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業務仕様書 

１．業務名 

 札幌市子育て支援サイト及びアプリ構築業務

２．業務履行期間 

 契約締結日から平成 29 年 3 月 31 日

３．業務の目的 

札幌市では主に市公式ホームページ内の「さっぽろ子育てナビ」において、子育て支

援に関する情報を市内の子育て世帯へ発信してきた。

 平成 27 年 4 月 1 日 からは子ども・子育て支援新制度も始まり、子ども・子育て支援

を取り巻く環境は大きく変化しており、妊娠・出産・育児への切れ目ない支援が求めら

れている中で、子育てに関する制度は複雑化し、関連する情報も多岐に渡っている。し

かしながら、市公式ホームページでは画一的に情報を掲載することとなるため、情報の

検索に煩雑さを要している。

 以上のことを踏まえ、子育てに関する情報をより身近に提供するため、札幌市全体の

子ども・子育て支援に特化したウェブサイトを構築すると同時に、スマートフォンアプ

リを構築し、子育て家庭が簡単、手軽に情報を取得できる環境を整備する。また、ウェ

ブサイトとスマートフォンアプリを一つの業務で同時に構築することによって、効率的

かつ効果的な運用を実現し、子育て家庭を総合的に支援することを目的とする。

４．業務の概要（範囲） 

（１）子育て支援ウェブサイトの構築 

ウェブサイトは、管理画面からテキスト、画像等を登録し、一元管理することによ

り、 HTML の知識がなくても、ホームページを登録、公開、更新できる CMS（コンテン

ツ・ マネジメント・システム）により構築するものとし、ウェブサイトのデザイン、

構造、 構成などの設計、運用に必要となるハードウェア・ソフトウェアの要件定義・

設計・開発・設定・テスト・本番公開時コンテンツの作成・導入作業等、ウェブサイ

ト導入に係る作業一切を含む。 

なお、ウェブサイトは、本市の子ども・子育て支援に関する総合的なサイトとして

構築する。 

（２）子育て支援アプリの構築 

AppStore、GooglePlay に登録・公開するスマートフォンアプリとして、運用に必要

となるハードウェア・ソフトウェアの要件定義・設計・開発・設定・テスト・本番公

開時コンテンツの作成・登録・導入作業等、スマートフォンアプリ導入に係る作業一
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切を含む。 

（３）子育て支援サイト・子育て支援アプリの公開、本業務期間中の運用・保守 

本業務では、ウェブサイト及びアプリを公開することが可能な段階になった後、本

市の判断により公開時期を決定する予定であり、WWW サーバ・CMS サーバ等、ウェブサ

イト及びアプリの公開に必要なサーバはデータセンターに置くものとし、これに必要

となる運用環境の構築、公開後、本業務期間中の維持管理等、一切を含む。 

また、本市の判断により平成 29 年度以降に公開する場合でも、本業務期間内にシス

テム上では公開できる状態にすること。 

５．構築要件 

（１）ウェブサイトの対応ブラウザ、スマートフォンアプリの対応 OS 
（ア）ウェブサイト

  札幌市公式ホームページガイドライン」を順守し設計すること。ただし、利便性等

を向上させるために必要と認められる場合に限り、事前に委託者に確認し承諾を得た

うえで変更できるものとする。

また、以下のブラウザでの動作を保証するとともに、ブラウザの最新バージョンに

対する対応方針を企画提案書に明示するものとする。なお、動作保証ができないブラ

ウザがある場合や制約事項がある場合は、その旨を企画提案書に明示するものとする。

なお、スマートフォン向けのサイトは、「（イ）スマートフォンアプリ」に記載の OS
に搭載されているブラウザで動作するものとし、動作保証ができないブラウザがある

場合や制約事項がある場合は、その旨を企画提案書に明示するものとする。

■CMS 操作者

［Windows 環境］Microsoft Internet Explorer 10 以降、Google Chrome、
■ウェブサイト閲覧者

［Windows 環境］Microsoft Internet Explorer 10 以降、Google Chrome、
Mozilla Firefox 

［Mac 環境］Apple Safari 
（イ）スマートフォンアプリ

以下の OS を搭載するスマートフォンでの動作を保証するとともに、OS の最新バ

ージョンに対する対応方針を企画提案書に明示するものとする。

・iOS8 から公開時最新バージョンを搭載した端末

 ・Android4.3 以降から公開時最新バージョンを搭載した端末

（２）デザイン等について

 ページの構築に関しては、JIS 規格のウェブアクセシビリティ適合レベル AA に準拠す

ることとし、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
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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にすること。

（３）運用・保守の効率化

ウェブサイト・スマートフォンアプリの構築・運用にあたっては、管理を一元化する

など、可能な限り本市にとって運用及び保守コストを抑えられるシステムを提案するも

のとする。また、コンテンツの管理等のメンテナンスを可能な限り本市で行える適切な

システムを構築し提供するものとする（本市で行える範囲、受託者の作業を必要とする

範囲、受託者の作業となる場合、費用発生の範囲等を事前に明確に示すこと）。

（４）サービス提供方式

データセンター等でアプリケーション・サービスを提供することとし、本市のセキュ

リティ要件を満たす最適な方法でシステムを管理するものとする。

  データセンター等の要件は「８．情報セキュリティ要件」を参照。

（５）機器構成・機器の性能等

機器構成、ネットワーク構成、機器の性能は、受託者の仕様とするが、正常稼働に支

障のない構成・性能等とし、機器構成図、ネットワーク図、性能表等を本市に提出し、

承認を得ることとする。

（６）本番公開時コンテンツの作成

受託者は、本番公開時のウェブサイト・スマートフォンアプリのコンテンツを CMS に

登録するものとする。市公式ウェブサイト等、本市が運営するウェブサイトから取得す

る、本市が電子データを提供する、本市が印刷物を提供する、のいずれかで情報提供を

行うが、可能な限り市職員の負担が少ない方法を取ること。

（７）テスト要件

受託者は、ウェブサイト・スマートフォンアプリの本番導入までにテストを行い、本

市の承認を得るものとする。

受託者は、テスト計画及び実施要領を策定し、これに基づいてテストを実施し、テス

ト結果が記された報告書を作成し、提出するものとする。詳細は協議による。

また、テスト環境は受託者が用意する事とし、委託者が適宜テスト環境を確認できる

等、協議のうえ進める事。

（８）スマートフォンアプリの登録

受託者は、開発したアプリを、iOS は App Store、Android OS は Google Play から

入手できるように、アカウント、ライセンス取得等の手続きを行うこと。
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また、アプリはＱＲコード等からもダウンロードすることができること。

（９）研修

受託者は、本市が用意する施設にて、CMS 操作者（本市職員）を対象に、本システム

の運用及び操作についての研修を実施するものとする。クライアント PC 及びネットワ

ーク環境、電源等は、本市で用意する。

受託者は、研修で利用するマニュアルを作成し、必要となる部数印刷し、提出するも

のとする。研修受講者の想定人数は協議による。

６．機能要件等 

（１）デザイン及びレイアウト等について

本業務では、画一的に情報を掲載している本市公式ホームページの問題点を踏まえ、

子育て世帯が必要な情報をより入手しやすくするための改善を図ることを目的としてい

る。そのため、子育てに関連する情報の整理（コンテンツ作成）を含め、デザイン及び

レイアウト、階層構成等を工夫し、利用者が必要とする情報をより簡易的に取得できる

ようなウェブサイト・アプリを構築すること。

（２）機能要件について

基本機能として以下の機能を有する事を想定しているが、利用者及び管理者にとって

利便性の向上が見込まれるものとして、下記表に記載された機能を基本とし、さらに受託

者の創意工夫による提案を可能とする。

また、下記表の項目の実装が困難な場合には、代替案や運用での対応方法を提案する

こと。

【機能について】

【サイト機能】

サイト構築 ■サイトは、PC 及びスマートフォンと、利用者のデバイスによ

って、最適な画面構成で表示されること。

■スマートフォンでの閲覧時にはスマートフォン向けのサイトが

表示され、PC サイトへの切り替えができること。

■JIS 規格のウェブアクセシビリティの適合レベル AA 準拠した

ページが生成できること。

■ドメインは、札幌市の DNS でサブドメインを指定する方法と

する。（DNS 側の設定は本市で行う）
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子育て支援情報 ■職員がＣＭＳを用いて、文章、画像、その他ファイルデータ等

のコンテンツを掲載することができる。

■様々な子育て支援情報を、複数のカテゴリーに分類するなど、

わかりやすく情報を検索するための考慮を行う。

■ページを作成する際、文章、画像、ファイルデータ等のコンテ

ンツデータの入力箇所を明確にしたテンプレートを用意する。

■アプリ内で閲覧できる情報と連動していること。（※） 

イベント情報 ■イベントの開催日やジャンル、開催場所等の詳細情報がわかり

やすく表示されること。

■イベントを絞り込むため、様々な条件から検索ができること。

■アプリ内で閲覧できる情報と連動していること。（※） 

施設情報 ■施設のジャンルごとに検索することができ、検索結果を地図上

に表示することができること。

■地図上の各施設プロットから、施設の詳細情報画面に遷移でき

ること。

■アプリ内で閲覧できる情報と連動していること。（※） 

その他 ■子育て世帯にとって有益性や利便性が向上するものがあれば提

案すること。

【アプリ機能】

利用者登録機能 ■利用者の属性を登録することができること。（生年月日、居住区

等）※ただし、個人を特定できるような情報は取得しないこと。

■産前・産後の状況に分けて登録を行う事ができ、複数の子ども

の登録が出来ること。

■初回設定時に限らず、いつでも新規追加、編集、削除ができる

こと。

（これらの利用者登録機能は、プッシュ通知の配信・受信の条件

設定等で活用することを想定すること。）

子育て支援情報の閲覧 ■ウェブサイトと連動した子育て支援情報を閲覧することが出来

ること。（※）

■様々な子育て支援情報を、複数のカテゴリーに分けるなど、わ

かりやすく情報を検索するための考慮を行う。
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イベント情報の閲覧 ■ウェブサイトと連動したイベント情報を閲覧する事が出来るこ

と。（※）

■イベントを絞り込むため、様々な条件から検索ができること。

施設情報の閲覧 ■ウェブサイトと連動した施設情報を閲覧する事ができること。

（※）

■施設のジャンルごとに検索する事ができ、検索結果を地図上に

表示することが出来ること。

■地図上の各施設プロットから、施設情報画面に移行できること。

プッシュ通知 ■利用者登録機能より取得した情報を元に、様々な条件でプッシ

ュ通知を行うことができること。（例 ○○区、○歳 等）

■市職員が任意のタイミングでプッシュ通知を行えること。

■配信日時や期間、条件を指定し、配信の事前登録を行えること。

■利用者側で、プッシュ通知の受信可否等の設定を行うことがで

きること。

子育て記録機能 ■子どもの身長や体重などの成長を記録（テキスト、画像など）

することが出来ること。

※画像情報などはサーバ内で保有せずに、アプリ内でのみ保管す

ること。

その他 ■子育て世帯にとって有益性や利便性が向上するものがあれば提

案すること。

【管理機能】

管理機能全般 ■管理画面へは、インターネットに接続できるパソコンからアク

セスができること。また、InternetExplorer のバージョンアッ

プに対応すること。

■管理画面へログインするためのアカウントは、市側で自由に作

成できる。

■InternetExplorer を使用し、市職員の PC 端末から、ID、パス

ワード認証でログインできる。

■ページやコンテンツの公開時など、承認フローを設けること。

■アクセス数の集計等が行える事。
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コンテンツ作成・編集 ■ウェブサイト、アプリに共通するコンテンツを管理画面から同

時に作成できる、又は、自動的に連携できる。

■子育て支援情報・イベント情報・施設情報等の情報を管理画面

からテンプレートを使用して登録、編集、削除ができる。

■サイトのコンテンツについて公開の予約（事前登録）ができる。

■サイトのコンテンツについて公開期間を設定できる。

■リンクやアクセシビリティ等についての確認を行うことができ

る。

プッシュ通知 ■管理画面で、市が任意でプッシュ通知を配信することができる。

■利用者登録機能にて取得した情報を元に、様々な条件でプッシ

ュ通知を行うことができる。（例 ○○区、○歳 等）

■本市職員が任意のタイミングでプッシュ通知を行える。

■配信日時や期間を指定し、配信の事前登録を行える。

オープンデータ ■本市のオープンデータ公開状況を踏まえて、主に施設情報など

をオープンデータへ出力できる仕組みを提供できる。（オープン

データにする情報、形式等は提案及び協議による）

（※）印のある項目について…ＣＭＳにてコンテンツデータを入力する際、ページ、イベ

ント、施設等の情報を、一括でウェブサイト及びスマートフォンアプリに反映でき

る機能を指す。

（２）規模要件

＜データ件数＞

現在掲載を想定している情報量としては、札幌市公式ホームページに掲載される「子育

てナビ」内の情報及び、その他市が発信する子育てに関する情報を想定している。ただし、

提案内容や構築時の打合せによって情報量は増減する場合がある。

７．運用保守要件 

  本業務では、ウェブサイト及びアプリを公開することが可能な段階になった後、本市

の判断により公開時期を決定する予定であるため、公開後の運用保守に関しての要件は

以下のとおりとする。

 ただし、本市の事情により平成 29 年度以降に公開すると判断する場合でも、運用保守

の要件を含め、システム上公開できる状態にすること。 
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（１）運用・保守管理

システムの配信後から業務履行期間終了までの間、サイト及びアプリの運用・保守管

理を行い、札幌市と協議の上、必要な対応を行うこと。業務履行期間内に軽微な修正・

追加を札幌市が要望する場合、速やかに内容を協議の上、対応すること。

（２）システム等の運用・管理 

本業務または本業務に関連する事項について、札幌市から依頼や問い合わせがあった

場合、適切な助言を行うとともに、必要な支援を行うこと。また、運用の安定化、効率

化につながる事項などについては、札幌市に積極的な提案を心掛けること。問い合わせ

対応時間は、平日 8時 45 分から 17時 15 分の間とする。 

なお、障害発生時や災害発生時などの緊急時は 24 時間対応できるように連絡体制を

整備するとともに、本市に書面で提出すること。 

また。受託者は、サーバ・システムの維持・管理を行うとともに、サーバ機器・部品

の故障の対応も行うこと。 

（３）スマートフォンアプリの登録状態の維持 

受託者は、AppStore、GooglePlay での登録状態を、業務期間を通じて維持するもの

とする。 

（４）バックアップ 

システム、CMS のデータ、アプリの登録データ等のバックアップは、ウェブサイト・

スマートフォンアプリの利用への影響が最小限となるよう、また、利用者への影響を考

慮した上で、サイクル、時間帯、対象等、最適なバックアップ計画を提示し、本市の承

認を得るものとする。 

（５）スマートフォンアプリ・システム等のアップデート 

①OS・ブラウザのアップデート対応 

受託者は、OS（iOS、Android）及びブラウザのバージョンアップに伴う対応、動作

検証及びスマートフォンアプリのアップデート登録作業を OS 及びブラウザのバージ

ョンアップデータの配信後遅滞なく行うものとする。 

動作検証の結果、使用に支障が認められる場合は、OS 等のバージョンアップに伴う対

応を実施するまでの間、支障の内容、対応の見込み等について、お知らせ機能等を利

用して利用者に周知するための文案を示すものとする。 

②脆弱性対応 

受託者は、技術的脆弱性対策を行うものとする。 パッチの適用、設定の修正等によ

り OS・サービス・システムを再起動する場合、やむをえず計画的にシステムを停止す

る場合等、利用者に影響が出る場合は、事前に本市の承認を得るとともに、利用者に
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周知する文案を示すものとする。 

③軽微な改善への対応 

受託者は、スマートフォンアプリのアップデート（軽微な機能追加、デザインの変

更、文言の修正、新しいリンクの追加など）に対応するものとする（対応範囲等の詳

細は協議による）。 

（６）セキュリティ診断への協力・対応 

本市が実施又は参加するサーバ、ネットワーク、ウェブアプリケーション等に対す

るセキュリティ診断（J-LIS 等）に協力・対応するものとすし、脆弱性や不備が見つか

った場合は対策を講じること。 

 （７）運営・管理支援 

   ウェブサイト及びアプリの運営においては、本システムの利便性・有益性が向上す

るよう、積極的な提案を行うこと。 

また、CMS の簡易テンプレート変更･作成支援、CMS 等の操作に関する助言等のサポ

ートを行うものとし、市職員が CMS 等の操作により更新できないデータ・コンテンツ

がある場合は、その作業についても受託者が行うものとする。 

（８）運用・保守業務の報告 

受託者は、ウェブサイトのアクセス数、AppStore 及び GooglePlay でのダウンロー

ド数等、利用状況を月次で報告するものとする。詳細は協議による。また、シス テム

停止時間、障害内容、運用・保守対応内容等を月次で報告するものとする。 

（９）図書の改訂 

本業務で提出した図書に変更があった場合は、改訂版を提出するものとする。電子

データでの提出を想定しているが、別途協議による。 

８．情報セキュリティ要件

 下記表に定める措置を講じること。

要件項目 要件概要

【セキュリティ要件】

以下の要件を満たすセキュリティ対策を講ずること。

セキュア通信

1 入力フォームを使用したページは HTTPS による通信を使

用すること

2 ログインを必要とする画面、それ以降の画面では HTTPS に

よる通信を使用すること
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3 入力フォーム以外のページ、ログインを必要とする画面等以

外であっても必要に応じて HTTPS による通信を使用する

こと

4 SSL 証明書の取得・維持をすること

障害対応

5 障害（システム障害・データセンター内のネットワーク及び

ネットワーク機器を含む）を記録し、保管するとともに、市

からの求めに応じ提供すること

6 利用者に影響のある障害が発生した場合は、速やかに対応す

るともに、初動対応について本市に報告し、最終報告を行う

こと

脆弱性対応

7 システムはウイルス対策・不正アクセス対策（脆弱性対応）

を行うこと

8 システムで使用するソフトウェア等の最新の脆弱性情報を

常時取得し、適切な対策を行うこと

アクセス制御

9 OS・DB 等の管理者権限を付与された ID を利用する者を必

要最小限に限定し、ID・パスワードを厳重に管理すること

10 利用者（市民・本市職員）がその利用できる範囲や権限を越

えて情報システムにアクセスすることができないよう、適切

な措置を講ずること

11 サーバソフトウェア・システム・DB 等へのアクセス記録・

ログ等を適切に管理し、不正アクセス等の状況を定期的に確

認すること

12 ログインの仕組みを設けている場合、ログインのユーザ、日

時等が記録できること

その他
13 利用者のスマートフォンの電話帳や通話履歴等の情報をア

プリで収集しないこと

【データセンター要件】

以下の要件を満たすデータセンター等を選定し、本市の承認を受けること。

場所・認定 14 データセンターは日本国内にあること。

人員・入退管理・室

内管理

15 
データセンターは 24 時間 365 日の有人監視体制で管理され

ていること

16 
サーバールームへは、ＩＤカードや生体認証等により、事前

に許可された者のみが入室でき、入退室が記録されるよう管

理されていること

17 
サーバールームは監視カメラが設置され、常時監視・記録さ

れていること
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温度・湿度管理

18 
温湿度監視装置等により、常時適温・適湿が維持されている

こと

19 
空調設備は複数台設置するなど、冗長化構成により、点検・

故障時でも最適な温湿度が維持できること

ネットワーク

20 ネットワークは冗長化されていること

21 
現行システムの応答時間と遜色ない通信速度を確保したネ

ットワーク設備等を有すること。また、将来的にデータ量が

増加することを考慮すること

22 
監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況

を常時監視し、一日複数回は目視による監視を行うこと

23 
外部と常時接続するシステムは、ネットワーク侵入検知等を

設置し、監視を行うこと

防火対策

24 自動火災報知設備、消火設備が設置されていること

25 
不活性ガスを消火剤として使用した消火設備を採用してい

ること

耐震対策 26 
建築基準法の耐震基準を満たした建物で、震度 6 弱クラスの

地震発生時にもサービス提供可能な耐震、免震又は制振構造

であること

停電対策

27 
電源供給設備は多重化されており、24 時間 365 日電源の安

定供給が可能であること

28 
無停電対策として、電源が冗長化されており、無停電電源装

置(UPS)が設置されていること

29 

商用電力の供給が停止した場合、無停電電源装置(UPS)によ

る電源供給中に非常用自家発電による電力供給がなされ、サ

ーバ・ネットワーク機器等を停止させることなく電力供給さ

れること

30 
非常用自家発電設備は、無給油で 24 時間以上連続運転可能

であること

その他の対策 31 漏水対策、落雷対策が取られていること

９．成果物・業務報告 

（１）契約時 

本システムの受託者は、契約後、速やかに下記に示す図書（紙面１部及び電子デー

タ） を提出し、本市の承認を得るものとする。 

業務実施計画書（作業項目・作業内容・役割分担等の記載のあるもの、工程 表、業

務実施体制、連絡網等を含む） 
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   （２）サイト及びアプリ構築業務 

（ア）システム 

      システム一式 

（イ）随時提出図書 

現時点では、下記に示す図書を想定している。詳細は受託者との協議による。本

システムの受託者は、随時、書類（紙面１部及び電子データ）を提出し、本市の承

認を得るものとする。 

会議記録 

各作業工程の計画・成果を示すドキュメント 

テスト計画、テスト実施要領、テスト結果が記された報告書 

（ウ）構築完了時提出図書 

現時点では、下記に示す図書を想定している。詳細は受託者との協議による。本

システムの受託者は、構築完了後、速やかに書類（紙面１部及び電子データ）を提

出し、本市の承認を得るものとする。 

      構築・導入業務完了届 

      システム設計書、サイト構造設計書 

システム操作マニュアル（CMS 操作者用）・運用手順書 

運用・保守実施体制図（構築と同様の場合は提出不要） 

   ※運用保守報告書 

（３）納入先 

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援推進担当課 

  （札幌市中央区南１条東１丁目大通りバスセンタービル１号館３階）

１０．特記事項 

（１）本業務の履行に当たり、仕様書等に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、

適宜本市及び受託者双方の協議により処理する。

（２）契約金額には、アプリの構築、運用、保守等に掛かる一切経費を含むとともに、

企画提案により付加された機能など、仕様書に記載はないが実施が効果的と認め

られる事項を行う場合においても、本契約金額の中で支出すること。

（３）本業務の履行に当たり、必要がある場合は相互調整のため、打ち合わせを行う

こと。

（４）本仕様書内で明記されていない事項であっても、本業務に付帯する作業につい

ては、履行しなければならない。
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（５）本業務履行に当たっては各種関係法令を確認・遵守するとともに、担当者の指

示に従い適正な履行に努めること。

（６）履行に当たり、受託者の不注意等の瑕疵により生じた故障等は受託者の責任に

おいて処理すること。

（７）本業務の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならない。た

だし、業務遂行上本業務の一部を再委託する必要がある場合は、あらかじめ本市

に申請し、承認を得ること。なお、再委託を行うことが仕様書等の趣旨及び内容

と照らし合わせ不適当と認められる場合、再委託を承認しないことがある。

（８）本市又は本市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札幌市の承諾を得たも

のについては、この限りではない。

（９）本業務の履行に当たり実施する打ち合わせ、資料、計画等の内容については、

外部に漏洩しないこと。配信するデータの取り扱いについても同様であり、アプ

リでの配信前にデータが第三者に漏えいしないよう、セキュリティ対策を徹底す

るとともに、従業員その他関係者への周知・指導を行うこと。

（10）受託者は、本業務の成果物に対し、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 
条（複製権）、第 23 条（公衆送信権等）、第 26 条の２（譲渡権）、第 26 条の３（貸
与権）、第 27 条（翻訳権、翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利用に関す
る原著作権者の権利）に規定する権利を、成果物の納入、検査合格後、直ちに札

幌市に無償で譲渡するものとする。ただし、本市がその一部又は全部について

譲渡することを要しないと認めた場合は、この限りではない。

（11）受託者は、本業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権（著作権、意匠権、商
標権等）、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しない

こと。

（12）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。」

受託者は、委託者および委託者から譲渡又は利用許諾を受けた第三者に対して、著

作者人格権を一切行使しない）


