
業 務 仕 様 書 

 

１ 業 務 名 

札幌市企業立地ウェブサイト改修・更新業務 

 

２ 業務の目的 

  本市では、地域経済の活性化、雇用機会の創出等を目的として、企業誘致に取

り組んでおり、平成 29年 4月から企業立地ウェブサイト「企業進出総合ナビ NEXT 

SAPPORO」を開設・運用し、札幌のビジネス拠点としての魅力や支援制度等を積極

的に情報発信している。 

  本業務は、当該ウェブサイトを、地方への企業進出を検討している企業が、求

め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、もってさらなる企業立地の促進を図ることを

目的としたものである。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和２年３月 31日まで 

  ※コンテンツの制作・修正を完了したものから順次公開していく。 

 

４ 業務内容 

(1) ウェブページの修正 

委託者が提供する「企業進出総合ナビ NEXT SAPPORO」の HTML ファイル等デ

ータについて、下記①～⑥による修正を行い、更新データを作成すること。 

なお、サイトの構造、デザイン・レイアウト等については、原則として、現

行のウェブサイトを継承するものとする。 

また、PC版のほか、スマートフォンやタブレット端末に対応可能なレスポン

シブデザインであることに留意すること。 

 

①  「進出企業」ページの修正 

    （対象ページ：http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/） 

   ア インタビュー企業の追加 

・ ４社分の新規インタビューページを作成する。 

・ インタビューの文字原稿は委託者より提供するが、インタビュー対象

者等の写真については、受託者において撮影すること（いずれも市内

で撮影を行うものとする）。 

イ レイアウトの修正 

当該ページのトップ画面について、新たに業種ごとの「インタビュー」

http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/


「企業紹介」をまとめた６つのカテゴリを作成し、配置すること（レイア

ウトイメージは別紙１のとおり）。 

 

②  「住みたいまち№１」ページのリニューアル 

    （対象ページ：http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/05_city.php） 

・ 「札幌の魅力」の「住みたいまち№１」ページに替えて、「（仮称）札幌で

の暮らし」として再構成する。 

・ 掲載内容の骨子や文字原稿については、委託者が指示を行う。 

・ 掲載写真の調達やイラスト・図表の作成は受託者が行い（10点以内）、読

みやすいページとなるよう適切なレイアウト調整を行うこと。 

・ 当該ページに遷移するためのリンク元ページを適切に修正・デザインする

こと。 

 

③ 「街の将来性」ページのリニューアル 

    （対象ページ：http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_future.php） 

・ 「札幌の魅力」の「街の将来性」ページに替えて、「（仮称）SDGｓ未来都

市・札幌」として再構成する。 

・ 掲載内容の骨子や文字原稿については、委託者が指示を行う。 

・ 掲載写真の調達やイラスト・図表の作成は受託者が行い（10点以内）、読

みやすいページとなるよう適切なレイアウト調整を行うこと。 

・ 当該ページに遷移するためのリンク元ページを適切に修正・デザインする

こと。 

 

④ トップページレイアウトの修正 

・ 別紙２を参照の上、トップページレイアウトを修正すること。主な修正事

項は以下のとおり。 

・ 「マンガでわかる 札幌市への企業進出で採用がうまくいく理由」のペー

ジ（http://www2.city.sapporo.jp/invest/publicity/）を掲載するにあた

り、委託者から提供するイラストデータをもとにバナーを作成しリンク設

定すること。 

・ 「進出企業」ページに遷移するためのバナーを新たに作成すること。 

・ 本市の企業誘致 PR に関連する団体や取組等のリンクを設けること。掲載

用のバナーは委託者が提供する。 

 

⑤ グラフ等時点修正 

別紙３に示す修正項目について、グラフや文字画像および関連する記述を、

出典元データの更新に伴う所要の修正を行うこと。バックデータは、委託者が

提供する。 

http://www2.city.sapporo.jp/invest/publicity/
http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_future.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/05_city.php


⑥ スマートフォン用サイトの修正 

当該サイトのメニューボタン内の掲載されている「お問い合わせ」「資料ダ

ウンロード」の案内について、デスクトップ用サイトと同様に常にどのページ

においても表示されるよう設定すること。 

 

(2) ホームページ構造計画書の更新 

現行のウェブサイトの構造を示す別紙４の「ホームページ構造設計書」につ

いて、今回修正するページの修正後の内容を反映させること。 

また、修正を行わないページについても、ページの内容とディスクリプショ

ンやワードが一致しているかを確認の上、一致していない箇所があった場合は、

構造計画書とともに、元データも併せて修正すること。 

 

(3) 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。 

 

(4) 留意事項 

ア イラスト・図表・写真 

上記(1)に記載するもの以外に、各ページにおいて効果的なイラスト・図表・

写真等があれば提案すること。 

イ サーバ環境 

サーバの技術仕様・制限等については、別紙５「HPコンテンツ作成仕様書」

を参照すること。 

ウ 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。 

 

(5) 成果品等の納品 

   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。 

   なお、上記(1)において修正及び新規作成が完了したものから順次公開して

いくものとする。 

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等に保存した電子データで納品すること。 

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。高解像度のデータも併せて納品すること。 

エ イラストデータ（Windows版 Adobe「IllustratorCC2017」で加工可能な

もの） 



オ 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 

（下記６(14)参照） 

 

※ 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（企業立地の促進）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。 

なお、統計データに関するイラストについては、データ更新に伴う改変

を行うことができるものとする。 

 

５ 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。 

 

６ 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、別冊の「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) 制作したウェブサイトは、受託者が用意するサーバのテスト領域にアップ

ロードし、動作確認、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、ブラウザチェックを行

い、公開前に必ず委託者の了解を得ること。また、リンクチェック、アクセシ

ビリティチェック、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。 

(15) サーバの利用等、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休日および年末年始（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。 

(16) 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。 

 

【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。 



別紙１ 

「進出企業」トップページ レイアウトイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ｺｰﾙｾﾝﾀｰ・ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ＞ 

 Ａ社（企業名及び企業紹介文を掲載）  

 Ｂ社（企業名及び企業紹介文を掲載） 

＜特例子会社＞ 

 Ｃ社（企業名及び企業紹介文を掲載） 

 

＜本社機能＞ 

■インタビュー 
 
 アクサ生命 
 

 アフラック 
 

 ダイヤモンドヘッド 

 

＜ｺｰﾙｾﾝﾀｰ・ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ＞ 

■インタビュー 
 
 Ａ社（企業名及びロゴ掲載） 
 

 Ｂ社（企業名及びロゴ掲載） 
  

■企業紹介 

 

多種多様な企業が札幌でビジネスを展開！ 

＜特例子会社＞ 

■インタビュー 
 
 Ｃ社（企業名及びロゴ掲載） 
 

 Ｄ社（企業名及びロゴ掲載） 
  

■企業紹介 

 

＜ＩＴ・コンテンツ＞ 

■インタビュー 
 
 Ｅ社（企業名及びロゴ掲載） 
 

 Ｆ社（企業名及びロゴ掲載） 
  

■企業紹介 

 

＜バイオ＞ 

■インタビュー 
 
 Ｇ社（企業名及びロゴ掲載） 
 

 Ｈ社（企業名及びロゴ掲載） 
  

■企業紹介 

 

＜ものづくり＞ 

■インタビュー 
 
 Ｉ社（企業名及びロゴ掲載） 
 

  
  

■企業紹介 

 

【補足】 

※企業ロゴは委託者より提供する。 

※企業紹介については、ページ内リンクとして設定すること。 

クリックすると I社

のインタビューペー

ジに遷移 



別紙２ 

進出企業 

インタビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正１ 

修正２ 



別紙２ 
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 進出企業 

 

修正３ 



別紙３

第1階層 第2階層 URL名 修正項目

http://www2.city.sapporo.jp/invest/

http://www2.city.sapporo.jp/invest/information/

新着情報詳細ページ http://www2.city.sapporo.jp/invest/information/index.php

札幌の魅力 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/

豊富な人材 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/01_resources.php 北海道の学校

便利な交通アクセス http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/03_access.php 国内線便数

リーズナブルなコスト http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/04_cost.php １坪あたりのオフィス賃料、消費者物価、平均賃金

住みたいまちNo.1 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/05_city.php ※別途リニューアル

充実のサポート体制 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_support.php

街の将来性 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_future.php ※別途リニューアル

データで見る札幌市 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/infographic.php 大学の数、国内航空線客数、ホテルの客室数、ラッシュ時の最大混雑

率の低さ、地域ブランド調査、都市公園数、ビール消費量

ビジネス環境 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/

IT・クリエイティブ

産業

http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/it.php 補助制度を活用し進出した企業数（IT累計）

健康・医療・バイオ

産業

http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/bio.php

食産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/food.php 食品製造業の製品出荷額と事業所数

コールセンター http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/call.php 雇用者数の推移（各年12月現在）

環境・工ネルギー産

業

http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/energy.php

観光産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/tourism.php 観光客数と外国人宿泊者数（札幌市）

産業団地 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/iarea.php

オフィスマーケット http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/o-market.php

優遇措置 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/

http://www2.city.sapporo.jp/invest/office_introduction/

http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/

工場立地法の届出 http://www2.city.sapporo.jp/invest/f-locationlaw/

市内企業へのサポート http://www2.city.sapporo.jp/invest/cityco/

トップページ

新着情報一覧

物件情報

進出企業

http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_future.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/information/index.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/
http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/it.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/


別紙４

ホームページ構造設計書

★・・・頻繁に更新するもの       ●・・・制度改正や統計データが改正された場合など、必要に応じて更新するもの

No. 更

新

第1階層

第2階層

第2階層 URL名 タイトル count ディスクリプション count ワード

0 http://www2.city.sapporo.jp/invest/ SAPPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されている企業様
へ

38 都会と自然、ビジネス環境と、生活環境のバランスが取れた都市、札幌。全
国から札幌へ企業立地を検討されている企業様を、都市の魅力と共に様々
な支援制度を通してご紹介いたします。

85 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転

1 http://www2.city.sapporo.jp/invest/information/ 新着情報 | SAPPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されて
いる企業様へ

45 札幌へ企業立地をご検討されている企業様への新着のお知らせです。 31 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転

2 http://www2.city.sapporo.jp/invest/information/index.php 新着情報 | SAPPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されて
いる企業様へ

45 札幌へ企業立地をご検討されている企業様への新着のお知らせです。 31 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転

3 ● 札幌の魅力 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/ 札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されて
いる企業様へ

45 札幌へ企業立地をご検討されている企業様へ札幌の魅力をご紹介します。 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,魅力,
仕事

4 豊富な人材 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/01_resources.php 豊富な人材　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立
地をご検討されている企業様へ

53 札幌は北海道人口の45％が集中する250万都市圏の豊かな人材です。 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,人口,
人材

5 便利な交通アクセス http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/03_access.php 便利な交通アクセス　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ 34 札幌は軽いフットワークを実現する充実の交通アクセスを誇ります。 31 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,交通,
アクセス

6 リーズナブルなコスト http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/04_cost.php リーズナブルなコスト　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ 35 企業の成長を力強くサポートする優れたビジネス環境が札幌にはあります。 34 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,サポー
ト,ビジネス環境

7 住みたいまちNo.1 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/05_city.php 住みたいまちNo1　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ 34 札幌は「好きな街」「住んでよかった街」に選ばれております。 29 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,好きな
街,住んでよかった街

8 充実のサポート体制 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_support.php 充実のサポート体制　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ 34 北海道、近隣自治体、関係機関などと連携し、札幌圏への進出のご検討から
進出後の事業展開まで、ワンストップでサポートします。

60 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,サポー
ト体制

9 街の将来性 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/06_future.php リーズナブルなコスト　-　札幌の魅力 | SAPPORO企業進出総合ナビ 36 企業の成長を力強くサポートする優れたビジネス環境が札幌にはあります。 34 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,サポー
ト,ビジネス環境

10 データで見る札幌市 http://www2.city.sapporo.jp/invest/merit/infographic.php 他都市との比較　-　札幌の魅力 | SAPORO企業進出総合ナビ 32 札幌市の魅力を他都市と比較いたします。 19 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,比較,
他都市

11 ビジネス環境 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/ ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討され
ている企業様へ

46 北海道・札幌ならではの良質な資源と、大きく広がる新産業の可能性。 32 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,資源

12 IT・クリ工イティブ産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/it.php IT・クリエイティブ産業　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 38 高い技術力を持つ優秀な人材が豊富な札幌。近年では、首都圏でのIT人材
の需要拡大を受け、札幌の優秀な人材の確保を目的に、札幌へ進出する企
業も増えています。

76 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,iT,クリ
工イティブ

13 健康・医療・バイオ産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/bio.php 健康・医療・バイオ産業　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 37 湿度が低く冷涼な気候環境、大学等の研究機関、充実した都市機能、豊富な
農水産資源などを有します。

47 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,健康,
医療,バイオ

14 食産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/food.php 食産業　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 29 北海道の食料品製造業の出荷額、事業所数はいずれも全国1位。また、札幌
市においても、製造業の中で、食料品製造業が事業所数・従業者数とも最も
多くなっています。

77 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,食産
業

15 コールセンター http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/call.php コールセンター　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 33 若い人材が多く、勤勉な人材の質などが評価され、全国でも最大級のコール
センター集積地となりました。

48 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,コール
センター

16 環境・工ネルギー産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/energy.php 環境・工ネルギー産業　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 36 北海道は太陽光や風力・小水力・バイオマス・地熱などの再生可能エネル
ギーについて、全国トップクラスのポテンシャルを有しています。

63 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,環境,
エネルギー

17 観光産業 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/tourism.php 観光産業　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 30 民間の調査による「全国市町村魅力度ランキング」では、常に上位にランクイ
ンするなど、魅力的な都市として国内で高く評価されている人気観光都市・札
幌。

72 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,産業
団地

18 産業団地 http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/iarea.php 産業団地　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 30 札幌市の産業団地を紹介いたします。 17 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,産業
団地

19 オフィスマーケット http://www2.city.sapporo.jp/invest/business/o-market.php オフィスマーケット　-　ビジネス環境 | SAPORO企業進出総合ナビ 35 札幌市都心部ビジネス地区のオフィスマーケット情報をお知らせします。 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,オフィ
スマーケット

20 ● http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/ 優遇措置 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されてい
る企業様へ

44 札幌進出の際に活用いただけるさまざまな補助制度をご用意しております。 34 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,優遇
措置,支援制度

21 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/call-back.php コールセンター・バックオフィス立地促進補助金　-　優遇措置 | SAPORO企業
進出総合ナビ

46 受信業務を行うインバウンド・コールセンターへの補助制度となります。 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,コール
センター,優遇

22 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/relocation.php 本社・本社機能移転促進補助金　-　優遇措置 | SAPORO企業進出総合ナビ 38 企業等の本社又は本社機能の一部の移転への補助制度となります。 30 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,本社
機能移転促進補助金

23 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/it-bio.php iT・コンテンツ・バイオ立地促進補助金　-　優遇措置 | SAPORO企業進出総
合ナビ

43 情報通信技術･デジタル技術･バイオ技術を活用して、製品の研究･開発･制
作を行う事業への補助制度となります。

53 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,iT・コン
テンツ・バイオ立地促進補助金

24 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/capital-investment.php 札幌圏設備投資促進補助金　-　優遇措置 | SAPORO企業進出総合ナビ 36 札幌圏設備投資促進補助金のご紹介です。 19 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,札幌
圏設備投資促進補助金

25 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/h_pr-location.php 地域未来投資促進法による支援措置　-　優遇措置 | SAPPORO企業進出総
合ナビ

41 札幌市では、北海道及び他市町村と共同で、企業立地促進法に基づく２つの
基本計画を策定しており、対象業種の産業集積を図っています。

63 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,地域
未来投資促進法による支援措置

26 http://www2.city.sapporo.jp/invest/subsidy/h_re-taxsystem.php 地方拠点強化税制　-　優遇措置 | SAPORO企業進出総合ナビ 32 北海道では、地域再生法に基づく地域再生計画「北海道地域地方活力向上
地域特定業務施設整備促進プロジェクト」を策定し、本社機能の移転または
拡充を促進しています。

78 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,地方
拠点強化税制

優遇措置 企業立地に関する補助金 / その他札幌市の補助金

　∟コールセンター・バックオフィス立地促進補助金

　∟本社・本社機能移転促進補助金

　∟iT・コンテンツ・バイオ立地促進補助金

　∟札幌圏設備投資促進補助金

　∟地域未来投資促進法による支援措置

　∟地方拠点強化税制
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27 http://www2.city.sapporo.jp/invest/office_introduction/ 物件紹介 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されてい
る企業様へ

44 進出時の拠点となる札幌市の土地やオフィスを紹介しています。 29 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,物件
紹介

28 http://www2.city.sapporo.jp/invest/office_introduction/artvillage.php アートヴィレッジ　-　物件紹介 | SAPORO企業進出総合ナビ 32 四季折々の彩りを感じられる大自然の中のクリエイティブ拠点、札幌アート
ヴィレッジ。

40 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,アート
ヴィレッジ

29 http://www2.city.sapporo.jp/invest/office_introduction/technopark.php テクノパーク　-　物件紹介 | SAPORO企業進出総合ナビ 30 自然環境と都市機能が調和するソフトウェア研究開発型団地、テクノパーク。 35 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,テクノ
パーク

30 レンタルオフィス・ラボ http://www2.city.sapporo.jp/invest/office_introduction/01.php レンタルオフィス・ラボ　-　物件紹介 | SAPORO企業進出総合ナビ 35 進出時の拠点となる札幌市のレンタルオフィス・ラボを紹介しています。 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,レンタ
ルオフィスラボ

31 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/ 進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されてい
る企業様へ

44 数ある地域の中から札幌に進出を決めた各企業をご紹介します。 29 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業

32 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/01_axa.php アクサ生命保険株式会社　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 35 災害時にこそ保険会社の使命を果たす。そのために札幌本社を設立しまし
た。アクサ生命保険株式会社

46 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,アクサ生命保険株式会社

33 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/02_aflac.php アフラック　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 29 採用活動の優位性に期待し進出。現地採用に加え、UIターン採用も順調に
進んでいます。アフラック

46 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,アフラック

34 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/03_tmj.php TMJ　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 27 人材の豊富な札幌で次世代のコールセンターを目指しています。株式会社
TMJ

36 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,TMJ

35 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/04_jtb.php JTB札幌ビジネスセンター　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 37 ビジネスコストと優秀な人材が魅力、JTBグループ全体のビジョンも浸透して

います。株式会社JTB札幌ビジネスセンター

57 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,JTB札幌ビジネスセンター

36 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/05_ntt.php NTTクラルティ　-　進出企業 15 「すべての人が働きやすい街を」札幌市のビジョンが事業を後押ししてくれま
す。NTTクラルティ株式会社

49 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,NTTクラルティ

37 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/06_classmethod.php クラスメソッド　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 31 キャリアアップとゆとりある生活環境の両立を実現。札幌には国内トップレイ
ヤーの一員として活躍できる環境があります。クラスメソッド株式会社

67 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,クラスメソッド

38 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/07_graphinica.php グラフィニカ　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 30 若い才能を発掘できるポテンシャルの高さが決め手でした。株式会社グラフィ
ニカ

37 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,グラフィニカ

39 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/08_nb.php エヌビィー健康研究所　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 34 仕事だけではなく暮らしやすさも重要。都市機能の充実が札幌の魅力です。
株式会社エヌビィー健康研究所

48 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,エヌビィー健康研究所

40 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/09_nakakita.php 中北薬品　-　進出企業 | SAPORO企業進出総合ナビ 28 災害リスクの少ない北海道に拠点を持つことは対外的にもアピールポイント
になります。中北薬品株式会社

48 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,中北薬品

41 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/10_hus.php 北海道科学大学　-　進出企業 | SAPPORO企業進出総合ナビ 32 技術の高い仕事を札幌で。その可能性に期待しています。北海道科学大学 33 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,北海道科学大学

42 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/11_hcs.php 北海道情報専門学校　-　進出企業 | SAPPORO企業進出総合ナビ 34 技術の高い仕事を札幌で。その可能性に期待しています。北海道情報専門
学校

35 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,北海道情報専門学校

43 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/12_nipro.php ニプロ株式会社　-　進出企業 | SAPPORO企業進出総合ナビ 32 札幌医科大学との連携に最適な立地で画期的な再生医療等製品を製造販
売しています。ニプロ株式会社

46 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,ニプロ株式会社

44 http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/13_diamondhead.php ダイアモンドヘッド株式会社　-　進出企業 | SAPPORO企業進出総合ナビ 38 札幌での勤務を希望するエンジニアに魅力的な職場と東京と同等の給与水
準を提供しています。ダイアモンドヘッド株式会社

56 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,ダイアモンドヘッド株式会社

45 ● 工場立地法の届出 http://www2.city.sapporo.jp/invest/f-locationlaw/ 工場立地法 | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されて
いる企業様へ

45 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規
模以上の工場の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以
上となる場合には、事前に計画を届け出ることが義務づけられています。

99 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,工場立地法

46 ● http://www2.city.sapporo.jp/invest/cityco/ 市内企業の皆さま | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討
されている企業様へ

48 すでに札幌市内に立地している企業の皆さまにもご利用いただける支援制度
や物件情報などをご紹介します。

49 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業

47 ● http://www2.city.sapporo.jp/invest/access/ アクセス | SAPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討されてい
る企業様へ

44 札幌市経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課へのアクセス方法
です。

37 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,アクセス

48 https://city-

sapporo.lmsg.jp/form/11598/kzAi045c?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWun

QZqluFl1mmIe

0 0

49 資料ダウンロード http://www2.city.sapporo.jp/invest/request/ お問合せ・資料ダウンロード | SAPPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立
地をご検討されている企業様へ

54 札幌へ企業立地をご検討されている企業様へお問合せ・資料ダウンロードの
ご案内ページです。

43 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,お問い合わせ

50 https://city-

sapporo.lmsg.jp/form/11598/XnrTyio9?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWun

QZqluFl1mmIe

0 0

51 http://www2.city.sapporo.jp/invest/sitepolicy/ サイトポリシー | SAPPORO企業進出総合ナビ - 札幌へ企業立地をご検討さ
れている企業様へ

48 札幌へ企業立地をご検討されている企業様への新着のお知らせです。 31 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転

52 http://www2.city.sapporo.jp/invest/sitemap/ サイトマップ| 企業進出総合ナビ 16 企業進出総合ナビのサイトマップです。 18 札幌,北海道,企業立地,企業誘致,移転,進出
企業,サイトマップ

資料ダウンロード

サイトポリシー

サイトマップ

企業⑦

企業⑧

企業⑨

アクセス

お問合せ

企業⑬

制度の概要、手引き・様式ダウンロード・よくある質問（Q1～Q10）

市内企業へのサポート

★ 進出企業

インタビュー インタビュー①

企業②

企業③

企業④

企業⑤

企業⑥

企業⑩

企業⑪

企業⑫

★ 物件情報

売却・賃貸中の用地 アートヴィレッジ

テクノパーク

詳細ページ（※量産あり　10ページ前後）

http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/13_diamondhead.php
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/XnrTyio9?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/kzAi045c?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/10_hus.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/sitepolicy/
http://www2.city.sapporo.jp/invest/request/
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/XnrTyio9?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/11_hcs.php
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/kzAi045c?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/12_nipro.php
http://www2.city.sapporo.jp/invest/cityco/
http://www2.city.sapporo.jp/invest/interview/09_nakakita.php
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/XnrTyio9?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
https://city-sapporo.lmsg.jp/form/11598/kzAi045c?lfcdtr=Dlx6qwD27FzPeVRIOWunQZqluFl1mmIe
http://www2.city.sapporo.jp/invest/access/
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HPコンテンツ作成仕様書（技術仕様・制限等） 

 

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ない。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、現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 47.0以降 

Google Chrome 51.0 ※1 

Windows 8.1 Internet Explorer 11.0以降 

FireFox 47.0以降 

Google Chrome 51.0 ※1 

Windows 10 Internet Explorer 11.0以降 

FireFox 47.0以降 

Google Chrome 51.0 ※1 

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 サーバの利用制限 

ウェブサイトは、札幌市が指定するサーバ等に構築するため、下記のとおり制限があること

に留意すること。 
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【全サーバ共通】 

ア サーバ環境は、以下のいずれかを利用できるものとする。ただし、ソフトウェアのバージ

ョン等は変更となる場合があるため、設計の段階で最新の情報を確認すること。 

 
htmlサーバ 

(www) 

aspサーバ 

(www3) 

cgi/php サーバ 

(www2) 

OS 
Windows server 2008  

64bit 版 

Windows server 2008  

64bit 版 

Red Hat Enterprise Linux 7.2 

 

Web 

サーバ 

IIS 7.5 

（32bit モード） 

IIS 7.5 

（32bitモード） 

apache 2.4.6 

Perl 5.16.3 

PHP 5.4.16 

次回サーバ 

再構築予定 
2019年度 2019年度 2024年度 

 

イ コンテンツは、ファイルをサーバに配置するのみで公開可能なものとすること。サーバの

設定変更（環境変数の設定等）及び新たなアプリケーションのインストールは行えない。

なお、ファイルの配置は委託者にて実施する。 

ウ サーバへのファイルアップロードを行う仕組みは禁止する（※wwwサーバ及び www2サーバ

（php）では設定により禁止している）。コンテンツファイルの配置には既存の仕組みを利

用するため、HTMLファイルアップロード等の仕組みの構築は不要である（禁止）。ただ

し、www2サーバ（cgi）若しくは www3サーバにて市職員がイントラネット PCからデータ

ファイルをアップロードする機能は可能。 

イントラネット PC以外（インターネット）からアクセス可能な管理用ページ等の作成も禁止

とする。 

エ 特殊な拡張子のファイルは公開できないことがあるため、利用できるかどうかについて疑

義がある場合は、設計の段階で確認すること。（MIMEタイプの追加は行えない。） 

オ インターネットからの通信は、HTTPのみとする。 

カ HDD使用量の制限は特に設けていない。ただし、１GB以上の使用が想定される場合は、事

前にシステム調整課の承諾を得ること。 

キ 画像を扱う場合は、インターネットでの公開に適したサイズ・画質となるよう、調整する

こと。また pdfファイルについても、極力小さいサイズとすること。（最大でも５MBとす

る。） 

ク 同一コンテンツ内のファイル参照は、絶対参照ではなく、ルート相対参照若しくは相対参

照とすること。（サーバ名変更時の影響を最小限に抑えるため。） 

ケ メンテナンス作業や機器更新作業のため、最大半日程度停止する可能性がある。よって、

無停止を前提としたコンテンツは公開できない。 

 

【htmlサーバ(www)のみ】 

ア すべての静的コンテンツが外部に公開される。 



別紙５ 

イ サーバ側でプログラム、スクリプト等の処理を実行するコンテンツ（php、asp、cgiな

ど）は公開できない。 

 

【aspサーバ(www3)、cgi/phpサーバ(www2)共通】 

ア コンテンツの更新は、イントラネットから中間サーバにアップロードすることで、15分間

隔で中間サーバから各本番サーバに同期される。プログラムやスクリプトが作成／更新す

るファイルがあれば、同期処理で削除されないよう、同期禁止フォルダに配置すること。 

イ イントラネット（庁内の仮想ブラウザ）からのみアクセス可能とするコンテンツは、所定

のディレクトリに配置すること。 

ウ ディレクトリのパーミッションは原則「-rwxrwxr-x(775)」とする。 

エ データを蓄積する仕組みを構築する場合、aspサーバについては mdb、cgi/phpサーバにつ

いては csvを設置する等の方法を用いること。データベース等のアプリケーションをイン

ストールすることはできない。 

オ SSL通信はできない（要望にも応じない）。よって個人情報等の収集は行わないこと。 

カ ブラウザ経由でファイルを更新する仕組みを用意する場合は、そのデータを格納するため

の専用のフォルダを設けること。ただし、コンテンツの更新を目的としたページ（管理ペ

ージ等）を設けることは禁止とする。 

キ メールを送受信する仕組みは構築できない。 

ク ファイル名やフォルダ名には半角英数字、ハイフン（-）、アンダーバー（_）で構成するこ

と。詳細は本市公式ホームページガイドラインを参照。 

ケ SQLインジェクション対策などセキュリティ対策を実装すること。 

コ サーバ再構築により、OSや Webサーバソフト等が新しいバージョンに変更となる時期を把

握しておくこと（事前検証や移行作業が発生する）。 

 

【cgi/phpサーバ(www2)のみ】 

ア 文字エンコード設定は EUC-JPとする。 

イ PHPによるファイルアップロードは不可としている（機能無効）。 

ウ ディレクトリに個別の所有権は割当てできない。 

エ ディレクトリに個別の apache設定ファイル（.htaccess）を配置することはできない。 

オ その他、CGI/PHP については一部利用制限があるため、利用可否について疑義がある場合

は、設計の段階で確認すること。 

 


