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業務仕様書 

１ 業務名 

札幌市就業サポートセンターホームページ改修業務 

２ 業務の目的 

本市では、就労支援窓口として札幌市就業サポートセンター（以下「センタ

ー」という。）を開設し求職者の就業支援を行っており、平成 21 年 12 月より

公式ウェブサイト「札幌市就業サポートセンター公式ホームページ」を開設・

運用し、センターの案内や求人情報の提供、各種セミナー等、積極的に情報発

信している。 

しかしながら、当該ウェブサイトは開設後 10 年近く経過し、センターの利

用者属性の変化や、スマートフォンやタブレットといった新たな情報端末の普

及に対応するため、現状に応じた改修が必要となっている。 

本業務は、当該ウェブサイトを、センター利用者が必要としている情報にア

クセスしやすい、魅力あるものへと進化させていくために、コンテンツの見直

しや充実化を図り、もってさらなる就業支援の促進を図ることを目的としたも

のである。 

３ ウェブサイト公開予定日 

  令和２年(2020 年)３月 

４ 履行期間 

契約締結日から令和２年(2020 年)３月 27 日（金）まで 

５ 業務内容 

  下記（１）及び（２）に基づき、ウェブサイトの全体設計、ページデザイン・

レイアウト作成、イラスト・図表の作成（又は掲載写真の調達）、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。 

（１）ポータルページの追加 

札幌市が所管する「札幌 UI ターン就職センター」、「ここシェルジュ

SAPPORO」、「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」等の各就労支援

窓口を集約して案内するポータルページの追加。 

（２）ホームページ改修 

ア デザイン・レイアウト 

センター利用者の半数以上を占め、かつ、今後も増加していくと見込 

まれる 60 歳以上の高齢者が見やすく、センターのイメージアップにつな

がるデザインにするとともに、利用者が目的の情報を見つけやすいレイア

ウトにすること。 
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また、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/）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に設計すること。 

PC のほか、スマートフォンやタブレット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。 

なお、イラスト・図表については 50 点程度、掲載写真の調達について

は 10 点程度を想定。 

イ コンテンツ 

・各コンテンツの原稿及び画像データは、委託者が提供する。 

・色合い変更機能及び文字拡大機能を設けること。 

・構築にあたっては、その都度、委託者と協議の上、進めること。 

（ア）トップページ利用者が目的の情報を見つけやすいよう、各コンテンツ 

へのナビゲーションボタン等の配置を工夫すること。 

（イ）サイト構成図 

     別紙「ホームページ構成図」のとおり。 

  （ウ）ＣＭＳ 

     ＣＭＳについては、WordPress を想定。詳細については委託者と協議

の上、進めること。 

  （エ）リンクバナー 

     本ウェブサイトのリンクバナーを作成すること。サイズについては、

委託者と協議の上、決定する。 

ウ 各種チェック作業 

作成したウェブサイトデータを、委託者が別途用意する民間事業者のサ

ーバにアップロードし、動作チェック、リンクチェック、アクセシビリテ

ィチェック（画像の代替テキストのチェックを含む）、HTML エラーチェッ

ク、ブラウザチェック等を行うこと。 

また、サーバへのアクセス方法は、委託者、受託者及び当該民間事業者

の３者で協議の上決定する。 

エ ウェブアクセシビリティ適合 

JIS X8341-3：2016「高齢者・障害者等配慮 設計指針-情報通信におけ

る機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部：ウェブコンテンツ」に基づ

く、札幌市公式ホームページ達成基準に適合するよう作成すること。 

また、ウェブアクセシビリティ基本方針を作成するとともに、アクセシ

ビリティチェック及びブラウザチェックについては、検証結果一式の資料

を提出すること。 

なお、アクセシビリティのチェックには、総務省 miChecker 等の自動

チェックツールによる分析を行うこと。  

(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html)

※JIS については印刷不可のため、日本工業標準調査会のホームページ 
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にて閲覧すること。札幌市公式ホームページ達成基準は以下を参照すること。 

（http://www.city.sapporo.jp/koho/hp/accessibility/kijun.html） 

６ 確認・校正 

受託者は、受託者の構築したテストサーバにシステム及びコンテンツを用意

し、随時、委託者が確認できる環境を整えること。 

７ サーバ環境等 

（１）テキスト、イラスト、画像等の配置を検討し、HTML、CSS、スクリプトの

コーディングを行う。 

なお、HTML のコーディングにあたっては特定ブラウザに依存するタグを

使用してはならない。 

また、セキュリティホールとなる恐れのあるコーディングを行ってはな 

らず、ぜい弱性に対する対策を確実に行うこと。 

（２）対応する OS 及びブラウザは、契約時点でメーカーがサポートしているバ

ージョンとする。 

なお、ディスプレイ表示に関しては 1024×768 ドット表示への対応を基本

とする。 

【参考】2016 年６月現在のメーカーサポートバージョン 

ＰＣ 

OS ブラウザ 

Windows 7 SP1 Internet Explorer 11.0 以降 

FireFox  

Google Chrome  

Windows 8.1 Internet Explorer 11.0 以降 

FireFox  

Google Chrome  

Windows 10 Internet Explorer 11.0 以降 

FireFox  

Google Chrome  

OS X v10.10 以降 ※2 Safari 8.0 以上 

Google Chrome 51.0 ※1 

スマートフォン 

Android OS 5.1 以降 ※2 

iOS（iphone、ipad）8 以降 ※2 

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

※2 OS X、Android OS 及び iOS はサポート期限非公表のため、 

最新版の 1 つ前のバージョン以降を対象とする。 

（３）サーバ環境について 

ＯＳ Linux サービスセット Red Hat Enterprise Linux7 

ＣＰＵ ２コア 

メモリ ８ＧＢ 

最新版 

最新版 

最新版 
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ディスク容量 70～100GB 程度 

ミドルウェア MySQL8.0、PHP7.3.4 

 ※共用インターネット接続、共用ファイアウォールを使用予定 

８ 留意事項 

（１）サイトの構造 

別紙「ホームページ構成図」に基づいたサイト構成を想定しているが、委

託者において現行サイトを分析し、改善点等の助言を行い、委託者と共同で

サイト構成の立案を行うこと。 

（２）その他 

制作にあたっては、その都度、委託者と協議の上、進めること。 

９ 成果品等の納品 

本業務の契約後、令和元年(2019 年)10 月４日(金)まで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。 

その他、以下の成果品一式をDVD-R等に保存し電子データで納品すること。 

（１）ホームページ構造設計書 

（２）HTML ファイル等データ 

（３）画像データ 

（４）イラストデータ（Illustrator 形式） 

（５）ウェブアクセシビリティ適合に係る検証結果資料

※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、本ホー

ムページに関連する目的（求職者の就業促進）で、委託者が行う広報活動に

必要な範囲内で、二次使用（印刷物の制作等）できるものとする。 

10 成果品等の納品期限 

  令和２年(2020 年)２月 14 日(金) 

11 秘密の保持 

本業務の遂行にあたり、知り得た情報については、本契約の履行期間及び履

行後においては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

の遂行にあたり、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。 

12 特記事項 

（１）本業務履行にあたり、疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議

により処理する。 

（２）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
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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。 

（３）本業務履行にあたり、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。 

（４）委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料などは、本業務にのみ使

用するものとする。ただし、第３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。 

（５）この業務の遂行にあたり、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。 

（６）委託業務の成果物の著作権（著作権法第 27 条・第 28 条に規定する権利を

含む）、所有権等、その他の一切の権利は委託者に帰属するものとする。   

また、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。 

（７）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。 

（８）本ホームページの公開に伴い、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およ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ときはその損害を賠償するも

のとする。 

（９）業務は、「札幌市公式ホームページガイドライン」を順守すること。 

ただし、事前に委託者に確認し承諾が得られた場合については変更できる 

ものとする。 

（10）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。 

（11）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」（最新版）に基づき、脆弱性を排除すること。 

（12）今後、当ページ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

作成すること 

（13）委託者が納品後に J-LIS 等による脆弱性診断を行い、脆弱性や不備が見

つかった場合は対策を講じること。 

（14）本業務の履行にあたり、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。 

（15）成果品等のデータについては、委託者が別途指定する民間事業者に提供予

定であり、公開にあたって当該民間事業者から、協力を求められた場合は、

それに応じること。 
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【別記】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。 



1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 備考 説明

トップ

お仕事をお探しの方へ 札幌市の各職業相談窓口の案内

札幌へのUIターンを希望する方 既存HP「札幌UI就職ナビ」へリンク

子育て女性の方 既存HP「ここシェルジュSAPPORO」へリンク

通年雇用を目指す方 既存HP「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」へリンク

軽易な就業をお考えの高齢の方 既存HP「札幌市シルバー人材センター」へリンク

一般求職者の方

就業サポートセンターとは

概要

就業サポートセンターご利用ガイド

センター内マップ

各窓口案内

各種相談コーナー

アクセス

求職者の方

■ハローワーク

   職業紹介・職業相談

   求人検索(ハローワークインターネットサービス) 「ハローワークインターネットサービス」へリンク

■民間事業者

   相談メニュー

   セミナー セミナー案内のページへ
新規ページ
「福岡県70歳現役応援センター」の「セミナー/イベント」をイメージ

   企業説明会 合同企業説明会詳細へ 新規ページ

   スキルアップ講座 講座一覧へ 新規ページ

   職場体験 職場体験先の例などを紹介 新規ページ

■あいワーク あいワークの詳細紹介ページへ 新規ページ

求職登録申込フォーム 新規ページ

事業者の方

求人情報の申込フォーム

優良事例紹介 新規ページ

セミナー案内 新規ページ

セミナー情報詳細 CMSで更新 新規ページ

セミナーカレンダー CMSで更新

トピックス新着情報 更新情報を表示 CMSで更新

よくある質問 就業サポートセンターの利用料は 等 各質問の詳細ページへ Ｑ＆Ａを約20問程度
新規ページ
「福岡県70歳現役応援センター」の「よくある質問」をイメージ

求人検索システム 既存の「求人情報検索システム」へリンク

おしごとなぅ 既存の「おしごとなぅ」へリンク

外部リンク バナー5個程度 就業サポートセンターのトップページ下部にバナー設置


