワークである「i-YCAN ネットワーク」上に設置している。 

 適切な権限管理による堅牢性確保 

操作者ごとに利用目的に応じた権限を管理できる仕組みを保有し、データ及びシステムへ

の不正なアクセスから保護できること。具体的には、操作者単位に認証 ID を付与でき、認

証 ID 単位に操作権限を設定できること。なお、権限管理を行える操作者は限定できること。 

 職員による操作履歴の記録と照会 

職員による操作内容などの作業履歴を自動的に記録し、管理者が容易に確認できる仕組み

を提供すること。 

                            
5 IPA安全なウェブサイトの作り方（http://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html） 

6 「SSL（Secure Sockets Layer）」及び「TLS（Transport Layer Security）」は、いずれも

インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みのこと。ウェブサイトから配信する

情報を暗号化して安全に通信を行うために定められた規格を指す。 
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 使用性 

新システムの画面は、遷移・展開、視認性、応答性などが配慮され、入力の容易さなどに

より作業を効率化し、コンピュータの専門知識がない職員でも操作マニュアルを見ながら容

易に利用できる操作性を備えたものであること。また、ボタンの配置・順序等が統一されて

いる等、アプリケーション全体での操作性がほぼ統一されていること。加えて、必要とする

範囲で画面レイアウトの変更に対応できることが望ましい。 

アクセシビリティについては、様々な閲覧環境やウェブサイト及び CMS の利用者の特性を

考慮し、誰でも確実に必要な情報に到達できるようにすること。特に外部に公開するウェブ

サイトに関しては、日本工業規格（JIS）で制定されたウェブコンテンツのアクセシビリテ

ィ規格「JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA」に準拠し、ウェブサイト閲覧者のアクセシビ

リティを高めるよう十分に配慮すること。 

利用者の操作の支援については、利用者が行う業務の処理全体を把握し、個々の処理画面

での作業をスムーズに行えるような仕組み（ナビゲーションやパンくずリスト）、また、利

用者の操作把握を促すとともに、利用者自身がシステム利用上の不明点を調べられるよう、

ガイダンス（業務処理の説明）やヘルプを表示する機能を設けることが望ましい。 

 保守性 

アクセシビリティ JIS 規格の改訂に伴う改修や定期的な標準機能の強化など、本市の要件

によらない対応については、できる限り本市が負担する対応費用を抑制できることが望まし

い。また、変更箇所が局所化されており、予め想定される変更内容である場合には、極力、

設定ファイルの変更程度で対応できること。 

 移植性 

導入するパッケージソフトウェア製品及び当該パッケージソフトウェアの稼働に必要な

OS やミドルウェアのバージョンアップ作業については、それらが後方互換を保証している

限り、原則として保守契約の範囲内で対応すること。 

本市では、原則として導入した機器や OS 等の更新を定期的に行っている。機器更新の際

に発生する作業量を極力抑えるために、本市ウェブサイト及び CMS の機能は特定の機器固有

の仕様や OS 等に極力依存しない設計にすること。 

将来の移植性に配慮し、導入するミドルウェアについては、多くの事業者が扱えるスタン

ダードなものを採用することが望ましい。特定の事業者にしか扱えないようなミドルウェア

を採用する場合には、予め本市の了解を得ること。 
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 他システム連携要件 

 オープンデータカタログサイトへの連携 

本市では、本業務とは別の事業として、業界標準のソフトウェアである「CKAN7」を用い

た「オープンデータカタログサイト(以下「データカタログサイト」という。)」を構築する

予定であり、図表 9の通り、CMS との連携を想定している。本業務では、このデータカタロ

グサイトに CMS 上のファイルを自動連携する機能を構築すること。 

具体的には、所管課が CMS にファイルを登録した際、ファイルのタイトルや作成者、URL、

ライセンス、カテゴリー（タグ）などのメタデータとともに、所管課が掲載を希望するファ

イルをデータカタログサイトへ自動的に連携する機能を構築すること。 

図表 9 データカタログサイトへの連携イメージ 

 

 職員認証システムからの職員情報の取込 

CMS での権限管理やワークフロー管理、操作履歴の記録等に用いるため、既存の職員認証

システムから、連携処理を仲介する連携システムを介して送信された職員情報を「日次」で

取り込み、職員の氏名、所属、役職等を自動で更新する機能を構築すること。 

連携対象となる職員情報の種類は、図表 10 に示す通り。いずれもファイル形式は「CSV」

で、文字コードは「Shift-JIS」である。 

                            
7 英国の NPO 「Open Knowledge Foundation」が開発・サポートするオープンソースのデータ

カタログサイトの構築ソフトウェアで、「Comprehensive Knowledge Archive Network」の略。 

データカタログサイト
（CKAN）

ウェブ
サイト

所管課

データカタログ
サイト担当課

データカタログ
サイト利⽤者

検索

ダウンロード

所管課が
作成したファイル

（CSV、Excel、PDFなど）

掲載

連携

ウェブサイト再構築プロジェクトの対応範囲

データカタログサイトの対応範囲

 ウェブサイトへの掲載と同時に、所管課が掲載対象と
して指定したファイルをデータカタログサイトへ連携する

 連携時は、権利情報やタグ、データセットなどのメタデー
タを付与した状態で連携する

 ⼆重管理を避けるため、データカタログサイトにファイル
登録せず、リンク先URLのみ登録する⽅法も想定するアップロード

タグ、データセットを管理

CMS

 所管課が掲載を希望したファイルのみデータカタログ
サイトへ掲載される仕組みのため、掲載データの拡
充が必要な場合は、所管課への啓蒙活動が必要

コンテンツデータ

⼀部のコンテンツデータ

 ⼀部のデータベース化する情報については、政
策課でもデータ抽出が可能（例えば、施設情
報やイベント情報など。対象データは検討中）

 データベース化する情報を増やすには、どの情
報を対象にするかを政策課内で検討の上、広
報課と共に対応を進める必要がある

メタデータ

⾃動の流れ
⼿動の流れ

※データカタログサイト
への掲載要否を選択

メタデータ
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図表 10 連携対象となる職員情報の種類 

ファイル名 概要 項目例 

所属 本市の組織を表す情報。区局、部、課、係までの情報が

記載されている。 

組織コード、組織名称、組織

設置日、組織廃止日、など 

職員情報 職員番号や氏名など、本市に所属する職員の基本情報を

表す情報。 

職員番号、氏名、メールアド

レス、採用日、退職日、など 

所属歴 職員の所属組織を表す情報。所属期間や兼務に伴い一人

の職員に複数の所属組織が記載されていることもある。 

職員番号、組織コード、所属

期間、兼務区分、など 

 

 将来的な他システムとのデータ連携対応 

 他システムからのデータ一括取り込み 

本市では将来的に、横浜カレンダーやよくある質問集、入札のとびらなど、他のシステム

で管理する情報を CMS のコンテンツとして自動的に取り込み、さほど多くの手間をかけずに

新ウェブサイト上で公開できるようにしたいと考えている。 

導入する CMS では、他システムで管理する情報を自動反映するための API8を順次拡充で

きる拡張性を備えていること。例えば、連携対象となる情報の項目や形式を CMS に設定する

だけで自動反映が可能になるなど、多くの改修コストをかけずに拡張できることが望ましい。 

 機械判読しやすい形式でのデータ出力 

本市では、ウェブサイト上の様々な情報をオープンデータ化し、二次利用を促進する取り

組みを進めている。また、閲覧者のニーズに応じて、イベント案内やよくある質問といった

情報を他のウェブサイト内でも横断的に検索できるサービスも順次拡充したいと考えてい

る。 

このため、ウェブサイト上の情報を他のウェブサイトや様々なアプリケーションで容易に

二次利用できるようにするため、導入する CMS では、一部の情報について、コンテンツのタ

イトルや概要、記載内容等を機械判読しやすい標準的なデータ形式で出力できる LOD

（Linked Open Data）9化対応を行う。ただし、現行ウェブサイトの該当データを標準のデ

ータ項目仕様に合わせて整備する作業は、本市が主体となって行う想定である。LOD 化の対

                            
8 「API（Application Programming Interface）」とは、あるアプリケーションが備える機能

や管理するデータなどを、外部のアプリケーションから利用するための呼び出し口のこと。 

9 「リンクドオープンデータ（Linked Open Data）」とは、ウェブ上のデータを機械にも処理

できる形式で公開・共有するための技術の総称。様々なデータ同士を結び付け、誰でも自由に

利用できるように公開することを原則としているため、このような名称が付けられている。 
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象は現時点で以下を想定しているが、実装の範囲および詳細については委託者との協議の上

決定するものとする。 

(ア) 統計情報 

(イ) 刊行物情報 

(ウ) CMS に掲載されるファイル（PDF、ワード、エクセル、パワーポイント等） 

(エ) Q&A 

(オ) ニュースリリース 

(カ) 推奨データセット 

① AED 設置場所 

② 介護サービス施設 

③ 医療機関 

④ 文化財 

⑤ 観光施設 

⑥ イベント 

⑦ 公衆無線 LAN アクセスポイント 

⑧ 公衆トイレ 

⑨ 消防水利施設 

⑩ 指定緊急避難場所 

⑪ 給水施設 

⑫ 防災倉庫 

⑬ 駅・停留所 

⑭ 地域・性別・年齢別人口 

⑮ 公共施設 

⑯ 子育て施設 

⑰ オープンデータ一覧 

 ウェブサイト移転対応 

 実現イメージの概要 

本市では、新ウェブサイトへの切り替えに伴う閲覧者の混乱をできる限りなくすために、

「新 URL への移転案内」と「旧ウェブサイトの時限公開」という二つの対策を想定している。

本市が想定する実現イメージの概要は図表 11 の通りであり、本業務においてこれらの対応

を行うものとする。 
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図表 11 サイト移転に伴う対応イメージ 

 

 新 URL への移転案内 

新ウェブサイトでは、区局毎に構成していたサイト構造を閲覧者視点の構造に見直すため、

大半の URL が変更される見込みである。旧 URL にアクセスした閲覧者がスムーズに新ウェブ

サイトの情報へ辿り着けるように、移転先の新 URL に誘導する仕組みを構築すること。 

ただし、サイト構造の見直しに伴い、ページの作成単位が変わるものが多々生じるため、

トップページなど特定の箇所に誘導することを基本とし、記者発表情報など他の広報媒体等

に URL を掲載している一部の情報に限り、厳密に移転先のページを案内するように配慮する。 

 旧ウェブサイトの時限公開 

本市のウェブサイトは閲覧者数が非常に多く、一斉に新ウェブサイトへ切り替わることで

旧ウェブサイトの構造に慣れ親しんでいた閲覧者が一時的に混乱する可能性があるため、新

ウェブサイトの公開後も旧ウェブサイトのページを一定期間公開する想定とする。ただし、

旧ウェブサイトの情報を更新することはできず、移行時点の情報を掲載するのみとする。 

具体的には、旧ウェブサイトの全ページを「http://www.old.city.yokohama.lg.jp/」（仮）

などの別ドメイン配下に移植し、旧ウェブサイトを閲覧した際に、 上部に旧ウェブサイト

の情報であること、一定期間のみ公開していることが分かる案内文を挿入すること。 

現⾏ウェブサイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/
http://www.old.city.yokohama.lg.jp/

メニュー メニュー

新ウェブサイト

現⾏ウェブサイトの全ページ
URL（リンクも含め）を旧
ウェブサイト⽤ドメインへ変更

（ドメイン名は仮）

旧ページには、⼀時的な
公開である旨を表⽰する

閲覧者旧ウェブサイトのURLへ直接アクセスした場合、
移転案内ページへリダイレクトする

①基本は、トップペー
ジへのリンクを案内

②記者発表情報など、外部に公表
済みのURLは、該当する新ページの
URLを案内（対象とするURLは所
管課からの申請に基づき決定する）

③旧ウェブサイトのURLに該
当するページへのリンクを案内

http://www.city.yokohama.lg.jp/
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なお、前述した「新 URL への移転案内」には、旧ウェブサイトの該当ページの URL を併記

し、新ウェブサイトで情報が見つからない場合に閲覧者が旧ウェブサイトから情報を得られ

るように配慮すること。 

 委託業務要件 

 前提事項 

 パッケージソフトウェアの利用 

豊富な機能を持つ CMS ソフトウェア製品が数多く普及していることに鑑み、本業務では、

開発効率や保守性の向上を図るため、ウェブサイトを管理するための基本的な機能を備えた

既成の CMS ソフトウェア製品（以下「CMS パッケージ」という）を用いて開発すること。 

 オープンデータ化の取り組み 

近年は、地方公共団体が保有するデータの二次利用を促進するため、政府が主導する形で

リンクドオープンデータの技術を用いた様々なデータ標準化の取り組みが進められている。

具体的には、平成 29 年 10 月現在、主に図表 12 に示すような標準仕様が開示されている。 

本業務では、二次利用が見込まれる情報を中心に、政府が定める標準仕様に沿った情報の

テンプレートを構築すること。標準的なテンプレートを予め用意することで、区局の職員が

ウェブサイトの情報を効率よくオープンデータ化するための基盤を整えたいと考えている。 

検討対象としては、統計情報や施設情報、イベント案内などのほか、政府が定める「推奨

データセット」に示された二次利用のニーズが高い情報を主に想定しているが、どこまでの

情報を対象にテンプレートを構築するかは、本市と協議の上で決定すること。 

図表 12 データ標準化に向けた政府の取り組み 

取り組み 参考成果物 活用方法 参考 URL 

データ流通

環境整備検

討会 

推奨データセ

ットデータ項

目定義書 

公開することが望ましいとされるデータセッ

トが 14 種定義されているため、テンプレート

設計を行う際は、ウェブサイトの要件に加え、

本書で定義された標準的な項目も参考に検討

すること。 

http://www.kantei.go.j

p/jp/singi/it2/senmon_

bunka/data_ryutsuseibi

/jititai_swg_dai3/giji

sidai.html 

共通語彙基

盤の整備事

業 

共通語彙基盤

語彙一覧 

さまざまな分野で利用される語彙の表記や意

味、項目等が一覧で定義されているため、組織

や施設、イベントなどテンプレート化を予定し

ている情報の項目を設計する際は、本書で定義

された標準的な項目も参考に検討すること。 

https://imi.go.jp/goi/ 
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取り組み 参考成果物 活用方法 参考 URL 

地方の官民

データ活用

推進計画に

関する委員

会 

委員会の各種

検討資料 

ユニバーサルメニューによる網羅性・検索性の

高い情報構造、データの二次利用を見越した行

政 ID の付与などが推奨されている。本市ウェ

ブサイトのあるべき情報構造を優先しながら

も、極力、標準的な構造とすることが望ましい。 

http://www.kantei.go.j

p/jp/singi/it2/tihou/i

ndex.html 

 AIST 包括フレームワークの適用 

本業務では、システム構築の作業プロセス、プロジェクト管理手法、成果物の確認方法に

関して「AIST 包括フレームワーク」を適用し、発注者である本市の視点に立ってプロジェ

クトを適切に運営できるように配慮すること。 

ただし、既成の CMS パッケージを利用する本業務で全ての基準を適用する必要は無く、ウ

ェブサイト特有の進め方や受託者が提案する CMS パッケージの特性に応じて、適用範囲及び

適用方法を調整して構わない。 

本業務の適用対象となる AIST 包括フレームワークの関連資料、及び本業務における適用

範囲の詳細については、別紙１「AIST 包括フレームワーク資料」を参照すること。 

 プロセス定義の適用指針 

本業務の進め方に関して本市が重視する部分を次に示すので、これらを考慮の上、ウェブ

サイト特有の進め方や導入する CMS パッケージの特性に合わせた 適なプロセスにテーラ

リングし、プロジェクト計画時に本市の承認を得ること。 

 利用者視点による振る舞いの分析 

AIST 包括フレームワークでは、要件分析や基本設計の工程において、システムを利用す

る側の視点からシステムの振る舞いを定義する考え方を採用している。本業務でもこの考

え方に準じ、実際の利用シーンに着目しながら要件分析や振る舞いの設計を進めること。 

ただし、本業務では特定の業務を支援するシステムとは異なり、ウェブサイトを利用す

る閲覧者や CMS を利用する職員が無数に存在することから、AIST 包括フレームワークには

準ずるが、厳密な業務フローやユースケースの作成までは求めない。 

 システム全体のアーキテクチャ統一 

AIST 包括フレームワークでは、基本設計の段階でシステム全体を見通した標準的な実現

方式（以下「アーキテクチャ」という）を定義することにより、後続の工程で実現方式が

バラバラになることを防ぎ、導入するシステムの品質を一定に保つことを求めている。 

本業務でも、非機能要件を満たすシステム全体の構成や他システムとの接続方式、開発

効率や保守性に配慮した CMS パッケージのカスタマイズ方針など、システム全体として統

一の取れた実現方式を基本設計の段階で明確にすること。 
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 ユーザ機能駆動開発（FDD）の適用 

AIST 包括フレームワークでは、ユーザ機能駆動開発（Feature Driven Development, FDD）

と呼ばれる繰返し型の開発手法を推奨している。これは、システムを利用する本市にとっ

て意味のある単位に機能を分割し、少しずつ設計・実装とテストを繰り返しながら構築を

進める手法である。 

本業務でもこの開発手法を適用し、本市が段階的に設計・開発やデータ移行の進捗状況

や品質を確認できるようにすること。機能の分割単位には、閲覧者向けと職員向けの機能

で分ける方法、暮らしの手続き等のメニューごとに分ける方法、所管区局で分ける方法な

ど様々な方法があり得るため、進捗状況や品質の確認に適する開発単位とする。 

 ガイドラインの適用指針 

本業務では、本市と受託者の間で取り決めるプロジェクト管理の基準を示した「開発管理

ガイド」と、本市が受託者の成果物を段階的に検査するための基準を示した「インスペクシ

ョン実施ガイド」を適用し、本市がプロジェクトの状況を適切に把握できるようにすること。 

本業務では、既成の CMS パッケージを用いて開発を行うため、CMS パッケージの標準機能

については、既設のマニュアル確認のみとして AIST 包括フレームワークに準じた設計書の

提示は省略するなど、パッケージソフトウェアの利点を生かした効率化をして構わない。 

なお、受託者側で CMS パッケージの特性に合わせたプロジェクト管理手法や管理様式等を

確立している場合には、受託者独自の工夫を加えることは構わない。具体的なプロジェクト

管理手法や管理様式等は、プロジェクト計画時に本市の承認を得ること。 

 運用保守業務の取り扱い 

平成 31 年度以降の運用保守作業については、本業務の範囲には含めず、別途調達する。

ただし、本市ウェブサイト及び CMS の稼働から本業務の委託期間終了日（平成 31 年３月 31

日）までに必要な運用保守作業は、本業務の中で実施すること。 

 要件分析 

本業務説明資料で示した要件に基づき、本市ウェブサイト及び CMS で実現すべきことを分

析し、「要件定義書」としてまとめること。具体的には、次に示す作業を基本とし、その他

受託者が後続工程に向けて必要と考える作業があれば、本市と内容を協議の上で実施するこ

と。 

 要件の理解と詳細化 

本業務説明資料で示した要件を確認し、本市へのヒアリング等によって理解を深めた上で、

本市ウェブサイトを再構築するにあたって予め明確にしておくべき事項を洗い出すこと。な

お、本業務説明資料の記載に不足や疑義がある場合には、本市へ追加資料の提供やヒアリン

グの実施を要求し、不明点の解消を図ること。 
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 実現イメージの明確化 

受託者が提案する CMS パッケージを用いて、本市ウェブサイト及び CMS の要件をどのように実現す

るか明確にし、実現イメージ案として提示すること。検討を深める過程で、提案時点の想定よりも効

果的な代替案が見つかった場合は、本市と協議の上で対応を決定すること。 

また、CMS パッケージの特長を生かしたより良い代替案の提案等を通じて、本市独自のカスタマイ

ズをできる限り抑えることで、稼働後の保守費用及び改修費用の増加やソフトウェア品質の低下を極

力発生させないように配慮すること。 

 作成資料に関しては、ウェブやコンピュータの専門用語を極力使わず、職員の視点に立った表現

を用いるなど、技術的な専門知識を持たない職員にも理解しやすい表現を心がけること。本市では提

示された実現イメージ案を確認し、必要な要件が満たされることを確認する。 

 基本設計 

要件分析結果に基づき、本市ウェブサイト及び CMS の振る舞いや構成を利用する側の視点

で設計し、「基本設計書」としてまとめること。具体的には、下記の作業を基本とし、その

他受託者が後続工程に向けて必要と考える作業があれば、本市と内容を協議の上で実施する

こと。 

 ウェブサイトの設計 

 サイト構造の設計 

本業務説明資料の『第２  再構築基本方針』に示した本市ウェブサイトの再構築方針を勘

案し、閲覧者にとっての使いやすさを優先しながらも、本市の取り組みや魅力を適切に発信

できることにも配慮したサイト構造を設計すること。 

本市では、別紙４「新ウェブサイトサイトマップ原案」に示す通り、庁内ワーキンググル

ープを通じて第３階層目までの情報分類を表したサイト構造の原案を検討している。本市で

は、本業務の実施にあたってこのサイトマップ原案を精査し、移行元となる現行ウェブサイ

トとの対応関係を整理する予定である。受託者は、本市が提示するサイトマップと本業務で

の要件分析結果を踏まえ、サイト構造の設計にあたること。 

 デザインの見直し 

本市では、別紙５「新ウェブサイトデザイン原案」の「デザインファイル」に示す通り、

新ウェブサイトの画面レイアウトや見栄え等を定めたデザインの原案を作成済みである。受

託者は、要件分析の結果やサイト構造の設計結果に基づき、このデザイン原案の見直しを行

うこと。 

デザインの考え方を大幅に見直すことは想定していないため、サイト構造の設計結果反映、

画面レイアウトの修正や記載項目の見直し、アイコン画像の追加・修正など、必要な範囲で

当時のデザイン結果を修正する作業を中心に行うこと。 
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現時点で判明している主な見直し事項は、図表 13 の通り。この他、要件分析やサイト構

造設計の結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。なお、構築するウェブサイトの機

能面に関する要件については、別紙６「システム機能要件一覧」に記載した要件を前提とす

ること。 

図表 13 現時点の主なレイアウト見直し事項 

分類 レイアウト名 主な見直し事項 

横浜市

サイト 

トップ系 トップページ

全般 

修正 サイト構造の設計結果に基づいて、グローバルメニ

ューやショートカットの記載を見直しする。見直し

た上で、必要に応じて画面レイアウトを微調整する。 

トップ系 区トップペー

ジ 

修正 区サイトは、デザイン原案だと市トップページと同

じグローバルメニューを表示しているが、18 区で統

一した区トップページ用のメニューに差替え予定。 

メニュー

ページ 

第三階層メニ

ュー 

削除

修正 

第三階層メニューページに用意されている「第四階

層メニューの絞り込み機能」は、検討の結果として

不要となったため、削除する。 

検索ペー

ジ 

検索ページ全

般 

削除 平成 31 年 3月時点では、当該ページに示されている

ようなコンテンツの検索サービスは提供しない予定

であり、デザインとして不要なため、削除する。 

多言語ペ

ージ 

多言語ページ

全般 

修正 別紙２「新ウェブサイトのあるべき姿」の「多言語

発信に関する検討資料」の検討結果に基づき、画面

レイアウトを見直しする。 

緊急情報 緊急情報全般 修正 別紙２「新ウェブサイトのあるべき姿」の「災害情

報発信に関する検討資料」の検討結果に基づき、画

面レイアウトを見直しする。 

問い合わ

せ 

問い合わせ 

ページ全般 

削除 検討の結果、問い合わせフォームの入力機能は不要

となったため、削除する。 

 

市会サイト 議員名簿、議員

プロフィール

ページ 

修正 検索機能は提供せず、現行ウェブサイトの見せ方に

沿って見直す。具体的には現状のように選挙区別や

会派別にプロフィール付きで議員一覧を表示する。 

議案検索、議案

詳細ページ 

修正 検索機能は提供せず、現行ウェブサイトの見せ方に

沿って見直す。具体的には現状のように、年度ごと

に一覧表示するなどの形式を想定している。 

市営交通サイト 市営交通ペー

ジ全般 

修正 市営交通サイトの画面レイアウトは、本市が交通局

と協議しながら継続して見直す予定のため、修正が

発生する可能性が高い。 

また、トップページやメニューページ、代表的なコンテンツページなど、基本的な画面レ

イアウトは作成済だが、今後の所管課との協議に伴い、一部追加が生じる可能性がある。デ
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ザインの統一を優先して極力追加は減らす方針だが、追加が必要となった際は、本市が検討

するイメージをもとに、デザイン原案の部品を流用しながら画面レイアウトを作成すること。 

 テンプレートの設計 

要件分析の結果やデザインの見直し結果に基づき、本市職員がコンテンツの作成、編集等

を効率よく行うためのテンプレートを設計すること。 

制度や手続き、イベント、施設案内などのコンテンツの種類に応じて適切なテンプレート

を定義し、入力項目を極力統一すること。また、問い合わせ先の組織や応対窓口など、様々

なページに掲載する情報を共通的に管理できる仕組みを検討すること。 

本市では、設計を依頼するにあたり、テンプレート化を望むコンテンツの種類を予め検討

し、どの程度まで項目の統一を図るか受託者に提示する予定である。受託者は、本市が提示

する要件をもとに具体的な項目や様式の設計を行うこと。 

 CMS の外部設計 

要件分析やウェブサイトの設計結果に基づき、CMS に求める振る舞い、コンテンツのディ

レクトリ構成、データベースの管理項目、外部システムとの連携仕様、操作権限やワークフ

ローの仕様など、CMS が備えるべき機能の外部仕様を設計すること。 

外部設計を通じて、本市と受託者の間でシステムの完成イメージを確実に共有するため、

プロトタイプとして実際に動作するシステム環境を用いるなど、具体的な UI や機能の振る

舞い等を本市職員が確認できる対応を行うこと。 

なお、大幅な機能改修が生じる等の理由により、基本設計の段階で実際のシステム画面を

用意することが困難な場合には、Microsoft Office 等で作成した画面イメージを提示する

など、プロトタイプ環境での確認方法とできる限り遜色がない代替手段を講じること。 

 CMS のアーキテクチャ設計 

ウェブサイトや CMS の外部設計結果を踏まえ、非機能要件を満たすシステム全体の構成や

他システムとの接続方式、ウェブサーバへのコンテンツ配信の頻度や方式、CMS パッケージ

のカスタマイズ方針など、システム全体として統一すべき実現方式を設計すること。 

 詳細設計、実装、テスト 

要件分析及び基本設計の結果に基づき、本市ウェブサイト及び CMS の詳細設計及び実装を

行い、図表 14 に示す単体テスト、結合テスト、システムテスト、非機能要件テストを通して、

構築したシステムが想定通りに動作することを検証すること。 

各種テストの実施にあたり、予めテスト実施体制や作業項目、スケジュール、テスト環境、

テスト方法、テストデータ等の検討をした上で、工程別に必要なテストの計画書及び仕様書

等を作成し、当該成果物に基づいて各種テストを実施すること。 

外部システムとの連携を伴うテスト計画については、受託者及び本市が別途指示する外部

システムの運用者と協議の上、立案すること。 
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ウェブサイト及び CMS が正しく動作することを本市に報告するため、テスト計画書で定義

した各種テストの実施結果を「テスト結果報告書」としてまとめ、本市へ提示すること。本

市は、テスト結果報告書の内容を確認し、テスト結果に問題があれば受託者へ是正を求める。 

図表 14 テストの種類 

テスト名 作業概要 実施環境 

単体テスト ソフトウェアを構成する 小の単位で実施す

るテスト。一つ一つのプログラムが単体で正常

に動作することを確認する。受託者の開発環境

上で実施する。 

・開発環境（受託者） 

結合テスト 複数のプログラムを連動させて振る舞いを確

認するテスト。利用者にとって価値あるひとま

とまりの機能が正常に動作することを確認す

る。受託者の開発環境上で実施する。 

・開発環境（受託者） 

システムテスト システム全体が要件通り動作することを確認

するテスト。構築した機能や他システム連携の

振る舞いを確認するほか、業務の流れに沿った

確認も行う。受託者の開発環境で品質を担保し

た後、本市のテスト環境で実施する。 

・開発環境（受託者） 

・テスト環境（本市） 

非機能要件テスト システム全体が非機能要件を満たすことを確

認するテスト。負荷を掛けた状態での性能測

定、障害からの速やかな復旧など。本番環境と

テスト環境で環境構成が異なる場合、テスト内

容に応じていずれかの環境で実施する。 

・テスト環境（本市） 

・本番環境（本市） 

 環境設計、設定 

『第３の２ システム環境条件』及び『第３の４ 非機能要件』に基づき、本市ウェブサイ

ト及び CMS の稼働に必要なシステム環境（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、端

末等）を設計し、「システム環境設計書」としてまとめること。設計にあたっては、仮想環

境上に各種サーバを構築する前提とすること。 

なお、本市ウェブサイト及び CMS の稼働に必要な機器及び仮想環境の構築作業並びに OS

の払い出しは、受託者が作成したシステム環境設計書をもとに本市が仮想環境の構築事業者

へ委託する予定である。受託者は、本市が仮想環境の構築事業者へシステム環境の仕様を提

示するにあたり、技術的な問い合わせへの回答や仕様調整に伴う資料作成の支援を行うこと。 

受託者は、本市が提供する仮想環境を用いて、本市ウェブサイト及び CMS サーバの稼働に

必要な OS やミドルウェア、CMS パッケージ等の導入及び設定作業を本業務の中で行うこと。

具体的な導入及び設定手順は、『第４の６ 運用設計』で示す「システム運用手順書」に記載

すること。 



 

 

 

 

26 

 

 運用設計 

システム稼働監視やバックアップ、セキュリティ対応など、本市ウェブサイト及び CMS を

安定して運用するために必要な作業項目を検討し、想定すべき運用保守体制や運用保守作業

などを「システム運用設計書」としてまとめること。 

なお、本市及び現行事業者が行っているシステム運用保守作業は、図表 15 に示すとおりで

ある。運用設計では、この現状のシステム運用保守作業の範囲を踏まえて、本市と協議の上

で安定運用に必要な作業項目を検討すること。 

また、システム監視作業を庁内で行うことは必須としない。受託者の事業所等からリモー

トで監視する方法も許容する想定のため、本市と協議の上で対応を決定すること。ただし、

製品トラブルなどで重大な問題が生じた場合はその限りでなく、原則として現地対応を行うこと。 

実際に行われる運用保守作業の手順や運用保守作業に用いるツール類の操作方法等を記し

た「システム運用手順書」を整備することで、稼働後に運用を担当する要員に変更が生じた

としても、確実に運用保守作業を引き継げるように配慮すること。 

図表 15 現状のシステム運用保守作業 

作業項目 対象 頻度 現状の作業内容 

システ

ム監視 

稼働監視 ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

リアル

タイム 

統合運用管理ソフトウェア「WebSAM」を使用し、プロセ

ス監視、性能監視（CPU/メモリ使用率など）、ログ監視

などをリアルタイムで行い、異常時は管理者へメールで

通知する。 

負荷監視 ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

リアル

タイム 

サーバ上に導入したスクリプトにより、ウェブサーバ及

び CMS サーバの負荷状況をリアルタイムで監視する。具

体的な監視対象は、次のとおり。 

①更新キュー監視（毎分）※CMS サーバ 

CMS の配信待ちコンテンツ数を取得し、一定値を上回る

状態が続いている場合（配信遅延が生じている場合）に

SNMP 発報する。 

②負荷監視（毎分）※ウェブサーバ、CMS サーバ 

システム全体の負荷状況を表す指標（ロードアベレージ）

を取得し、一定値を上回った場合に SNMP 発報する。 

③同時接続数監視（5分毎）※ウェブサーバ 

HTTP 接続数を取得して記録する。特に発報等は行わず、

インシデント発生時の調査に利用する。 

職員情報

連携監視 

CMSサーバ 日次 日次で実行されている職員情報連携プログラムの実行状

況を監視し、実行エラー等の問題を検知した場合はメー

ルで通知する。 

日次監視

レポート 

ウェブサ

ーバ、CMS

日次 メモリ使用率、ディスク使用率、 新のメッセージログ、

などの状況を自動集計し、異常の有無に関わらず、日次
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作業項目 対象 頻度 現状の作業内容 

サーバ のレポートとしてメールで通知する。 

バックアップ ウェブサ

ーバ 

日次 バックアップソフトである「Acronis」を使用し、土曜日

に完全バックアップ、月～木まで増分バックアップを取

得する。 

CMSサーバ 日次 バックアップソフトである「Acronis」を使用し、土曜日

に完全バックアップ、火～木まで増分バックアップを取

得する。 

セキュ

リティ

対応 

セキュリ

ティパッ

チ適用 

ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

月次又

は随時 

Linux のセキュリティ更新プログラムを毎月適用する。

その他、緊急で対応する必要がある脆弱性がある場合は

随時適用する。 

ウィルス

チェック 

ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

随時 定期的に Symantec 社のウィルス対策ソフトを用いて

新のウィルスパターンファイルを用いてウィルスチェッ

クを実施する。 

その他

運用 

CMS 管理

外ファイ

ルのアッ

プロード 

ウェブサ

ーバ 

随時 別システムで機械的に生成されたページ、更新量が数千

ページ以上に及ぶもの、掲載予定日時の誤差が許されな

いページなど、現行 CMS で対応していない又は CMS での

管理が適さないサイトは管理者が手動で更新する。 

・横浜市例規集 

・ハザードマップ等の ZOOMA を利用したサイト 

・職員採用試験合格発表 (所管課が直接 FTP で更新) 

・子ども・子育て支援システム用更新ファイル 

事業者用

ユーザ作

成 

CMSサーバ 随時 職員連携プログラムで連携されない一時的な事業者用ユ

ーザを作成する。 

研修環境

の 新化

処理 

CMSサーバ 随時 CMS の操作研修に使用する CMS 研修環境に対して、CMS 本

番環境のデータ等を同期するための処理を行う。 

配信サー

バ振分先

変更 

CDN 及び

DNS 

メンテ

ナンス

時 

複数の公開サーバのうち、停止する側のサーバにユーザ

のアクセス要求が行かないように設定を変更する。また、

メンテナンス中に配信失敗したコンテンツを復帰後に再

配信する。 

システ

ム保守 

定常保守 ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

随時 システムの安定運用を維持するため、仮想環境上に導入

した OS 及びソフトウェアに関して定期的な保守を行う。

また、導入した OS やソフトウェアに対しては、パッチの

適用やバージョンアップ等を実施する。 

障害対応 ウェブサ

ーバ、CMS

随時 ウェブサーバ及び CMS サーバに障害が発生した場合は、

障害原因を調査の上で速やかに復旧作業を行い、再発方
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作業項目 対象 頻度 現状の作業内容 

サーバ 施策を含めて本市へ報告する。また、CMS パッケージや

各種ミドルウェアに不具合が発見された場合には、本市

へ速やかに報告の上、修正作業を行う。 

バージョ

ンアップ

対応 

ウェブサ

ーバ、CMS

サーバ 

随時 CMS パッケージ本体に機能強化版、正式バージョンアッ

プ版等がリリースされた場合には、本市へ速やかに報

告・提供する。また、クライアント端末の OS やブラウザ

の 新版がリリースされた場合には、本市と協議の上で

動作検証を行う。また、システム側の修正が必要な場合

は適宜対応版を作成し、導入作業を行う。 

運用サ

ポート 

問い合わ

せ対応 

- 随時 システムの利用にあたって生じる様々な疑問やトラブル

等への問合せ対応を保守事業者へ委託している。各所管

課の質問は市側で取りまとめ、主な連絡手段として電子

メールを用いているが、内容の程度に応じて電話対応を

求めている。なお、電子メール、電話ともに原則、平日

2 営業日以内に一次回答を行うこととしている。 

その他運

用サポー

ト 

- 随時 障害対応以外に、CMS パッケージ本体の 新版アップグ

レードや、通常 3 月 31 日に行われる組織改編時のペー

ジ一括変更等、委託者が要請した場合、保守事業者は、

年間 大 2 回まで技術者を派遣し、設定作業や動作検証

などの運用支援を行うこととしている。 

 

稼働後の運用保守作業には、CMS サーバ及びウェブサーバ本体の維持管理の他に、ウェブサイ

トを円滑に運営するために必要な支援も含める想定である。具体的には、図表 16 のとおりであ

るため、これらの項目を踏まえ、運用設計時に本市と協議して必要な作業項目を検討すること。 

図表 16 想定するウェブサイト運用支援作業 

作業項目 想定する委託作業 

アクセシビリ

ティ改善支援 

• 本市では、総務省が定める「みんなの公共サイト運用ガイドライン」等に基づき、

新ウェブサイトの公開後もガイドラインの更新や職員研修の実施、年 1回のアク

セシビリティ適合試験等を通じて、ウェブサイトのアクセシビリティを維持する

べく取り組む想定である。 

• そのため、本市の要望を踏まえ、ガイドラインの更新や研修資料の拡充を行うほ

か、年に１回行う「JIS X 8341-3:2016」に基づくアクセシビリティ適合試験の実

施を支援する作業を委託したいと考えている。 

ウェブサイト

改善支援 

• 本市では、導入する CMS の機能（アンケート集計や検索キーワードランキング集

計など）や本市が別途調達するアクセス解析ツール等を用いて、本市ウェブサイ

トの閲覧者の動向や潜在的なニーズを分析し、ウェブサイトの改善につなげる考

えである。 
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作業項目 想定する委託作業 

• そのため、CMS の機能やアクセス解析ツールを活用し、ウェブサイト利用状況の

傾向を本市にレポートする作業を委託したいと考えている。例えば、閲覧者がウ

ェブサイトへ流入する経路の傾向、各ページの利用頻度の動向、検索キーワード

のランキングや年間トレンドの分析などを想定している。 

 データ移行 

現行ウェブサイトのコンテンツを新 CMS 環境に移行するため、別紙７「データ移行方針及

び移行規模」に示した要件に基づき、データ移行に関わる作業を行うこと。具体的には、次

に示す作業を基本とし、その他受託者が確実な移行に必要と考える作業があれば、本市と内

容を協議の上で実施すること。 

 移行の前提条件 

 移行対象のコンテンツ 

『第２の１ 再構築の対象範囲』に示すウェブサイトのうち、図表 17 に示す通り、本市が

「移行不要」と判断したページ、及び本市が「申し送り候補」として想定しているページは、

所管課との調整で多少の見直しは生じうるが、原則として本業務での移行対象から除外する。 

なお、移行対象のページ内に直接記載しているテキストやリンク等の情報に加え、画像や

PDF、EXCEL などの形式で作成された各ページの添付ファイルについても、原則としてすべ

て移行対象に含める。 

図表 17 移行対象から除くページの条件 

分類 移行方針 選定基準 

移行不要

ページ 

公開の必要性がない不要と思わ

れるページ。所管課から合理的な

移行要望があった場合を除き、原

則として移行しない。 

• 情報の記載がない空白のページ 

• 別ページに遷移するリダイレクト用ページ 

• トップページから辿れない浮遊ページなど 

申し送り

候補ペー

ジ 

平成 31 年 3月時点の移行を申し

送る候補ページ。対象となるペー

ジの選定後、所管課の判断で所管

課自ら移行する可能性もある。 

• イベントの開催案内や入札の公示など、情報の

有効性に期限があるページ（フロー情報） 

• メルマガや広報紙、観測情報など、定期的に蓄

積され、時間とともに価値が薄れるページなど 

 既存コンテンツの移行量 

本市が想定する既存コンテンツの移行量は、次の通りである。詳細な内訳については、別

紙７「データ移行方針及び移行規模」を参照すること。本市では、当該資料に示す移行量を

母数として、移行対象ページや移行方法の詳細を所管課と調整の上で精査する予定である。 
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 ウェブページ全体 

現行 CMS で管理する約 17 万ページの内、移行不要や申し送り候補のページを除く本業務

での移行対象は、平成 29 年９月の調査時点で「約 73,000 ページ」である。ページによっ

て移行の難易度には違いがあるため、下記に難易度別のページ数と移行方法の想定を示す。 

なお、難易度別の移行作業の進め方や本市と受託者の役割分担に関する詳細については、

「別紙７「データ移行方針及び移行規模」の「現行サイト移行方針説明資料」に記載して

いるため、併せて参照すること。 

a 難易度「高」：約 34,000 ページ 

制度・手続きやナレッジなど、ページごとに掲載内容のバリエーションが多岐に

渡り、掲載する項目を簡単にはそろえられないもの。 

受託者側で判断ができない箇所が多く生じる見込みのため、受託者側で機械的に

変換できる範囲まで移行し、個別判断が必要なページは市側で修正する想定である。 

b 難易度「中」：約 12,000 ページ 

施設・場所や会議録、ブログ記事など、現状は厳密に定型化されてはいないが、

比較的掲載する項目をそろえやすいもの。 

本市と協議の上で、受託者側で予めページの種類に応じたテンプレートを設計し、

現行ページの内容をいずれかのテンプレートに当てはめて移行する。 

c 難易度「低」：約 27,000 ページ 

記者発表や FAQ、用語集など、現行ウェブサイトでも既に項目がほぼ定型化されて

おり、移行ツール等による機械的な移行が見込めるもの。 

現行ページ等から機械的に抽出できるものは、受託者がツール等を用いて移行し、

それ以外のものは、本市が一覧等で整理したデータを受託者に提示する想定である。 

 オープンデータファイル 

現行の「よこはまオープンデータカタログ（試行版）」から辿れるオープンデータファ

イルは、平成 29 年９月の調査時点で「6,174 件」ある。本業務では、これらのファイルを

対象に、本市が整備するタイトルや作成者、カテゴリー（タグ）、ライセンス等のメタデ

ータを反映すること。 

なお、本市では、新ウェブサイトの公開に合わせて、現行ウェブサイトで公開している

もの以外にもオープンデータファイルを拡充することを想定している。原則として本番稼

働前の試験運用期間を使って本市が登録する想定だが、本市が整備したメタデータを各フ

ァイルへ容易に設定できる仕組みが提供されることが望ましい。 
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 移行期間中の差分データの扱い 

本市では、受託者と協議の上で移行するコンテンツの凍結時期を事前に定め、凍結日以降

の更新を極力控えるように庁内へ周知する予定である。それでも更新が発生したコンテンツ

については、原則として、試験運用期間中に本市職員が CMS 環境への差分反映を行う。 

ただし、イベント案内や報道発表など、凍結期間中でも随時追加される情報もあるため、

定型化できる情報に限っては、差分データの抽出支援や CMS 環境に一括で取り込める仕組み

を提供するなど、本市が CMS 環境への差分反映を効率的に行えるように支援すること。 

 移行計画書の作成 

本市と内容を協議の上、新ウェブサイトに掲載するコンテンツの移行計画を立案し、移行

計画書としてまとめること。移行計画の立案にあたっては、別紙７「データ移行方針及び移

行規模」を参考に、移行対象のコンテンツを情報の形式や既存データの状況等から種類分け

し、種類に応じた効率的な移行方法を提案すること。 

移行後のコンテンツは、各所管課の担当職員が CMS 環境上で確認及び修正を行うことを想

定している。そのため、各所管課が参照・更新できる移行環境の構築作業を計画に含めると

ともに、各所管課による確認期間を勘案したスケジュールを本市と協議の上で検討すること。 

 移行ルールの設計 

現行ウェブサイトから既存コンテンツを抽出する方法や、新ウェブサイトの要件に合わせ

た変換ルール等を設計し、本市と内容を協議の上、移行データの整備及び投入の実現方式に

見通しを立てること。移行ルールの設計にあたっては、次の事項に留意すること。 

ア 既存のコンテンツは、基本設計で作成した編集用のテンプレートに沿って移行する

こと。テンプレートの適用が難しいものは、本市と対応を協議しながら進めること。 

イ  サイトメニューの概要説明やコンテンツの一覧等を掲載したメニューページは、本

市が用意する原稿をもとに、新しいサイト構造に沿って新規作成すること。 

ウ  ウェブサイト上の各ページに掲載する所管課の名称や問合せ先などは、本市が別途

整理するページ別の所管課一覧をもとに新 CMS にまとめて設定すること。  

その他、現行ウェブサイトのデータを移行する際にどのような変換ルールを定めるべきか

については、受託者が類似業務の実績などから定義すべきと考えるルールを提案し、本市と

協議の上で具体的な内容を決定すること。 

 移行データの整備、投入 

設計した移行ルールに基づき、現行ウェブサイトや本市が提供する移行データの一覧等か

ら移行対象データを抽出し、新ウェブサイトのサイト構造及びテンプレートへ適用した上で、

CMS 環境へ移行すること。本市では、移行前に資料ベースでデータ確認・修正を行うほか、

移行後の試験運用期間中に CMS 環境上で移行データの内容を確認し、必要に応じて修正する。 
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移行にあたっては、新ウェブサイトの構造やテンプレートに合わせるための修正、アクセ

シビリティの確保に必要な修正を行うこと。例えば、見出しや箇条書き等の文書構造の解析、

テンプレートに沿った変換、アクセシビリティ JIS 規格に沿った修正などを想定している。 

なお、受託者側で修正内容を判断できないものは、本市に問題を指摘して検討を促すこと。

例えば、新サイト構造に沿ったページ分割・統合の検討、リンク切れの修正、不足する項目

の追加などを想定している。本市と受託者の間でどのように作業分担して進めるかは、受託

者が も効率が良いと考える方法を提案し、本市と協議の上で決定すること。 

 アクセシビリティ対応 

移行するページの掲載内容を確認し、次の基準に基づいてアクセシビリティのチェック及

び修正対応を行うこと。ただし、受託者側で判断ができない画像の代替テキストや表見出し

の追加などの対応については、受託者からの指摘事項をもとに本市が修正を行う。 

アクセシビリティ対応に伴う移行対象ページのチェック方法、修正対応の実現手段及び本

市への確認方法等については、受託者が も効率が良いと考える方法を提案し、本市と協議

の上で決定すること。 

 目標とする達成等級 

再構築後の本市ウェブサイトは、JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA に準拠することを

目標とする。なお、本業務説明資料における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議

会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会が定めた「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 

対応度表記ガイドライン 2016 年 3 月版」で定められた表記による。 

 対象範囲 

本市ウェブサイトに掲載するページのうち、新 CMS に移行する全てのページを対象とする。

ただし、ブラウザの拡張機能（プラグイン等）を必要とするコンテンツ（PDF ファイル、動

画ファイル等）及びバナー広告は対象外とする。 

また、現行ページのデータ仕様や運用上の理由等から、ページによってレベル AA の達成

基準を満たすことが困難であると判明した場合には、本市と協議の上で、対応要否や対応方

法を決定すること。 

 適合試験の実施 

納品前に、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会が作成した「JIS 

X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、適用する達成基準を満たす

ことを確認すること。また、試験結果について本市に説明を行い、その了承を得ること。 

試験対象の選択方法は、JIS X 8341-3:2016 の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」とし、

「d）ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併

せて選択する場合」にある方法を用いる。具体的には、ランダムでない方法で 20 ページ、

ランダムにサンプリングした 40 ページを目安として適合試験を実施すること。 
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「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」を参考に、達成基準チェックリストを作成

すること。また、ウェブサイト上で公開する試験結果ページを、JIS X 8341-3:2016 の「JB.3 

試験結果の表示」に基づき、本市と協議の上で制作すること。 

 操作研修 

新ウェブサイトの本番稼働前に、CMS を利用する本市職員向けにシステム操作研修を実施

すること。具体的には、次の作業を基本とし、その他受託者がウェブサイトを円滑に運営す

るために必要と考える作業があれば、本市と内容を協議の上で実施すること。 

 研修計画の作成 

操作研修の事前準備及び実施に関する計画は、本市と内容を協議の上で「研修計画書」と

してまとめること。なお、研修の講師及び研修資料の作成は受託者が担当し、操作研修に利

用する研修環境についても、受託者が環境の構築及びデータの準備を行うことを前提とする。 

 ガイドラインの作成 

新ウェブサイトの稼働後、本市職員がデザインの見直しやコンテンツの作成を適切に行え

るようにするため、アクセシビリティ及びユーザビリティに配慮する重要性と、その具体的

な対応指針を記した本市職員向けの「ウェブサイト作成ガイドライン」を作成すること。 

本市では、別紙５「新ウェブサイトデザイン原案」に示す通り、アクセシビリティ及びユ

ーザビリティへの対応指針をまとめた二種類のガイドライン原案（デザインガイドライン・

コンテンツガイドライン）を作成済みである。当該資料を活用するか、受託者の知見をもと

に別のものを用意するかは、受託者が 適と考える方法を提案すること。 

なお、本市が作成済みのガイドライン原案を活用する場合には、アクセシビリティ JIS

規格への対応を「JIS X 8341:2010 準拠」から「JIS X 8341:2016 準拠」の内容に改変する

必要があるほか、本業務での検討結果を反映した内容に見直す必要がある点に留意すること。 

 操作マニュアルの作成 

CMS 上でウェブサイトの管理やコンテンツの作成・公開等を行うための操作方法や手順、

前提知識を整理し、CMS の操作マニュアルとして作成すること。なお、操作マニュアルの作

成にあたっては、次の要件を満たすよう留意すること。 

ア コンテンツ編集者・承認者、区局サイト管理者、全市サイト統括管理者などの役割

ごとに作り分けるなど、CMSを使う職員にとって理解しやすい資料構成とすること。 

イ CMS の CMS パッケージに標準で付属するものではなく、本市における運用事情や要

望を反映して作成すること。 

ウ 文字中心ではなく、操作画面のキャプチャ画像やイメージ図を多用し、専門用語を

極力避けるなど、一般の職員にとってわかりやすい表現を用いること。 

エ 操作マニュアルに記載する操作画面のキャプチャ画像には、デモ用の画面ではなく

実際の本市ウェブサイト用の画面を使用して作成すること。 
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 集合研修の実施 

本市職員が CMS 上でウェブサイトの管理やコンテンツの作成・承認等を行えるようにする

ため、職員向けの集合研修に用いる研修資料の作成及び集合研修の講師を行うこと。アクセ

シビリティ対応への理解を深めてもらうため、CMS の操作方法に加え、アクセシビリティの

意義や実例を交えた対応方法の研修も対象に含めること。 

操作研修の教材にはガイドライン及び操作マニュアルを使用し、例題などは別紙にて配布

するとともに、本市に導入する CMS を使用して実際に操作しながら学習する形式とする。イ

ンターネットに接続可能なパソコン端末、プロジェクター、講習場所は本市にて準備する。 

なお、集合研修の実施内容は現時点で図表 18 の通り想定しているが、具体的な研修方法、

研修内容、実施時期、受託者による支援範囲等は、受託者が 適と考える方法を提案し、本

市と協議の上で決定すること。 

図表 18 集合研修実施内容の想定 

対象者 受講者数※1 

（1回あたり） 

想定 

回数 

主な研修内容（例） 

コンテンツ

編集者・承認

者向け 

36 名 

(各所管課) 

４時間

×８回 

※2 

・ページを作成してから公開するまでの流れ 

・疑似コンテンツを利用したページの作成 

・承認者による疑似コンテンツの承認及び公開 

・アクセシビリティの基礎知識やガイドラインの説明 

区局サイト

管理者向け 

36 名 

(区局統括本

部) 

４時間

×３回 

・新ウェブサイトの構成と管理者の役割 

・サイト管理機能の概要説明及び操作実習 

・運用時に想定される問合せ対応例の説明 

・アクセシビリティの基礎知識やガイドラインの説明 

全市サイト

統括管理者

向け 

７名 

(広報課) 

 

４時間

×１回 

・サイト管理機能の概要説明及び操作実習 

・サイトメニューやテンプレート等の修正 

・運用時に想定される問合せ対応例の説明 

・アクセシビリティの基礎知識やガイドラインの説明 

※1 １回あたりの受講者数は、PC を使用できる研修室の定員数（36 名）としている。 

※2  本市の所管課は約 750 課あり、講師の負担や研修室の定員を考慮すると全課を対象と

するのは難しい可能性がある。想定回数を仮で設定しているが、集合研修の形式が適

するかも含め、コンテンツ編集者・承認者向け研修の取扱いは今後の検討課題とする。 

 自席研修環境の整備 

集合研修の終了後、本市職員が自席のパソコン端末からウェブサイトの管理やコンテンツ

作成・承認等の操作を試行できるように、研修用の CMS 環境を構築し、本市職員が参照・更

新できるデータを設定すること。 
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研修用の CMS 環境の他に、自席研修に用いる教材は、本市既設の e-ラーニングシステム

への移行を考慮に入れ、原則として Microsoft Office PowerPoint の形式で作成し、各スラ

イドの説明内容を音声として挿入したものを用意すること。 

 問合せ対応の支援 

集合研修後の所管課担当職員からの操作方法等に関する問合せには、本市広報課が窓口と

なって対応するが、技術的な不明点の解消や質問への回答作成など、本市広報課が所管課へ

適切な回答を行えるように支援すること。 

 受入テスト支援 

本市では、ウェブサイトの本番稼働前に、広報課及び ICT 基盤管理課によって受入テスト

を行う。受託者は、本市と協議の上でこの受入テストの計画案及び仕様案の作成、実施環境

及びテストデータの準備を行い、本市が円滑に受入テストを行えるように支援すること。 

本市では、本番稼働後に想定される運用フローに基づき、実際の運用作業を試行し、本業

務説明資料に示す要件の実現状況を確認する。 対応が不十分な要件や改善が望ましい事項が

見つかった場合には、本市と対応を協議の上、速やかに修正対応すること。 

10  庁内調整支援 

本市は、ウェブサイトの再構築を進める過程で、区局統括本部や各所管課への説明会、デ

ータ移行作業の協力要請、連携先システムとの仕様調整など、庁内の各所管課との調整を行

う。受託者は、ウェブサイトや CMS パッケージ等に関する技術的な説明が必要な場合に、説

明資料の作成や説明会での質疑応答支援などの必要な支援を行うこと。 

受託者が区局統括本部や所管課への説明会に同席する回数については、本業務中に 大で

3 回までを上限とする。説明会に同席した場合、受託者は参加者からの質疑応答に関する対

応の支援を行うこと。 

なお、受託者に求めることは、あくまで本市の広報課及び ICT 基盤管理課による庁内調整

作業の後方支援であり、各区局の作業に対する支援までは求めない。 

 プロジェクト管理 

受託者が行うべき本業務のプロジェクト管理に関する要件を次に示す。 

 プロジェクト管理手法 

本業務のプロジェクト管理は、AIST 包括フレームワークの「開発管理ガイド」に従うと

ともに、進捗管理・課題管理・変更管理・成果物管理を適切に行い、本市とのコミュニケー

ションを密にして、業務が滞りなく遂行できるよう心がけること。 
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 プロジェクト実施体制 

本業務の実施体制は、AIST 包括フレームワークの「概要説明書」の中で規定する次の役

割を担う要員を配置することを前提に、本業務を円滑に進める上で受託者が 適と考える体

制を提案すること。 

(1) プロジェクト管理者 

本業務の活動を指揮する受託者側の実質的なリーダー。進捗管理、予算管理、品

質管理等をはじめとしたプロジェクト全体の管理を行うとともに、作業要員や作業

環境等のプロジェクト資源を確保する役割を担う。 

(2) 仕様ホルダー 

本市ウェブサイト及び CMS の機能仕様全般を統括し、機能仕様に関する本市との

調整を主導するほか、受託者内に仕様を適切に浸透させる。機能面に関して、本市

と受託者間の架け橋となる役割を担う。 

(3) チーフアーキテクト 

本市ウェブサイト及び CMS の実現方式全般を統括し、アプリケーションやサーバ

環境の構築方法等に関する本市との調整を主導するほか、受託者内に実現方式を適

切に浸透させる。非機能面に関して、本市と受託者間の架け橋となる役割を担う。 

 

受託者の実施体制は次の要件を満たすことを前提に検討を行い、プロジェクト計画書に記

載した上で本市の承認を得ること。体制変更等に伴い、本プロジェクトの遂行にかかる技術

水準に変更が生じる場合は、事前に本市と協議した上で本市の承認を得ること。 

(1) プロジェクト管理者には、本業務と同等規模のプロジェクト管理経験を有する者を

選任すること。  

(2) 実務担当者には、地方自治体又はその他公共機関の CMS 導入及びウェブサイト構築

の実績・経験を有する者を含めること。政令指定都市における CMS 導入及びウェブ

サイト構築実績・経験を有する者が含まれるとなお良い。 

(3) 実務担当者には、大規模ウェブサイトにおけるコンテンツ編集のテンプレート設計

実績・経験を有する者を含めること。 

(4) 実務担当者には、アクセシビリティ対応、レスポンシブ対応等を伴う CSS や HTML 等

の編集技術を有する者を含めること。 

(5) 実務担当者には、受託者が提案する CMS パッケージの開発元担当者、又は当該 CMS

パッケージのカスタマイズ権限を有する者を含めること。 

なお、本業務では、AIST 包括フレームワークに基づいてウェブサイトの再構築を円滑に

進められるように、本市がプロジェクト支援を委託する事業者（横浜市ウェブサイト再構築

コンサルティング業務受託者）の支援を受けて実施する。 
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 プロジェクト計画書の作成 

契約締結後速やかに、プロジェクトの開始時点から本市ウェブサイトを稼働させるまでの

具体的な進め方、作業項目、成果物、スケジュー ル、実施体制及びプロジェクト管理計画

等を記した「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。 

プロジェクト計画の変更が必要になった際には、変更内容を本市と協議した上でプロジェ

クト計画書を改版し、本市の承認を得ること。 

 会議体の運営 

 会議体の設定 

本プロジェクトで必要と想定している会議体を図表 19 に示す。この他にプロジェクト遂

行上必要となる会議体については、プロジェクト計画を策定する際に本市担当者と協議の上

決定し、プロジェクト計画書に記載すること。 

図表 19 本市が想定する会議体 

会議名 概要 出席者(本市) 開催頻度 

工程審査 

会議 

プロジェクト計画時に定めた各工程の節目

において、作成した成果や進捗状況を意思

決定者へ報告し、次工程に進むことの承認

を得る。 

CIO 補佐監 

主幹部署の部長級 

主幹部署の課長級 

プロジェクト事務局 

各工程終了

時 

進捗定例会

議 

プロジェクト全体の進捗状況や発生してい

る課題を定期的に確認し、進捗の遅延や課

題の解決をどのように進めていくかを決定

する。 

主幹部署の課長級 

プロジェクト事務局 

月次 

課題棚卸会

議 

プロジェクト推進上の課題や ToDo を現場で

定期的に棚卸し、解決に向けたアクション

を決定する。また、未解決事項について、

適切な対応が取られているか確認する。 

プロジェクト事務局 週次 

変更検討会

議 

プロジェクト推進中に発生した変更事項の

是非を容易に判定できない場合に、変更事

項として扱うか否かを集中的に議論して決

定する。 

プロジェクト事務局 

※実施内容に応じて 

参加者を追加する 

随時 

個別検討会

議 

要件のヒアリングや、各検討内容の協議、

所管課との仕様調整など、担当者レベルで

個別の検討や調整を行い、仕様面の理解を

すり合わせる。 

プロジェクト事務局 

※実施内容に応じて 

参加者を追加する 

随時 
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 議事録の作成 

受託者が主催する会議体を対象として、会議でのやり取りや決定事項、発生した課題・ToDo

等を「議事録」として簡潔にまとめ、会議終了後 5営業日以内に本市のプロジェクト事務局

へ提出すること。 

また、議事録は、議事の流れや発言の趣旨、決定事項・申し送り事項などを明確に記録す

るとともに、課題管理が必要な事項は、管理対象であることが判別できるようにすること。

その他議事録の運営ルールは、AIST 包括フレームワークの「開発管理ガイド」に従うこと。 

 インスペクションの実施 

本市は、受託者が作成する各工程の成果物の妥当性を「インスペクション実施ガイド」に

従って段階的に検査する。受託者は、各工程の開始時点において、インスペクションの回数、

依頼内容及び実施スケジュールを本市と合意の上、作業に着手すること。 

インスペクションにあたっては、本市と協議の上で成果物を検査すべき観点を洗い出し、

検査項目を一覧化した「インスペクションチェックシート」を作成すること。その他「イン

スペクション実施ガイド」に示す指針に従うこと。 

 納品物 

 納品物一覧 

本業務では、次に示す成果物を納めること。なお、これらの成果物以外にも、本業務を進

める中で作成した本市が必要とする中間成果物や、本市から収集したドキュメント類につい

ても、取りまとめて納品すること。 

成果物は、各プロセスが完了した時点で本市に提出すること。その際、先行して実施した

プロセスの成果物を更新した場合は、それについてもあわせて提出すること。納品方法（紙、

データでの納品など）や部数などについては、本市と協議の上で確定すること。 

 要件分析 

ア 要件定義書 

 基本設計 

ア サイト構造設計書 

イ デザイン変更設計書 

ウ デザインファイル一式（HTML、CSS、JavaScript、画像など） 

エ テンプレート設計書 

オ CMS 外部設計書 

カ CMS アーキテクチャ設計書 
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 詳細設計、実装、テスト 

ア 詳細設計書 

イ 実行モジュール（本業務で作成したソースコードを含む） 

ウ 単体・結合テスト結果報告書 

エ システムテスト・非機能要件テスト計画書 

オ システムテスト・非機能要件テスト仕様書 

カ システムテスト・非機能要件テスト結果報告書 

 環境設計、設定 

ア システム環境設計書 

 運用設計 

ア システム運用設計書 

イ システム運用手順書 

 データ移行 

ア 移行計画書 

イ 移行ルール設計書 

 操作研修 

ア 研修計画書 

イ ウェブサイト作成ガイドライン 

ウ 操作マニュアル 

エ 研修テキスト（集合研修用、自席研修用） 

 受入テスト支援 

ア 受入テスト計画書 

イ 受入テスト仕様書 

ウ 受入テスト結果報告書 

 庁内調整支援 

ア 庁内調整支援資料 

 プロジェクト管理 

ア プロジェクト計画書 

イ プロジェクト進捗報告書 

ウ インスペクション結果報告書 
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エ プロジェクト完了報告書 

オ 議事録 

 納品物の取り扱い 

 検収と納品 

本業務の納品物は、本業務説明資料で指定した各工程での評価・承認を終えたものについ

て、本市が指定する時期に所定の納品物を納品すること。検収期間等は、本市の担当者と協

議の上、決定すること。 

 著作権 

納品物の著作権については、「委託契約約款」第５条及び「電子計算機処理等の契約に関

する情報取扱特記事項」第 14 条に定める他、次の内容に従うこと。疑義がある場合には本

市担当者と協議し、双方合意の上で納品を行うこと。 

ア 本業務説明資料で許容された範囲でパッケージソフトウェアを使用する場合、パッ

ケージソフトウェア本体については、納品後も開発業者が引き続き著作権を有し、

追加開発部その他については、納品時に著作権を本市に無償で譲渡すること。 

イ パッケージソフトウェアの利用上必要となる契約（ライセンス契約等）があれば、

本市担当者と詳細を詰めた上で、必要に応じて契約等を行うこと。 

ウ さらに、パッケージソフトウェアとの連携部分の仕様等、追加開発部の保守を行う

ために必要な情報を提供できるようにすること。 

 瑕疵担保責任 

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。た

だし、検収後、１年を超えた場合も、初めて実行したバッチ処理において瑕疵があることが

判明した場合、その処理に限り無償で対応すること。 

 その他留意事項等 

(1) 受託者は、業務の実施過程で知り得た情報について、別紙の「委託契約約款」、「電子

計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」、「個人情報取扱特記事項」を遵守し、

十分に留意し管理を適切に行うこと。データについては、委託者の許可無く持ち出し

てはならない。 

(2) 受託者が本市の執務室、データセンター等に立ち入り、作業を行う場合には、委託者

に連絡し許可を受けてから行うこと。また、入室のために鍵を貸与した場合は慎重に

取り扱うこととし、業務を遂行するために必要な時間と場所に限り使用すること。使

用後は、受託者は本市に返却すること。 

(3) 受託者は、作業の実施に当たっては、常に火災、盗難及びその他の事故の発生するこ

とのないよう十分に注意を払うこと。 
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(4) 受託者は、作業の実施中に、受託者の責に帰すべき事由により委託者の備品等を 破損

したときは、直ちに委託者にその旨を通知し、その指示に従うこと。この場 合におい

て、受託者は委託者に対し賠償の責を負うこと。 

(5) 受託者が、本市の執務室、データセンター内で作業を行う際は、名札等を着用するこ

と。 

(6) 受託者は、作業日時について委託者と十分に打合せし、作業計画書を提出すること。 ま

た、機器類の停止については、事前に委託者と打合せを行ったうえで行うこと。 

(7) 業務中の事故等（人身事故を含む。）については、委託者に過失がある場合を除き、

一切を受託者の責において処理すること。 

(8) 受託者は、業務の実施に当たり、受託者の作業員に対する労働基準法、労働安全衛生

法及びその他関連法規に関する一切の責を負うこと。 

(9) 業務内容及びその他必要事項について疑義が生じたときは、委託者と速やかに協議の

うえ対応すること。 

 


