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令和４年度静岡市大河ドラマ館ホームページ構築・保守業務仕様書 

１ 業務の名称

令和４年度静大活推協委第 12号 静岡市大河ドラマ館ホームページ構築・保守業務 

２ 業務の目的 

  静岡市大河ドラマ「どうする家康」活用推進協議会（以下、｢協議会」という。）

は、令和５年大河ドラマ「どうする家康」の放送を静岡市ＰＲの絶好の機会と捉え、大

河ドラマ館を開設する。 

本業務は、ドラマ館及び関連情報等を効果的に発信し、ドラマ館に全国からの観光客

を呼び込むことを目的とする（目標来場者数：50万人）。 

さらに、同時期にグランドオープンする静岡市歴史博物館等の情報を提供することで

市内周遊や観光消費を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

３ 委託期間 

  契約日から令和５年３月 31 日までとする。 

ただし、下記５（２）に記載する運用保守については、令和５年４月１日から令和６年 

３月 31 日までの追加契約を可能とする。 

４ 業務の範囲 

ホームページ作成に必要な設計、テスト、インターネット公開、公開日から契約期間満 

了までの運用保守に関わる全ての工程作業を範囲とする。 

５ 業務スケジュール 

（１）ホームページの設計、テスト及びインターネット公開 

   協議会が指定したページを制作し、インターネットで公開すること。 

（２）ホームページの運用保守 

   上記「３ 委託期間」における安定的な稼働を確保すること。 

また、下記７（１）イに記載のとおり、更新業務を行うこと。 

６ ウェブサイトの設計及び構築 

（１） 基本仕様 

  ア ホームページの公開日 

    別紙１のとおり。トップページ等は令和４年８月１日公開とし、各コンテンツは 

順次公開していくものとする。（８月１日に公開するトップページ等については、

７月 22 日の正午までに制作すること。（下記ウ（タ）参照） 

また、協議会が公開時期の変更を申し出た場合は、可能な限り対応すること。 

  イ ドメイン 

    ドメイン名は、契約後、協議会と協議の上決定する。また、ドメインの取得は受託
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者において行うものとする。

ウ ホームページ構築・運営

（ア） ホスティングサービスを利用した専用サーバ、若しくはＶＰＳ、又はクラウド

サーバにデータを格納すること。 

※ＶＰＳ及びクラウドサーバは、仮想的に複数の契約者がそれぞれのサーバを独

占利用できるものであること。

（イ）サーバのポートは必要最低限のものとすること。 

（ウ）サーバの管理画面へのアクセスが限られたＩＰアドレスに制限でき、全ての通信

を暗号化できる機能を有すること。 

（エ）国内に設置されたサーバであること。 

（オ）停電時における安全対策及びバックアップ電源を備えていること。 

（カ）定期的なバックアップを行うこと。 

（キ）脆弱性に対するセキュリティ情報の収集と対処を行うこと。 

（ク）ウェブアプリケーションファイアウォール（WAF）を導入すること。 

（ケ）JIS X 8341-3:2016 等級 AA に準拠すること。 

（コ）ログイン情報・更新履歴の管理を行うこと。 

（サ）SSL サーバ証明書を取得し、Web サイトの常時 SSL 化を行うこと。 

（シ）個人情報を含むファイルをウェブサーバ公開領域に配置しない設計・実装・設定

を行うこと。 

（ス） 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が定める「安全なウェブサイトの作り方」

改訂第７版の「ウェブアプリケーションのセキュリティ実装」で定める 11種類

の脆弱性について対策を行うこと。 

（セ）協議会でアクセス数等のデータ取得を可能とすること。また、アクセスログを６

ヶ月以上保存し、協議会が要請した場合には、直ちにアクセスログの提示を可能

とすること。 

（ソ）本番公開前にホームページ内容を確認するため、仮公開環境及び仮公開期間を設

けること。 

（タ）令和４年８月１日に公開するトップページ等については、公開前の確認のため、

７月 22 日の正午までに制作すること。 

なお、令和４年７月 22 日から令和４年 7 月 31 日までを仮公開期間とし、同期

間に協議会が修正を希望した場合は速やかに対応すること。なお、トップページ

の内容がコンテンツ内に移動になるなど階層の修正が起こる場合も想定してお

くこと。 

また、順次公開となるページの仮公開環境と仮公開期間については、協議の上、

決定するものとする。 

（２）ホームページ構成 

想定するページ構成、仕様及び更新頻度等は「別紙１」のとおり。 

ただし、ページの仕分け、階層、掲載場所等は確定でなく、次の視点に立って構成 

すること。 

・トップページ及びコンテンツ中「大河ドラマ館」のビジュアルデザインは、受託
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者が作成すること。 

なお、トップページには、協議会が指定するロゴを使用するものとする。 

・利用者が使いやすいデザインとし、かつ、見やすいレイアウトとすること。 

・大河ドラマ館の設置目的（上記「２ 業務の目的」）を踏まえ、効果的なレイアウ

トとすること。 

・トップページに掲載するコンテンツ見出しのうち、「大河ドラマ館」は他と区別

する等の工夫を行うこと。 

・ユニバーサルデザインに配慮すること。 

・スマートフォン、タブレット端末等での閲覧に配慮したレスポンシブデザインと 

すること。 

    ・デザインに必要な画像等は協議会が提供する。ただし、協議会が所持していない

画像等が必要な場合は受託者が準備するものとする。 

（３）ウェブサイトの名称 

名称は、「静岡市大河ドラマ「どうする家康」活用推進協議会」をベースとし、受託

者が提案すること。なお、正式名称は、協議会と協議の上、決定するものとする。 

（４）メンテンナンス 

ア 別紙１中、「更新方法」の列で「ＣＭＳ」と記載されたコンテンツについては、コン

テンツ・マネジメント・システム（以下「ＣＭＳ」という。）により、協議会が容易

にページを編集・更新できるようにすること。 

また、「提案による」と記載したコンテンツについて、ＣＭＳの導入有無は、受託

者の提案によるものとする。 

イ ホームページの利用及び更新において、必要なマニュアルを作成すること。 

ウ ホームページの更新において、ＰＣ、スマートフォンなど全てのサイトが更新され

ること。 

エ 公開前にホームページの運用テストを実施すること。 

（５）受託者による追加提案 

   ホームページ利用者の利便性向上、大河ドラマ館への来館者増加や周遊促進、セキ 

ュリティ強化等につながる機能やサービスとして提案できるものがあれば、積極的

に提案すること。 

７ ウェブサイトの運用保守 

（１） 構築後の運用保守

ア サーバ保守業務

サーバの保守作業は委託期間中実施するものとする。

ホームページを受託者が管理するサーバ内に保存し、受託者は円滑に公開を行う

こと。また、ハッカー等による攻撃により公開が妨げられないようサーバやホーム

ページのセキュリティ脆弱性について管理すること。

イ 更新業務

別紙１中、「更新頻度」を参照すること。 

また、協議会がページの追加や修正を希望した場合は、可能な限り対応すること。
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  ウ アクセスログ集計の報告

毎月１日から月末までのサイト閲覧数、ユーザーの分析等のアクセスログの集計、

サイトの稼働状況について、翌月の 10営業日までに報告すること。

エ サービスの停止による報告

メンテナンス等によりサービスを停止する場合は、原則として 1 週間前までに停

止理由及び停止期間等を速やかに協議会へ報告すること。

オ 障害発生時の対応 

システム障害が起きた場合、協議会への報告と正常稼働させるための作業を速や

かに行うこと。 

８ 業務主任技術者 

（１） 受託者は、自己の従業員の中から本業務の対象システムに精通している者（以下「技

術者」という。）を選任して、本業務に従事させるものとする。

（２） 受託者は、契約履行のため事前に技術者に対し、十分な技術教育を行うこと。

（３） 受託者は、技術者に対して、使用者としての義務を全うするため、各種法令及び関

係官庁からの指示命令を遵守し、事業主及び使用者としての責任を負うものとする。

（４） 受託者は、自己の事情により技術者の変更を要する場合は、事前に協議会に対して、

新たな技術者氏名及び理由を文書でもって通知し、協議会の承諾を受けることとし、

業務の遂行に支障を及ぼさないものとする。

（５） 協議会は、技術者について、技術能力等において本業務の遂行に関し不適格と認め

る場合は、受託者に連絡すると共に、速やかに両者協議するものとする。

９ 検収要件及び成果物 

   次のとおり提出すること。 

（１）契約後 

ア 業務スケジュール（契約後速やかに提出すること。） 

紙媒体１部  

（２）業務完了時 

ア ホームページ登録データ（令和５年３月 31 日時点） 

電子媒体（CD又は DVD）１部、紙媒体１部 

イ ホームページ操作資料（更新の都度） 

電子媒体（CD又は DVD）１部、紙媒体１部 

ウ 業務完了報告書 

紙媒体１部 

10 特記事項 

（１）ＣＭＳによるホームページの編集・更新方法は、協議会担当者に十分に説明すること。 

（２）本業務により作成された成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する

権利を含む。）、所有権等、その他一切の権利は協議会に帰属する。 

（３）成果物は、協議会が自由に二次使用（印刷物の作成等）できるものとする。 
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（４）本業務の実施に当たっては、他の刊行物からの無断転載等著作権の侵害となるような

行為をしないこと。転載等を行う場合は、著作権の帰属について確認し、その利用許

諾等適正な手続きをとること。 

（５）本業務の実施に当たっては、静岡市個人情報保護条例及び静岡市情報セキュリティポ

リシーを遵守すること。 

（６）受託者は、その専門性及び技術力を十分に発揮し、協議会にとって最適な成果が得ら

れるよう業務を遂行すること。 

（７）その他本仕様書に明記のない事項については、協議会と協議の上、決定すること。 



ホームページ構成（想定する内容） 【別紙１】

コンテンツ 内容 仕様等
8/1
公開

随時
公開

更新頻度（想定） 更新方法

タイトル、ロゴ、ビジュアル

■タイトル　：「静岡市大河ドラマ「どうする家康」活用推進協議会」をベースに
　　　　　　　提案すること
■ロゴ　　　：協議会ロゴを使用すること
■ビジュアル：提案すること
＊上記のいずれも協議会と協議の上で決定するものとする

〇

最新情報
新着５件までの見出しを常時掲載すること。（その他情報は「お知らせ一覧」等で
収納すること）なお、見出しと本文は階層分けするなど、閲覧者が見やすくなるよ
う工夫すること。

〇 月数回程度 ＣＭＳ

著名人あいさつ
協議会が提供する動画データまたはコメントを掲載すること
（コンテンツ中「著名人あいさつ」とは別人物）

1月
公開

コンテンツ見出し

各種コンテンツにアクセスしやすい見出しを表示すること
また、コンテンツ中「大河ドラマ館」は他と区別する等の目立つような工夫をする
こと
(8/1現在で非公開とするコンテンツについては、見出しに「準備中」等のメッセー
ジを付記すること）

〇

ＳＮＳ 協議会が開設するSNS（Twitter、LINE等）の情報を掲載すること
10月
公開

協議会ロゴの利用案内 ロゴ紹介、使用申請書類のダウンロード等 〇 年１回程度 ＣＭＳ

リンクバナー
静岡市、NHK、するが企画観光局、関係企業等のホームページのリンク（追加のあ
る場合は、随時更新できるようにすること）

〇 随時 月数回程度 業者対応

各種ポリシー サイトポリシー、プライバシーポリシー、ＳＮＳポリシーを掲載すること 〇 年１回程度 業者対応

お問い合わせ先 名称、電話番号、住所の欄を設けること 〇

大河ドラマ館 ビジュアル 提案すること
10月
公開

最新情報（ドラマ館に関する情報に限る）
新着５件までの見出しを常時掲載すること。（その他情報は「お知らせ一覧」等で
収納すること）なお、見出しと本文は階層分けするなど、閲覧者が見やすくなるよ
う工夫すること。

10月
公開

月数回程度 ＣＭＳ

著名人あいさつ
協議会が提供する動画データまたはコメントを掲載すること
（トップページ「著名人あいさつ」とは別人物）

1月
公開

開館時間・休館日・料金 協議会が提供する情報を掲載すること
10月
公開

年１回程度 提案による

セット券 セット券（大河ドラマ館と歴史博物館の共通券）を紹介し、お得感をPRすること
１月
公開

年数回程度 提案による

シャトルバス
「大河ドラマ館－歴史博物館」で運航するバス情報を掲載すること
（情報は協議会が提供する）

１月
公開

年数回程度 提案による

団体利用 団体利用方法の紹介、申請書類のダウンロード等
10月
公開

年１回程度 ＣＭＳ

学校利用 学校利用方法の紹介、申請書類のダウンロード等
10月
公開

年１回程度 ＣＭＳ

館内マップ パース図を掲載すること（情報は協議会が提供する）
１月
公開

年４回程度 業者対応

展示紹介 ５枚程度の写真を含めた展示内容を掲載すること（情報は協議会が提供する）
１月
公開

年４回程度 提案による

アクセス方法の案内

インターネット上の既存の地図サービス（Googlemap等）を活用する等、閲覧者の
利便性を考慮した表示方法を検討すること
また、首都圏からのアクセス（鉄道及び自動車）、中部横断自動車道からのアクセ
ス情報も掲載すること

10月
公開

年１回程度 業者対応

駐車場案内 施設近隣の駐車場案内（情報は協議会が提供する）
10月
公開

月数回程度 提案による

徳川家康 家康紹介 徳川家康と静岡市との関わり（情報は協議会が提供する）
10月
公開

年１回程度 提案による

ゆかりの地の紹介（情報は協議会が提供する）
10月
公開

年１回程度 提案による

周遊促進 観光ガイドマップ 協議会が提供するガイドマップを掲載すること（大学生制作）
１月
公開

周遊マップ 協議会が提供するマップを掲載すること（別事業者制作）
１月
公開

誘客イベント、学生観光ガイド紹介 協議会が提供する情報を掲載すること
１月
公開

月数回程度 ＣＭＳ

その他 協議会が提供する情報を掲載すること
１月
公開

年数回程度 提案による

土産紹介 土産処紹介 ドラマ館に併設する土産処の紹介（情報は協議会が提供する）
１月
公開

年４回程度 ＣＭＳ

※ページの仕分け、階層、掲載場所等を確定するものではなく、閲覧者の利便性の高いページ構成になるよう提案し、協議会との協議により決定すること。

トップページ

各コンテンツ


