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札幌市議会キッズページ作成業務 企画提案仕様書 

 

１ 業務の名称 

札幌市議会キッズページ作成業務 

 

２ 業務の目的 

札幌市議会事務局では、未来を担う子どもたちに、市議会さらには市政について理 

解を深め、札幌のまちづくりについて考えてもらい、また、一般市民にも、見て楽し 

く親しみやすいページを設けることによって、市議会への関心をより一層高めてもら 

うことを目的に、子ども向け市議会ホームページ「なるほどギカイ」

（http://www.city.sapporo.jp/ncms/gikai/naruhodo/himitsu/index.html）を公開 

している。 

本業務は、平成 17 年に公開した本サイトのリニューアルを行うことで、より閲覧意

欲をかき立てるようなデザイン・レイアウトに変更すると共に、保有率及びインター

ネット利用時における利用率が高まっているスマートフォンやタブレット型端末での

閲覧対応を図ることによって、既存閲覧者に対する閲覧意欲向上及び新たなターゲッ

ト層への閲覧促進を図ることを目的とする。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日から 令和３年（2021 年）３月 31 日まで 

 

４ リニューアル後のウェブサイト公開予定日 

  令和３年（2021 年）２月末日 

 

５ 想定する利用対象者 

  メインターゲットは小学４～６年生程度とする。なお、小学校の総合学習や社会科

学習でも利用されることを想定している。 

 

６ 業務内容 

  下記(１)～(16)に基づき、ページデザイン・レイアウト作成、キャラクター及びイ

ラストの作成、原稿のリライティング、ウェブサイトの全体設計、ゲーム性のあるコ

ンテンツの作成、コーディング作業、SEO 対策を行い、ウェブサイトを構築すること。 
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⑴ デザイン・レイアウトについて 

ア 子どもたちが楽しみながら操作・閲覧ができるよう、キャラクター・イラスト 

及びアニメーション等を効果的に使用したデザイン・レイアウトとすること。 

イ 使用するキャラクターは、現キッズページで使用している「しぎかいくん」 

「いいんかいちゃん」から、受託者において新たに作成をしたキャラクターに変 

更すること。なお、キャラクターは 低１つあればよいが、個数制限は設けない。 

ウ キャラクターの会話や用語などの説明については、ポップアップなどを効果的 

に活用し、整理された分かりやすいレイアウトとすること。 

エ 各ページにて使用する漢字には、すべてに読み仮名をつけること。 

オ トップページと各コンテンツは統一感のあるデザイン・レイアウトとすること。 

カ すべてのページで、上位階層や前後のページに移動しやすい設定とすること。 

キ 利用者が目的の情報を容易に見つけられるよう、１ページは適切な長さにし、 

長くなる時はナビゲーション（ページ内リンクやページの先頭に戻る）を設定す 

ること。 

ク 視力が弱い・目が疲れやすい利用者でも、ホームページを快適に利用できるよ 

う、色合い変更機能及び文字拡大機能を設けること。 

ケ デザインや配色に当たっては、札幌市が策定した「広報に関する色のガイドラ 

イン」（http://www.city.sapporo.jp/koho/color/index.html）を参照し、誰にと 

っても見やすく分かりやすい画面構成になるよう設計すること。 

コ パソコンの他、スマートフォンやタブレット型端末での閲覧に対応可能なレス 

ポンシブデザインとすること。なお、スマートフォン・タブレット型端末用のデ 

ザインで表示させる基準サイズは、委託者と協議のうえ決定すること。 

⑵ コンテンツについて 

   本サイトの全体構成は、別紙１「サイトマップ案」を基本とし、コンテンツは、下 

記ア～キのとおり構築することとする（コンテンツ名は仮称）。なお、当該サイトマ 

ップ案・コンテンツ案は現時点での予定であり、今後、受託者からより良いサイト 

を構築するために必要と認められる提案を受けた場合には、サイトマップの再構築 

やページの追加等の変更を行う可能性もある。また、コンテンツ内の原稿について 

は、受託者が以下のサイト等を参考にウェブサイトに 適な形でリライティングを 

行うこととするが、原稿のリライティング作業に際しては、議会に関する専門的な 

知識を必要とするような場合も想定されるため、各コンテンツ内の議会関係の文言 

（文章）に正確性は求めない。契約締結後に、委託者との協議により決定していく 

こと。 
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（参考） 

・ 現キッズページ 

http://www.city.sapporo.jp/ncms/gikai/naruhodo/himitsu/index.html 

・ 市議会 HP 

http://www.city.sapporo.jp/gikai/index.html 

・ 市議会ガイド 

http://www.city.sapporo.jp/gikai/html/guide.html 

・ 市議会のはなし 

（委託者より提供） 

ア トップページ 

下記イ～カのコンテンツを表示する。なお、本サイトの利用対象者として想 

定している小学４～６年生程度の子どもたちが、興味・学習意欲を持って閲覧 

できるよう、キャラクター・イラスト及びアニメーション等を効果的に活用し 

たデザインとすること。 

イ 市議会とは 

以下の内容を解説すること。 

(ｱ) 「市民」「市長」「市議会」の三者の関係、市議会の役割について 

(ｲ)  市議会議員について、被選挙権や選挙権、議員数や任期などについて 

(ｳ)  議決や意見書の提出等、市議会の仕事について 

ウ 市議会の会議の仕組み 

以下の内容を解説すること。 

(ｱ)  本会議と委員会の役割や種類について 

(ｲ)  会議の流れについて 

(ｳ)  本会議、委員会以外に議員が行う地域活動について 

(ｴ)  市民の願いが実現するまでの流れについて 

委託者が指定するテーマ（ 大２つ）について「市議会ガイド」の「市議会 

の奮闘物語」を参考に作成すること。 

※作成するテーマに関する資料は、契約締結後に委託者より提供する。 

※作成を依頼するテーマは、小学校の社会科学習で取り上げられる内容を予 

定している（例：公園ができるまでの流れ、防災、除雪、子育てなど）。 

エ 議会を見る 

議会の傍聴やインターネット中継が行われていること、また「広報さっぽろ」 

や「市議会だより」で議会についての情報発信が行われていることについて説 

明を行うこと。また、上記情報提供を行う各サイトへのリンク設定を行い目的 
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の情報まで簡単にアクセスできるように工夫をすること。 

オ 議会を探検しよう 

写真等を活用し、議場、委員会室、傍聴席、議会図書室等を紹介すること。ま 

た、直接議会に見学に来られない市民等に対しても、ウェブ上で十分理解でき 

るようなページ構成の工夫をすること。なお、使用する写真については、委託 

者において撮影を行い、受託者に提供する。 

カ ゲーム性のあるコンテンツの独自提案 

子どもたちが市議会について楽しみながら学べるような、ゲーム・クイズ・シ 

ミュレーションなどの仕掛けを含む、趣向を凝らしたコンテンツを受託者より 

提案すること。 

⑶ リンクバナーについて 

当サイトへのリンクバナー（460×60 ピクセル）を１種類作成すること。 

⑷ ドメインについて 

ドメインは、委託者が取得したものを使用すること。 

⑸ Google アナリティクスの埋め込みについて 

作成する全てのページにアクセスデータの集計・管理用に Google アナリティクス 

埋め込みを行うこと。なお、埋め込みソースは委託者が提供する。 

⑹ SEO 対策の実施について 

本サイトが検索エンジンを対象として、適切に検索結果の上位に表示させるよ 

う、検索エンジンの 適化の工夫を行うこと。また、そのために、適切な検索キー 

ワードの検討も行うこと。 

⑺ 動作保証について 

   以下のブラウザでの 新及びサポート期限内のバージョンで動作を保証すること。 

   ・ Microsoft Edge  

   ・ Microsoft Internet Explorer 11.0 以上 

   ・ Firefox 52.０以上 

   ・ Safari ９.０以上 

・ Google Chrome 51.０ ※１ 

   ・ Android OS ７.０以上 ※２ 

   ・ iOS ９.０以上 ※２ 

   ※１ Google Chrome は自動更新されるため、 新版を対象とすること。 

   ※２ Android OS 及び iOS はサポート期限非公表のため、 新版の一つ前のバー 

ジョン以降を対象とする。 

⑻ サーバ環境について 
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使用するサーバは、委託者が所有するサーバとし、別紙２「サーバ技術仕様・制限 

等」の範囲内でサイトを構築すること。なお、サーバへのアップロードは、委託者 

が行う。 

⑼ ウェブアクセシビリティについて 

構築するウェブサイトについては、別冊「札幌市公式ホームページガイドライン」 

    を順守し、また、ウェブアクセシビリティ（以下「アクセシビリティ」という。）に 

関する JIS 規格 JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA に準拠するよう構築すること。 

加えて、検証作業を実施のうえ、達成基準チェックリストを作成すると共に、アク    

セシビリティ方針を策定すること。なお、検証結果、達成基準チェックリスト及び   

アクセシビリティ方針は本ウェブサイト上で公開すること。 

   （参考） 

・ 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」 

     http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html 

・ウェブアクセシビリティ基盤委員会 

https://waic.jp/ 

⑽ 音声読み上げ機能について 

札幌市公式ＨＰで使用している音声読み上げ機能を導入する。なお、ライセンス 

は委託者が用意し、技術資料も、別途委託者より受託者に提供することとする。 

⑾ アニメーションの実装について 

アニメーションは(8)に示すサーバ環境で実装出来る範囲で JavaScript 等を用い 

て実装すること。また、サポート終了をしたものもしくはサポート終了が近いもの 

（例：flash 形式）は使用しないこと。 

⑿ 常時暗号化（SSL 化）対応について 

   常時暗号化とは、ホームページにおける全てのページを暗号化し、個人情報の漏 

洩を防ぐことを指す。現状、http のアクセスとなっているが、今後は https でのア 

クセスとなるため、個人情報の有無に関わらず、全てのページを暗号化で接続する 

ことが必要となることから、同一サイト内のリンクは相対パスで記述すること。ま 

た、今後常時 SSL 化に切り替えた場合、http から https に修正が必要な箇所を別途 

示すこと。 

⒀ 安全性対策について 

サイトの構築に当たっては、独立行政法人情報処理推進機構「安全なウェブサイ 

トの作り方」（ 新版）（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html） 

に基づき、脆弱性を排除すること。また、 今後、当サイトには定例のセキュリティ 

チェックが行われることを配慮し、サイトの構築を図ること。 
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⒁ 確認・校正について 

受託者は、受託者が用意したテストサーバにコンテンツを構築し、随時、委託者が 

確認できる環境を整えること。また、当該環境において、動作確認、リンクチェッ 

ク、HTML エラーチェック、ブラウザチェック、上記⑼のアクセシビリティ検証(画像 

の代替テキストのチェックを含む。) を行い、公開前に必ず委託者の了解を得るこ 

と。なお、リンクチェック、ブラウザチェック、アクセシビリティ検証の結果につ 

いては、検証結果一式の資料を提出すること。 

⒂ サイト開設後の更新環境の整備について 

   本キッズページ開設後の更新は委託者が行うが、HTML 等の言語が不慣れな者であ 

っても容易に更新ができるよう、更新方法について提案・整備すると共に、更新マ 

ニュアルを作成し、更新方法を委託者へ教示すること。なお、上記⑻のサーバ環境 

においては、セキュリティ上、CMS の導入が不可能であるため、編集ソフト（ホーム 

ページビルダーを想定）にて更新を行うことを想定している。なお、編集ソフトの 

調達は本業務では不要である。 

⒃ 成果品等の納品について 

  ア  本業務の契約後、速やかに本仕様書に基づいた作業計画書を提出し、委託者の 

了解を得ること。また、業務終了後は速やかに完了届を提出すること。 

イ 以下の成果品一式を DVD-R 等に保存した電子データで１部納品すること。 

   (ｱ) ホームページ構造設計書 

   (ｲ) HTML ファイル等データ 

   (ｳ) 画像データ（高解像度のデータを含む） 

   (ｴ) イラストデータ（Windows 版及び Mac OS 版 Adobe「Illustrators」で加工 

可能なもの） 

(ｵ) 完成時のサイトマップ 

    (ｶ) ホームページ更新マニュアル 

    (ｷ) 検証結果一式（リンクチェック・ブラウザチェック・アクセシビリティ検 

証）及び達成基準チェックリスト 

(ｸ) 動作確認時の検証完了チェックシート又はそれに準じるもの 

  ウ  委託者が納品後に J-LIS 等による脆弱性診断を行い、脆弱性や不備が発見さ 

れた場合は対策を講じること。 
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７ 秘密の保持 

受託者は、本業務の遂行に当たり知り得た情報について、本契約の履行期間及び履 

行後において、業務上知り得た個人情報を含む全ての情報を第三者に漏らしてはなら 

ない。データの取り扱いについても同様である。また、秘密保持及びデータの取り扱 

いについて、従業員その他関係者への徹底を行うこと。本業務の遂行に当たり、受託 

者は業務上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。 

 

８ 著作権等に関する事項 

⑴ 本業務の成果物に関する、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委託者に帰属するものとする。また、委 

託者及び委託者が指定する第三者に対し、成果物の著作者人格権について、受託者 

は将来にわたり行使しないこと。 

⑵ 成果物に使用された写真、イラスト、その他の資料等については、委託者が自由に 

二次使用（印刷物の制作等）できるものとする。 

⑶ 委託業務の成果物に使用する写真、イラスト、その他の資料等について、第三者が 

権利を有する著作物である場合には、著作権その他知的財産権に関して必要な手続 

き及び使用料等の負担は受託者の責任において行うこと。 

⑷ 成果物及び成果物に使用された写真、イラスト、その他資料等の利用に際し、第三 

者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は自己の費用及び責任 

においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らかの損害を与えた場合はその 

損害を賠償するものとする。 

 

９ その他 

⑴ 受託者は、本業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するもの 

とする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。業務処理責任者は、本業務 

における技術的な管理を行う上で必要な能力と経験を有する者とし、契約書、仕様 

書等に基づき、本業務に関する一切の事項を処理するものとする。 

⑵ 受託者は、役務の全部もしくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら 

 ない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合はこの限りで 

はない。 

⑶ 本業務の履行に当たり、この仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じ 

 た場合は、その都度委託者と協議のうえ決定する。 

⑷ 本業務の遂行に当たり、必要がある場合は相互調整のため打ち合わせを行うもの 

 とする。 
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⑸ 本市職員の立ち合いを必要とする作業がある場合は、原則として法令で定める日 

及び年末年始（12 月 29 日から１月３日）を除く、月曜日から金曜日までの ８時 45  

分から 17 時 15 分の間に実施すること。 

⑹ 本業務の履行に当たり、委託者は、受託者が必要とする資料の提供について便宜 

 を図るものとする。 

⑺ 委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ使用するも 

 のとする。ただし、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たものに 

ついてはこの限りではない。 

⑻ 受託者は、本業務に関連した個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱 

留意事項」に基づき、適切な措置を講じること。 

⑼ 本業務の履行に当たり、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減 

 に努めること。 
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【個人情報取扱注意事項】 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には

個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏ら

してはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（再委託等の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

（複写、複製の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはな

らない。 

（目的外使用の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の返還） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、

委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。 

（事故の場合の措置） 

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第８ 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 


