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1. 概要 

1.1. 業務名 

「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」大会ウェブサイト構築・運用保守業務 

1.2. 背景 

1.2.1. これまでの経緯 

令和７年（２０２５年）に滋賀県で開催する第 79 回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）
と第 24 回全国障害者スポーツ大会（以下「障スポ」という。）で構成される『わた SHIGA 輝く国スポ・
障スポ』（以下「両大会」という。）に関する情報を滋賀県公式ホームページにおいて平成 30 年から情
報発信を行っている。 
1.2.2. 課題 

滋賀県公式ホームページはコンテンツの掲載について県庁内の複数部署の承認を要するため、迅速
な情報発信ができない。また、滋賀県公式ホームページは県職員が記事ページを作成することを前提と
しており、掲載できるコンテンツの種類やデザインに制限があり、両大会に特化した情報提供が難しい状
況となっている。 
1.2.3. 本業務の目的 

上記に示す課題の解決のため、以下①から④を満たした上で、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回
全国障害者スポーツ大会滋賀県回開催準備委員会（以下「準備委員会」という。）において両大会
の情報を発信するウェブサイトを新規構築する。 

① 両大会の開催に向けた情報の集約および迅速かつ広域的な発信 
② できるだけ多くの県民等が利用しやすいデザインおよび機能の実装 
③ 安全かつ安定したウェブサイト運用 
④ コスト適正化のため、無駄のないウェブサイト運用 

1.3. ウェブサイトの設計・構築の方針 

1.3.1. ウェブサイトの設計方針 

両大会の愛称・スローガンの趣旨を踏まえるとともに、両大会の認知度や開催機運を高め、多
くの人、特に 20 代以下の若年層および 30～40 代のファミリー層に興味をもってもらえるようなデ
ザイン・構成とすること。 

1.3.2. ウェブサイトの構築方針 

（１）デザイン・構成 
① モバイルファーストを意識したデザイン・構成にすること。 
② 利用者を退屈させない、デザイン・構成となるよう工夫すること。 
③ 業務の目的や対象者に応じたアクセシビリティ（アクセスのしやすさ）が確保された、見やす

く、使いやすいインターフェイスおよび構成とすること。 
④ 視覚的に分かりやすく、両大会マスコットキャラクター「キャッフィー」および「チャッフィー」を活用

して親しみやすいデザインとすること。 



5 
 

⑤ 準備委員会事務局が別途作成するポスターやリーフレット等の広報用印刷物のデザインと
相関したデザインとすること。 
なお、当該広報用印刷物のデザインは、業務開始時に準備委員会事務局から提供する。 

⑥ ウェブサイト全体の構造はできるだけシンプルなものとし、必要最低限の階層構造に留めるこ
と。 

⑦ 同一ページ内の各項目へのリンクを設定したボタンをページの先頭に設置するなど、長いペー
ジでも見やすいデザイン・構成となるよう工夫すること。 

⑧ グローバルナビゲーションを設置するほか、適切なナビゲーションを設置すること。 
全ページにおいて、それぞれの総合トップページ、国スポトップページ、障スポトップページに

アクセスができるグローバルナビゲーションを表示すること。 
⑨ 各トップページの配下のページには、属するトップページに合わせたナビゲーションを表示する

こと。また、ナビゲーションについて、公開後も追加・編集ができること。 
⑩ 全てのページに共通のデザインのヘッダー（ウェブサイト名、検索機能等）およびフッター

（運営元情報、メールフォーム（しがネット受付サービス）へのリンク等）を設置すること。 
（２）OS・ブラウザ等 

① ウェブサイトを閲覧するクライアント端末のブラウザとして、パソコンについては Google 
Chrome、Firefox および Microsoft Edge の最新バージョンに対応し、これらのブラウザ
で正常に動作させること。 

② Android、iOS 等の OS を搭載したスマートフォンおよびタブレットからのアクセスにも配慮し、
レスポンシブウェブデザインとすること。なお、クライアント端末は、出来るだけ多くの種類に対
応し、OS についても幅広く対応できるよう工夫すること。 

（３）その他 
① 必要に応じコンテンツおよびページ（以下「コンテンツ等」という。）の追加・更新・削除（以

下「更新等」という。）が可能な基本構造とすること。 
② サイトマップを作成すること。 

1.4. 参考ウェブサイト 

先行して構築されている県や東京オリンピック・パラリンピックのウェブサイトを調査・研究したうえで、構
築すること。 
大会名 URL 
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会 

https://tokyo2020.org/jp 

鹿児島県 https://kagoshimakokutai2020.jp/ 

三重県 https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/ 
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栃木県 https://www.tochigikokutai2022.jp/ 

佐賀県 https://www.saga2024.com 

1.5. ウェブサイトで発信する主な情報 

（１）両大会の概要および実施競技の一覧 
（２）両大会の競技会場のイラストマップおよび一覧 
（３）イベント情報、ボランティアの募集情報および入札情報 
（４）準備委員会事務局が運用するＳＮＳの表示 
（５）イメージソングの動画・音声 
（６）両大会ＰＲ動画・広報誌・ポスター等 
（７）開催準備委員会の各種様式、方針および規程等 

1.6. 業務委託範囲 

（１）ウェブサイトの設計および構築 
（２）ウェブサイトの公開 
（３）ウェブサイトの新規投稿および更新環境の整備（専用端末、サーバの用意） 
（４）大会広報誌スマートフォン（ウェブ）版のアップロード 
（５）ウェブサイトの運用保守ならびに運用支援 
（６）本業務にかかる打合せ 

2. 業務全体の要件 

2.1. 契約期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日まで 
ただし、ウェブサイトの運用開始は令和５年３月１日を予定している。 

2.2. 納品場所および窓口 

滋賀県大津市松本一丁目２－１滋賀県大津合同庁舎内 
準備委員会事務局（滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会局内） 

2.3. 成果物 

業務期間中の成果物は以下のとおりとし、納入期限までに納入すること。また、必要に応じて、各成
果物の補足資料も併せて納入すること。 

なお、成果物は電子ファイルで提出することとし、PDF 形式および Microsoft Office 2013（Word、
Excel または PowerPoint）以降の OpenXML 形式とすること。 
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表 1 成果物一覧 
業務区分 具体的な成果物 納入期限 

計画 作業計画書（実施体制、ＷＢＳ等を記載） 初回打ち合わせ実施後、速やかに
納入すること。 

設計 基本デザイン（トップページおよび各ページ） 令和４年 10 月 31 日 
※基本デザインを基に、各ページの

デザインを協議のうえ決定する。 
決定した内容に基づき、以降の
作業を進めること。 

基本設計書および詳細設計書（以下を想
定） 
・画面設計書 
・画面一覧 
・画面遷移図 
・機能概要 

令和４年 11 月 30 日 

構築 ソースコード一式 
（ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、画像データ等） 

令和４年 12 月 28 日 

テスト結果表 
（単体テスト、結合テスト、総合テスト） 

令和４年 12 月 28 日 

システムテスト計画書 令和４年 12 月 28 日 
システムテスト結果表 令和５年２月 28 日 
ウェブサイトアプリケーションソフトウェア一式（ウ
ェブサイト自体） 

令和５年２月 28 日 

運用保守 運用計画書 令和５年２月 28 日 
月次報告書 月次報告会開催時 

その他 打合せ議事録 打合せ実施後、1 週間以内 
操作説明書 令和５年２月 10 日 
業務完了報告書 令和５年３月 31 日 

2.4. 開発・導入スケジュール 

（１）基本設計 契約締結日～令和４年 10 月 31 日 
（２）詳細設計  契約締結日～令和４年 11 月 30 日 
（３）システム構築  令和４年 12 月１日～令和４年 12 月 28 日 
（４）テスト稼働  令和５年１月４日～令和５年２月 28 日 
（５）運用開始  令和５年３月１日～ 
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2.5. 業務体制および打合せ 

（１）本業務の責任者を置くこと。 
（２）責任者は、長期療養、死亡、退職等の不測の事態を除き、本業務の開始から運用開始ま

で同一人物とすること。 
（３）責任者および作業メンバーは、本業務の遂行に必要なスキルを十分に有すること。 
（４）作業メンバーは、滋賀県と十分な協力が図れる体制とすること。 
（５）以下の内容を記載した作業計画書を作成し、準備委員会事務局の承認を得ること。 

① 作業メンバーを記載した実施体制図 
② 「2.4 開発・導入スケジュール」で示したスケジュールについて、作業を細分化した WBS 

（６）業務の遂行にあたり、作業計画書の内容に変更が必要となる場合、準備委員会事務局と協
議し、承認を得ること。 

（７）業務の遂行にあたり、受託者は契約締結後直ちに、および運用開始までは１か月に１回程
度準備委員会事務局と打合せを行い、連携を密にして事業を実施することとする。 

この打合せの中で、本ウェブサイトのデザインの詳細について協議を行い、準備委員会事務
局と受託業者が合意した内容については、本ウェブサイトのデザインおよび構成に反映させるこ
と。 

（８）作業メンバーを変更する場合は十分な引継ぎを行い、業務に支障をきたさないようにすること。 

2.6. 開発環境およびアクセス制限 

（１）開発作業場所は受託者オフィスとする。操作研修等で準備委員会事務局の施設を利用す
る場合は、準備委員会事務局と協議しスケジュールを調整すること。 

（２）開発作業のために必要な機材は受託者が準備すること。 
（３）本ウェブサイトのサーバ管理に使用する受託者の端末（以下「管理用端末」という。）は、Ｉ

ＰアドレスまたはＭＡＣアドレスによる認証を行い、端末の利用者についてはＩＤ・パスワード
による管理を行うこと。 

（４）本ウェブサイトのサーバ管理に使用するＩＤは必要最小限とし、ＩＤに対する権限は明確か
つ必要最小限にすること。なお、ログインＩＤは本委託業務に携わる作業者の人数分とし、
共用はしないものとする。 

（５）端末には、パスワードを記憶させないこと（オートコンプリート機能は使用しないこと。）。 
（６）開発作業場所の施錠や機器の固定等の盗難防止や破損等を防止するための対策を講じる

こと。 
（７）本業務に関して行った作業について記録すること。 
（８）再委託の承認を受けた場合を除き、受託者以外にサーバへのアクセスを行わせてはならない。 
（９）端末からサーバへの接続に無線ＬＡＮを用いる場合は、以下の要件を満たした接続を行うこ

と。 
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① 接続に関する認証は「ＩＥＥＥ８０２．１Ｘ（ＥＡＰ）認証」もしくは「ＰＳＫ認証」
を使用すること。なお、「ＰＳＫ認証」を使用する場合は、パスフレーズの文字数を 20 文字
以上で設定し、定期的に更新を行う。 

② 通信内容の暗号化の方式については、「ＣＣＭＰ方式 」を使用すること。なお、「ＷＥＰ
方式」、「ＴＫＩＰ方式」については脆弱性があるため使用しないこと。 

③ 無線ＬＡＮを利用できる場所として設定した範囲を超えて電波が漏出しないよう、電波の
伝搬範囲を限定すること。 

④ 無線ＬＡＮのアクセスポイントの管理用パスワードを適切に設定し、定期的に更新を行うこ
と。 

2.7. ウェブサイトの利用者および規模について 

2.7.1. 対象業務の利用者および操作権限 

各利用者の操作内容および権限は以下のとおり想定している。 
利用者の種類ごとに、権限外の操作ができないよう、権限を適切に割り当てること。 

表 2 利用者の種類および権限等 
利用者の種類 利用者 想定する操作および権限 
管理者 準備委員会事務局の職員 ・ ウェブサイトの管理 

・ 全てのコンテンツ等の更新等ができる。 
・ 上限５アカウント（全て別ＩＤ） 
・ 各種通知受信用のメールアドレスを登録・

変更できることとする。 
受託者 本業務を受託した者 ・ ウェブサイトの管理 

・ サーバの管理 
・ 管理者の登録、ＩＤ発行を行う。 
・ 全てのコンテンツ等の更新等ができる。 
・ 上限３アカウント（全て別ＩＤ） 
・ 各種通知受信用のメールアドレスを登録・

変更できることとする。 
一般利用者 一般の県民の方等 ・ ウェブサイトの閲覧 

・ ウェブサイトを経由したメールフォームからの
問合せ、申請等 

・ イメージソング等のダウンロード 
2.7.2. 権限の管理 

権限については、以下のとおり管理できること。 
（１）各ＩＤ（管理者、受託者）にはパスワードを設定し、各自がパスワードを変更できること。 
（２）パスワードは、半角英数字混在 10 文字以上とする。 
（３）各ＩＤについて、12 か月ごとにパスワードの更新を促すメッセージを表示させること。 
（４）12 か月を超過してログインした場合、パスワードの変更を強制すること。 
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2.7.3. 対象業務の規模 

（１）開催年のトップページのアクセス数は、20 万件程度／１日を想定している。 
（２）管理者によるコンテンツ等の更新件数は、50 件程度／１月を想定している。 

3. ウェブサイトの構築要件 

3.1. サーバ構築 

（１）ウェブサイトに必要なサーバは受託者が調達用意すること。 
サーバの調達には、ホスティングサービスおよびクラウドサービスを利用してもよいが、共同利

用は行わないこと。ホスティングサービスおよびクラウドサービスを利用する場合は、ベンダーの業
者名、所在地、提供されるサービスの内容、セキュリティ機能等を準備委員会事務局に報告
し、事前に承認を得ること。 

（２）ウェブサーバおよびデータベースサーバについては、ＯＳレベルで独立したものとすること。 
物理または仮想に関わらず、本ウェブサイトのサーバＯＳを独立した構成にすることで、他の

サーバへのサイバー攻撃があった場合等に、影響を受けないウェブサイトを構築すること。 
サーバを物理的に独立させるほか、同一筐体内に複数の仮想サーバを持つ構成も可とする。 

（３）サーバが設置されるデータセンターについては、入退室管理、停電時の補助電源設備、耐震
構造を備え、24 時間 365 日有人監視体制のセキュリティが十分確保された日本国内のデ
ータセンターとすること。 

3.2. ウェブサイトの機能要件 

ウェブサイトは以下に示す機能を実装すること。ただし、基本要件のうち【追加項目】列が「●」となって
いる機能については、本業務において対応可能なものは提案のうえ実装すること。 
3.2.1. 基本要件 

基本要件は、【別紙 基本要件表】のとおり。 
「必須項目」は必ず満たさなければならないものとする。また「追加項目」は、必須の要件ではないが本

業務の受託業者選定の際の評価に反映する。なお、対応方法が異なる場合やカスタマイズまたは他の
ソフトとの連携等により対応が可能となる場合は、その旨をその旨を提案書に詳細に記載すること。ここに
書かれた内容も本業務の受託費用に含むものとする。 
3.2.2. ウェブサイトの基本構成 

（１）ウェブサイトは３つのウェブサイト構成とし、各大会のトップページへのリンクや共通のお知らせを
設置した総合トップページをもう置けること。 
・ 総合トップページ 
・ 国スポ用ウェブサイト 
・ 障スポ用ウェブサイト 

（２）総合トップページには、両大会の新着情報や大会開催までの日数のカウントダウン（自動更
新）等を掲載すること。 
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（３）総合トップページ、国スポトップページ、障スポトップページおよび企業協賛ページ下部に協賛
企業のバナーを表示できるデザインとすること。 

 
3.2.3. ウェブサイトのコンテンツ等の更新等 

（１）管理者によるコンテンツ等の更新等が行える仕組みを提供すること。準備委員会事務局がコ
ンテンツとして設置したいものは【別表１】サイト概要のとおりである。 

（２）準備委員会事務局の職員によるウェブサイトのコンテンツ等の更新等は、準備委員会事務局
のインターネット環境に接続した専用端末３台を用いて行う（専用端末は５年間のサポート
付きのものを受託者が用意する）。 

表 3 専用端末のスペック 
項目 内容 
ＯＳ Microsoft Windows 10 
ＣＰＵ Intel Corei5-6300U（2.4GHz) 
メモリ 8GB 
ＨＤＤ／ＳＳＤ 500GB 以上 
画面解像度 HD(1366×768)～フル HD（1920×1080） 
主なアプリケーション Adobe Reader DC 
ブラウザ Google Chrome 
（３）準備委員会事務局がウェブサイト内のページとして設置したいものは【別表２】サイトマップのと

おり想定しているが、将来的にページの更新等が容易となるように構築すること。 
また、受託者が「1.3.2 ウェブサイトの構築方針」で準備委員会事務局が示したウェブサイト

の構築方針に沿った形でアイデアを加えることを決めた場合は、「1.6（６）本業務にかかる
打合せ」の打合せで、採用されたページの最終決定を行う。 

なお、初期データについては、準備委員会事務局と協議のうえ決定し、ウェブサイトに反映し
たうえで運用開始時に公開すること。 

3.3. ウェブサイトの非機能要件 

3.3.1. ライフサイクルコスト 

ウェブサイトの開発から本格稼働までに必要なソフトウェア開発費用、ソフトウェア購入費用、ハードウェ
ア設置費用等のイニシャルコストと、ウェブサイトの本格稼働からウェブサイト廃止までに必要なハードウェア
保守料、ソフトウェア保守料、備品代、リース料等のランニングコスト、ウェブサイト撤去に必要な費用を総
合的に考慮し、本ウェブサイトが本格稼働後５年間稼働する想定でライフサイクルコストが安くなるシステ
ム構成とすること。 

なお、準備委員会事務局の要望により機能改修等が発生する場合の費用は、都度協議のうえ決定
するため、現時点では考慮しなくてよい。 
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3.3.2. セキュリティ要件 

（１）機密性・完全性の要件は以下のとおりとする。 
① サーバＯＳやミドルウェア等については、既知のセキュリティホールやバグ等について構築中に

全て対策を講じること。 
② ウィルスへの感染を防止するため、専用端末、管理用端末およびサーバにウィルス対策ソフ

トを導入し、適切な対策を実施する等、悪意ある攻撃に対して適切な対策ができる仕組
み・体制を整えること。 

③ 必要に応じて調査および分析を行うことができるように、システムおよびアプリケーションのアク
セスログ、操作ログ、エラーログ（以下「各種ログ」という。）を取得できる仕組みとすること。
なお、各ＩＤ（管理者・受託者）およびアクセス元単位で処理内容が確認できること。 

④ 本ウェブサイト利用状況の分析を行うことができるように、閲覧記録（閲覧総数、アクセス
元情報、閲覧端末の種類等）を残す仕組みとすること。 

⑤ クライアント端末から本ウェブサイトとの通信にはＳＳＬ（ＴＬＳ）による暗号化通信を行
うこと。 

⑥ 不正アクセス等のサイバー攻撃対策として、情報処理推進機構（ＩＰＡ）の「安全なウェ
ブサイトの作り方」（最新版）および別冊「安全なＳＱＬの呼び出し方」に準拠した実装
を行うこと。不具合対応等でプログラムを修正する場合も、同様の方針とする。（ＵＲＬ：
https://www.ipa.go.jp/） 

⑦ パスワードが不正利用されないように、パスワードをデータベースに保存する場合は、暗号化
を行うこと。 

（２）可用性の要件は、以下のとおりとする。 
① 無停電電源装置を設置する等、サーバに安定的に電源を供給すること。 
② 外部ネットワークからの不正または大量アクセスによりサーバの利用に支障が出ないようにす

るため、情報機器およびネットワークの冗長化や専用の対策装置の導入、サイバー攻撃対
策サービスの利用など、可用性を確保するための対策を講じること。 

③ その他要件は「4.3SLA（Service Level Agreement）」に定める。 
3.3.3. その他要件 

（１）本ウェブサイトへの来訪の機会を多く提供するために、他のページからのリンクの作成、ＨＴＭ
Ｌによる語句の強調、適切なキーワードをタイトルやページ先頭に記載する等の検索エンジン
最適化措置（ＳＥＯ対策）を行うこと。ただし、ブラックハットＳＥＯを用いるなどの不適切
な誘導は行わないこと。 

（２）ドメインについては、準備委員会事務局と受託者が協議のうえ決定したものを受託者が調達
すること。 

なお、ドメイン名は、分かりやすく、使いやすい表記とする。（必要に応じてハイフン「-」を使っ
て、利用者が分かりやすい表記を行う。また、利用者が入力しやすいよう、文字数を短くするこ
とが望ましい。ただし、短縮することで意味が不明確にならないよう留意する。） 
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（３）モバイル端末への配慮およびプログラムの保守性向上を目的として、原則としてＨＴＭＬ５を
用いること。ＨＴＭＬ５を用いない場合は、その理由を準備委員会事務局に連絡し、合意
すること。 

（４）ＣＭＳ等を用いることで、専門知識を要さず、準備委員会事務局の職員がＧＵＩで容易に
コンテンツ等の更新等業務を実施できる仕組みとすること。また、更新等作業によって全体のレ
イアウトが崩れることがないよう対策を行うこと。 

3.4. データの移行 

現在、滋賀県公式ホームページに設置しているページ 1（以下「現行ページ」という。）で公開してい
るコンテンツを、本ウェブサイトに移行すること。  
3.4.1. データの移行にかかる整理 

総ページ数は 330 ページ程度であり、移行先および移行元は、基本的に【別表２】サイトマップおよび
【別表３】サイトマップ（現行）に記載された番号のとおりである。 

「開催準備（実行）委員会」以下の階層のページは、階層およびページ数が多いため、そのまま移行
をせず、ページ数が最小限になる工夫について提案すること。 
3.4.2. リダイレクト 

ウェブサイトが本格稼働するタイミングで、現行ページは準備委員会事務局で削除する。削除後に現
行ページにアクセスしたクライアント端末に対して、該当するウェブページに自動で遷移できる設定について
県と協議の上、設定ファイル作成のサポートをすること。 

3.5. テスト 

以下のテストを行うこと。なお、テスト環境は受託者が用意すること。 
3.5.1. 単体テスト、結合テスト、総合テスト 

（１）実装、詳細設計、基本設計の各工程の要件を確認するため、単体テスト、結合テスト、総合
テストを行い、不具合を検出できた場合は、修正のうえ影響範囲を含めて再度テストを行うこ
と。 

（２）テスト実施後は、テスト結果表を準備委員会事務局に提出すること。 
3.5.2. システムテスト 

本ウェブサイトの公開前に、システムテストを実施すること。 
（１）テストは受託者が主体となって実施することとし、準備委員会事務局がサポートを行う。 
（２）実施方法としてはテスト環境での事前検証と、本番環境における最終検証を行う。 
（３）事前検証および最終検証とも事前にテスト計画書を準備委員会事務局に提出し、承認を

得たうえで実施すること。 
（４）テスト計画書は、本仕様書に記載するすべての機能、受託者が提案した機能、および打合せ

により合意した機能が正常に動作することが確認できるように作成すること。 

                                         
1 https://www.pref.shiga.lg.jp/2024/index.html 
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（５）テスト実施後は、テスト結果表を準備委員会事務局に提出すること。 

3.6. 拡張性 

開催年度に向けてウェブサイト内のコンテンツ等およびサイト閲覧者も増加することが見込まれることか
ら、サーバを拡張する場合の費用および見積方法を提案すること。 

3.7. 研修／教育 

（１）構築したウェブサイトの操作に関する操作説明書を作成すること。 
① ウェブサイト設計に基づき運用・操作・データメンテナンス（登録、修正）等の目的別に操

作中画面を表示するなど、分かりやすい操作説明書を作成すること。 
② 上記基本操作のほかに、準備委員会事務局の指示する操作についても操作説明書に反

映させること。 
③ 運用作業内容の変更等により修正が発生した場合には、履歴管理を行ったうえで速やかに

操作説明書を修正すること。   
④ 操作説明書の修正にあたっては準備委員会事務局に説明を行い、承認を受けたうえで準

備委員会事務局に提出すること。 
（２）本運用開始前に、以下のとおり準備委員会事務局職員向けの操作研修を実施すること。 

① 受託者が研修用マニュアルを準備し、講師を派遣すること。 
② 研修用マニュアルは、（１）で作成した操作説明書を流用してもよい。 
③ 準備委員会事務局職員への研修案内や出席者の調整は準備委員会事務局側で行う。 
④ 実施時期は令和５年２月に、滋賀県庁内で１回（受講者は 40 人程度）を予定して

いるが、詳細については準備委員会事務局と調整を行うこと。 

3.8. 大会広報誌スマートフォン（ウェブ）版アップロード 

準備委員会が別途作成する大会広報誌スマートフォン（ウェブ）版（第４号）のデータをサーバに
アップロードすること。 

なお、当該データは、「HTML ファイル」、「CSS ファイル」、「画像データ（JPEG ファイル、PNG ファイル
等）」、「動画データ（MP4 ファイル等。使用する場合のみ。）」および「JavaScript ファイル（使用す
る場合のみ。）」のみを使用する。 

また、アップロード作業の中でデザイン崩れ等の不具合が発生した場合は、準備委員会事務局がデー
タの修正作業を行う。 

 

4. ウェブサイト運用保守の要件 

4.1. ウェブサイトの運用保守 

（１）以下のセキュリティ対策を行うこと。 
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① ミドルウェアおよびソフトウェア等について、管理表等を用いて適切にライセンス管理を行い、
不正使用を防止するとともに、サポート期限が切れたものを使用しないよう適切に更新する
こと。 

また、セキュリティパッチが提供された場合は、ベンダーリリース後、速やかに内容の確認お
よび検証を行い、適用の要否および本ウェブサイトへの影響の有無を準備委員会事務局に
報告し、準備委員会事務局が必要と認めた場合は、適用すること。セキュリティパッチの適
用は、原則として、ベンダーリリース後１日以内とするが、検証に時間を要する場合は、準
備委員会事務局の承認を得ること。 

なお、準備委員会事務局または滋賀県総合企画部 DX 推進課から脆弱性情報等の
提供があった場合も、調査を行い、同様の対応を行うこと。 

② 管理用端末およびサーバについて、ウィルス対策ソフトウェアを常時稼働させ、定期完全スキ
ャンおよびパターンファイルの更新を行うこと。 

定期完全スキャンは自動設定も可とするが、少なくとも週１回以上は行うこと。 
また、パターンファイルの更新は、原則として、ベンダーリリース後１日以内とする。 

③ 障害（故障等）または不正行為（不正アクセス、改ざん、コンピュータウィルス感染等）が
発生した場合は、直ちに状況を把握のうえ、発生確認から２時間以内に準備委員会事
務局へ報告し、緊急措置等の指示を受けること。この場合、被害状況の分析を円滑にする
ため、ログおよび状態の保持にも配慮すること。 

また、原因究明、対処措置、類件がないかの確認、および再発防止策を滋賀県に報告
し、速やかに復旧すること。 

回復時間は、「4.3SLA（Service Level Agreement）」に定める。ただし、本業務
対応時間外でも、少なくとも連絡がとれる体制とし、重大な障害または不正行為が発生し
た場合は、翌営業日までの暫定措置として、ウェブサイトの公開停止措置（公開を停止し、
トップページを停止告知情報に差し替える、ＳＮＳ等の代替措置を案内するなど）を行う
こと。 

④ 各種ログを週１回以上確認し、本ウェブサイトに不正アクセス等の被害がないか確認するこ
と。 

不正アクセス等の被害を検出した場合、または兆候が見られる場合は、速やかに準備委
員会事務局に報告し、指示を仰ぐこと。その後の対応は、上記③による。 

⑤ インターネットに公開するサーバを保護するファイアウォールについて、通信ポートおよびＩＰア
ドレスの設定を適切に管理し、不正アクセスから保護すること。 

⑥ 同一ＩＰアドレスからのセッション数の上限設定をする等、ＤＤｏｓ攻撃への対策を行い、
定期的に設定を見直すこと。 
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（２）サーバおよびソフトウェア等の保守および不具合の修正を行うこと。 
プログラムの修正が必要な場合は、影響範囲を精査し、プログラム修正、影響範囲のテスト

およびレグレッションテストを行ったうえでリリースし、テスト結果書を準備委員会事務局に提出
すること。 

なお、軽微な修正の場合は、準備委員会事務局の承認を得たうえであれば、月次報告書
での報告も可とする。 

（３）以下のとおり、バックアップを行うこと。また、必要に応じてリストアを行うこと。 
① 各種ログおよびデータのバックアップ取得は１日１回以上とする。 

具体的な時間帯は、別途協議により決定するが、業務および利用者への影響が少ない
時間帯（深夜等）を想定している。 

② 上記の各種ログおよびデータのバックアップは、取得後１年間保存することとし、少なくとも月
１回はＣＤ－Ｒ等の外部記憶媒体に保存し、準備委員会事務局に提出すること（前
回提出以降に取得したバックアップのみでよい。）。 

なお、バックアップを外部記憶媒体に保存する場合は、鍵のかかるラックに保管するなど盗
難防止措置を講ずること。 

③ プログラムの大幅な改修を行う場合は、フルバックアップを行うこと（事前、事後の２回）。 
④ リストアが必要な場合は、準備委員会事務局の承認を得たうえで、リストアおよび回復テス

トを行い、速やかに運用を再開すること。なお、この場合は、直前のバックアップ時の状態に
戻すことを原則とする。 

（４）稼働監視（ハードウェア・ソフトウェアのパフォーマンス監視）を１日１回以上行うこと。 
稼働状態に異常（兆候も含む。）が認められる場合は、準備委員会事務局に報告し、

信頼性の維持のために必要な対応を実施すること。 
（５）不要なデータの削除およびディスク容量の確認を月１回以上行い、容量が逼迫している場合

（おおむね、空き容量が 10％未満となった場合）は準備委員会事務局に報告すること。ま
た、準備委員会事務局から指示があった場合は、拡張等の対応を行うこと。 

なお、拡張に伴いリソース利用料等の追加費用が発生する場合は、準備委員会事務局と
相談のうえ対応方針を決定する。ただし、リソース追加設定作業のみの場合は本業務内で対
応すること。 

（６）上記（１）～（５）の作業により、設計またはプログラム等に変更が生じた場合は、基本設
計書、詳細設計書、およびその他資料の該当箇所を修正する等、適切な変更管理を行うこ
と。 

また、資料を修正する場合は、変更履歴を記録すること。 
（７）以下の情報について、月次報告書を作成し、報告を行うこと。 

① 上記（１）～（５）の各状況（対応の有無、対応内容、対応後の状況） 
② ウェブサイトの閲覧状況（各ページの閲覧者数、可能であれば閲覧元の地域） 
③ その他（保守運用範囲内での改善提案、調整事項等） 
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月次報告定例会については、月１回程度を想定しているが、詳細は別途協議のうえ決
定する。 

なお、会議室は原則として準備委員会事務局が用意するが、受託者側の環境が整え
ば、ウェブ会議等を用いて遠隔で行うことも想定している（準備委員会事務局では、
Zoom を導入している。）。 

（８）電話およびメールにて、本ウェブサイトに関する運用支援・ヘルプデスクを行うこと。 
（９）準備委員会事務局から指示があった場合は、障害または不正行為等のインシデント発生を

想定した緊急時対応訓練を行うこと。訓練により課題が発見できた場合は、準備委員会事
務局と相談のうえ、運用保守および対応方法を見直すこと。なお、実施回数は、年に１回と
する。 

運用保守および対応方法を見直す場合、軽微な変更については本業務内で対応すること
とするが、運用保守体制の増強を要するなどの大幅な変更が必要な場合は、追加費用につ
いて準備委員会事務局と相談のうえ対応方針を決定する。 

4.2. 運用保守環境およびアクセス制限 

運用保守業務においても、「2.6 開発環境およびアクセス制限」の要件を遵守すること。 

4.3. SLA（Service Level Agreement） 

サービスレベルの評価項目および目標値は、おおむね以下に示す内容を想定しているが、詳細につい
ては本仕様書に基づく提案を参考として、別途協議のうえ決定する。 

 
 

表 4 サービスレベルの評価項目案 
評価項目 基準値 
可用性 サービス提供時間 

（ウェブサイト公開時間） 
24 時間 365 日（計画停止・定期保守を除く。） 

本業務対応時間 9 時から 17 時まで（日曜日、土曜日、祝休日お
よび 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。） 

計画停止予定通知 2 週間前までに通知すること。 
計画停止日数 別途協議のうえ決定する。 
サービス稼働率 98％以上（月間） 
障害・不正行為・不具合受
付 

本業務対応時間内とする。 

障害・不正行為・不具合回
復時間 
※ウェブサイトの停止を伴わ
ない場合 

48 時間以内 
ただし、本業務対応時間外に障害、不正行為また
は不具合が発覚した場合は、翌営業日の本業務
対応時間開始時刻から 48 時間とする。 
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評価項目 基準値 
目標復旧時間（ＲＴＯ） 
※ウェブサイトの停止を伴う
場合 

24 時間以内 
ただし、本業務対応時間外にウェブサイトが停止し
た場合は、翌営業日の本業務対応時間開始時刻
から 24 時間とする。 

目標復旧時点（ＲＰＯ） １日以内（前日のバックアップ取得時点） 
画面レスポンス 参照系：平常時 3 秒以内、ピーク時 5 秒以内 

更新系：平常時 5 秒以内、ピーク時 10 秒以内 
信頼性 システム監視 １日１回以上のハードウェア・ソフトウェアのパフォー

マンス監視 
機密性 個人情報等の非公開情報

の漏えい事故 
0 件 

完全性 ウェブサイトの改ざん 0 件 
運 用 支 援 対
応 

問合せ対応 本業務対応時間内とする。 
受付率 80％以上、即答率 50%以上（調査後
回答目標時間 １日以内） 

月次報告定例会 月に１回実施 
受託者がサービスレベルを達成できなかった場合、金銭的なペナルティは課さないが、準備委員会事

務局は受託者に対しサービスレベルの達成に向けた対応を勧告することができる。この場合、受託者は、
達成できなかった理由および改善の方針を記載した報告書を準備委員会事務局に提出し、運用保守
体制の改善を含め、サービスレベルを達成するために必要な対応を実施すること。 

4.4. その他要件 

運用保守業務において、プログラムを修正する場合は、「3.3.2 セキュリティ要件」の要件を遵守するこ
と。 

5. 留意事項 

5.1. 検収方法 

（１）準備委員会事務局が、全ての成果物を受領し、承認することで検収とする。 
（２）成果物の承認結果は、受領後 10 日以内に通知する。この期間内に通知がない場合は合

格したものとみなす。 

5.2. 機密保護・個人情報保護 

（１）本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この項については、契約期間の終
了または解除後も同様とする。 
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また、成果物（業務の過程で得られた記録等を含む。）を準備委員会事務局の許可なく
第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。 

（２）本業務の遂行のために準備委員会事務局が提供した資料、データ等は本業務以外の目的
で使用しないこと。 

また、これらの資料、データ等は委託終了までに準備委員会事務局に返却すること。 
（３）本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分

認識し個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。 
（４）本業務に従事する者に対して、個人情報保護の教育を行うこと。 
（５）個人情報等の特に重要な情報については、漏洩、改ざんを防ぐため厳重に管理するとともに、

本業務の目的以外で利用してはならない。 
（６）再委託を行う場合、上記の（１）から（５）の規定は再委託先にも遵守させること。 
 

5.3. 契約不適合責任 

本業務の成果物（本ウェブサイト）の検収後、１年の間に、正当な理由なく、この仕様書に記載し
た要件を満たしていないことが判明した場合および受注者の責任とみなされる不具合が生じた場合には、
準備委員会事務局と協議の上、無償で改良すること。 

なお、この場合、不足している機能および不具合部分のみを修正することとし、これらの改良のために
ユーザーインターフェイスおよび操作内容を変更しないこと。 

5.4. 法令遵守 

本業務の遂行に当たっては以下に掲げる法令等を遵守しなければならない。 
（１）不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第 128 号） 
（２）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 
（３）滋賀県個人情報保護条例（平成 7 年滋賀県条例第 8 号) 
（４）滋賀県情報セキュリティ対策基準「委託事業者遵守事項」（別記参照） 

5.5. 権利の帰属 

権利の帰属については、契約書に定める。 

5.6. 再委託 

本業務を再委託する場合、事前に再委託範囲および再委託先を準備委員会事務局に提示し、承
認を得ること。なお、責任者の再委託は認めない。 

また、再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は受託者の
責任において解決すること。 
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5.7. その他 

受託者は、本業務の実施にあたり本仕様書に記載のない事項または疑義が生じた場合は、速やかに
準備委員会事務局と協議を行い、作業を実施すること。 

その他、委託業務内容の効果的な実施のために必要な事項については、準備委員会事務局と受託
者が協議の上定める。 
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別記 

滋賀県情報セキュリティ対策基準「委託事業者遵守事項」 
 
(データおよび入出力帳票の管理) 
第１ データおよび入出力帳票を県の外部で持ち運ぶ場合または電子メール等により県へ送信する

場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）事前に県の許可を得ること。 
（２）鍵付きのケースへの格納、暗号化、パスワードの設定など、不正利用の防止および機密性

を保持するための措置を講ずること。 
（３）盗難、紛失等のないよう厳重に管理し、委託事業者のシステム機器以外では取り扱わな

いこと。 
 
第２ データおよび入出力帳票を取り扱う作業を行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 
（１）ファイル交換プログラムが記録されたシステム機器を用いないこと。 
（２）取り扱ったデータおよび入出力帳票は、削除または県へ返却すること。 

 
第３ データおよび入出力帳票が委託事業者以外の外部の者により、使用または閲覧されることがな

いように、離席および退室時においては、端末のロックや記憶媒体、入出力帳票の容易に閲覧され
ない場所への保管等を行わなければならない。 

 
(ネットワークの接続制限) 
第４ 委託事業者のシステム機器を県のネットワークに接続してはならない。ただし、県の許可を得た

場合はこの限りでない。 
 
(ウィルス等対策) 
第５ コンピュータウィルス等の不正プログラム（以下「ウィルス等」という。）の対策に関し、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 
（１）ウィルス等対策プログラムを常時稼働させておき、委託事業者のシステム機器がウィルス等に感

染していないか定期的に確認すること。 
（２）ウィルス等対策プログラムのパターンファイルは常に最新のものに保つこと。 
（３）県とのデータまたはプログラムの受渡しを行う前には、必ずウィルス等チェックを行うこと。 



別紙　基本要件表
大分類 小分類 番号 内容 必須項目 追加項目

1.基本情報 基本情報 1-1
ウェブサイトを閲覧するクライアント端末にソフトのインストールなどをする必要が無い
こと。

●

1.基本情報 基本情報 1-2 専用端末のブラウザを通し、ID,PASSWORD認証にてログインできること。 ●
1.基本情報 基本情報 1-3 ユーザー数、ページ数の増減により、価格が変動しないこと。 ●
1.基本情報 基本情報 1-4 ページのＰＶ数によって、価格が変動しないこと。 ●

1.基本情報 基本情報 1-5
ページ編集時や承認時の各操作など、日常的に行う操作については、操作者がスト
レスを感じない応答時間（概ね3秒以内）とする。（業務処理負荷の高い時間帯等は除
く。）

●

1.基本情報 基本情報 1-6
メンテナンス時などの閲覧ができない状態の時には、メンテナンス中をアナウンスする
トップページに簡単に切り替えられること。

●

1.基本情報 基本情報 1-7 色変更機能、文字サイズの変換等、アクセシビリティに配慮した機能があること。 ●
1.基本情報 基本情報 1-8 音声読み上げ機能があること。 ●
2.ページ作成機能 基本的な仕様 2-1 外国語のページに対応できるよう、UTF-8の文字コードに対応すること。 ●

2.ページ作成機能 基本的な仕様 2-2
各ページのテキストを、英語、ポルトガル語、中国語等に翻訳することのできる機能を
設けること。

●

2.ページ作成機能 基本的な仕様 2-3
作成するページのURLは公開する前にわかること。また、簡単な操作でページのURL
を変更できること。

●

2.ページ作成機能 #REF! 2-4 文章入力や装飾などはWordに似た操作感で行えること。 ●

2.ページ作成機能 #REF! 2-5
PCページとスマートフォン・タブレット端末のページを同時に生成できること。
※レスポンシブWEBデザインとする。

●

2.ページ作成機能 #REF! 2-6 制作途中のページを一時的に保存し、再ログイン後編集を再開できること。 ●

2.ページ作成機能 #REF! 2-7
ページを一時的に非公開とできること。（外部からは見られないが、CMS内にはファイ
ルが存在。）

●

2.ページ作成機能 #REF! 2-8
作成・編集したコンテンツ等の公開期間を「年」、「月」、「日」、「時」、「分」のレベル ご
とに設定することが可能であること。

●

2.ページ作成機能 #REF! 2-9 更新中のコンテンツ等を他のユーザが更新できないような排他機能を有すること。 ●
2.ページ作成機能 属性情報 2-10 作成するページは「国スポ」「障スポ」「共通」「募集情報」等の属性をつけられること。 ●

2.ページ作成機能 新着情報 2-11
特定のコンテンツ等を作成・編集した際に、その内容を総合トップページ等の新着情
報・トピックス欄に自動的に表示させる、または表示させないことを選択できる機能を
有すること。

●

2.ページ作成機能 新着情報 2-12 各ページの属性情報別に新着情報に表示ができること。 ●

2.ページ作成機能 新着情報 2-13

総合トップページの新着情報・トピックスには全ての属性情報に関するページの新着
情報を表示できるよう設定できること。属性情報が「国スポ」のページは国スポトップ
ページの新着情報に表示し、属性情報が「障スポ」のページは障スポトップページの
新着情報に表示すること。

●

2.ページ作成機能 新着情報 2-14 新着情報・トピックスへの掲載はそれぞれ掲載期間の設定が可能であること。 ●

2.ページ作成機能 新着情報 2-15
新着情報・トピックスへの自動掲載時にタイトルとともに「ジャンル」「日付」などの付加
的な情報の表示の設定が可能であること。また、「日付」は任意で指定できること。

●

2.ページ作成機能 新着情報 2-16
新着情報・トピックスへの自動掲載時に、自動的に各コンテンツ等へリンクが設定でき
ること。

●

2.ページ作成機能 新着情報 2-17
新着情報・トピックスに掲載する場合、任意の期間にその情報が新着情報であること
を示すためのマークの表示を可能とすること。

●

2.ページ作成機能 新着情報 2-18
新着情報・トピックスに掲載する場合、任意の件数だけを表示させる機能を有するこ
と。

●

2.ページ作成機能 他データの流用・表 2-19
WordデータおよびExcelデータ等を取り込む（もしくはコピー＆ペーストする）ことができ
ること。
その際、アプリケーション特有のHTML表現を削除できること。

●

2.ページ作成機能 他データの流用・表 2-20
表をCMS内で作成でき、Excelデータから取り込む（もしくはコピー＆ペーストする）こと
もできること。また、表の加工（行、列の追加や削除・見出しセルの設定、幅のパーセ
ント指定など）が、ソースを編集せずに簡易な作業で行えること。

●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-21 簡易な操作でページ内に画像を配置できること。 ●
2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-22 画像の代替テキスト（ALT属性）の未入力を防ぐために、アラートが表示されること。 ●
2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-23 画像の代替テキスト（ALT属性）入力の際、alt=""（空）を指定できること。 ●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-24
ページ配置のために、登録できる画像のファイル種別（JPEG・GIFのみ、等）を制限す
ることができること。

●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-25 公開する画像のファイル容量（またはサイズ）を制限することができること。 ●
2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-26 CMS内で画像のリサイズや切抜きをする機能があること。 ●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-27
全作成者が共通で使用可能な画像の素材集が設けられること。また、その素材集
は、管理者によって、追加・削除可能なこと。

●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-28
ページにPDF等の各種ファイルが添付でき（Word、Excel、PDFは必須）、ファイル種別
は規制できること。

●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-29
添付したファイルの種類、サイズの表記が自動で挿入されること。
また、PDFの場合、AdobeAcrobatReaderのダウンロード用リンクバナーが自動挿入さ
れること。

●

2.ページ作成機能 画像・添付ファイル 2-30 添付ファイルのファイル容量を、統一して制限できること。 ●

2.ページ作成機能 リンク 2-31
サイト内でリンク設定をする場合には、画面上でリンクを遷移できるなど、簡易に設定
することができること。

●

2.ページ作成機能 リンク 2-32 サイト内の文字列や画像等にリンクを簡易に設定することができること。 ●

2.ページ作成機能 リンク 2-33
外部リンクを設定した場合には、任意のルールに基づき、リンクの後ろに「外部リンク」
などの文言が自動で挿入されること。

●

2.ページ作成機能 ライブラリ 2-34
テキストや画像を組み合わせて部品化したもの（ライブラリ）や、よく使用するレイアウ
トのブロック要素などをシステムに登録でき、必要に応じて制作ページの中に張り付
けることができること。

●

2.ページ作成機能 ライブラリ 2-35
ライブラリやブロック要素を修正した際には、CMSに登録されているページに対し、修
正内容が自動的に反映することができること。

●

2.ページ作成機能 ライブラリ 2-36
見出しレベル（<ｈ>タグ）、段落（<ｐ>タグ）が、HTMLの知識のなくても簡単に指定でき、
自動的に設定されること。

●

2.ページ作成機能 ライブラリ 2-37
装飾に用いる文字色、背景色は、管理者が指定した色のみを使用させるようにできる
こと。

●

2.ページ作成機能 ライブラリ 2-38
編集中ページのプレビューが可能であること。（本ページのリンク先のページも目視確
認ができること。）

●



2.ページ作成機能 チェック機能 2-39

作成者がページ作成時に、下記のチェックを簡単な操作で行い、警告が表示され・変
換できるようにすること。
・日付、時間などの表記の適不適の問題箇所の指摘・変換
・全角英数字、半角カナの使用の有無と問題箇所の指摘・変換
・機種依存文字の有無と当該文字の指摘・変換
・不要な全角スペースの有無と問題箇所の指摘・変換
・テーブルタグのCaptionやSummaryの有無と問題箇所の指摘
・ページタイトルの有無
・画像の代替テキストの適不適の問題個所の指摘・変換
・リンクテキストの適不適の問題個所の指摘・変換
・テーブルタグのscope属性の有無と問題箇所の指摘

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-40
ページ単位でアクセシビリティ上の問題を総合的にチェックできること。また、ページ内
において、問題箇所をプレビューイメージにて明示し、視覚的に把握できること。

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-41
使用が好まれない単語を含んでしまった場合、管理者が用意する辞書を元に変換す
る機能があること。（例：「子供」→「子ども」）

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-42
見出しの構造化チェックが行えること。
（例：見出し1の有無、見出し1見出し2などの階層）

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-43
リンクに指定されている文字列が含まれている場合にチェックでき、視覚的に問題個
所を確認できる機能があること。（「こちら」など）

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-44
外部・内部へのリンク切れのチェックが、CMSに登録されているページの全体から行
えること。

●

2.ページ作成機能 チェック機能 2-45
CMSに登録されているページの全体から、W3Cエラーがあるページをチェックできるこ
と。

●

2.ページ作成機能 検索機能 2-46 キーワードまたはカテゴリで本ウェブサイト内の検索ができる機能を提供すること。 ●

2.ページ作成機能 検索機能 2-47
運用開始後、管理者にて特定のディレクトリを対象としたサイト内検索バーを設置でき
ること。

●

2.ページ作成機能 地図 2-48
ページ内にGoogleMapsなどの地図情報を埋め込み、簡単な操作（直接ソースを扱わ
ずに）で施設などの所在地の表示ができること。

●

2.ページ作成機能 動画 2-49
YouTube等の動画をサイトに埋め込むことができ、動画プレイヤーのサイズ変更、タイ
トル、字幕表示設定等ができること。

●

2.ページ作成機能 SNSとの連携 2-50 ページ内にSNSのシェアボタン等を設置できること。 ●

2.ページ作成機能 SNSとの連携 2-51
SNSで共有した際に見出しや画像が表示するようOGP（Open Graph Protocol）に対応
すること。

●

3.自動更新、自動生成機能 パンくずリスト 3-1
パンくずリストを自動生成できること。その際、ページタイトルを自動的に引用すること
ができること。

●

3.自動更新、自動生成機能 パンくずリスト 3-2
パンくずに変更が生じた場合は、公開中の関連ページに一斉に自動で反映できるこ
と。

●

3.自動更新、自動生成機能 サイトマップ 3-3
サイトマップが自動で生成されるとともに、生成されたサイトマップを手動で編集できる
こと。

●

4.サイト管理機能 ログ 4-1 各ページの更新履歴をログとして残すことができること。 ●

4.サイト管理機能 パスワード 4-2
任意の期間でパスワードの変更を促すしくみ（アラートの表示やパスワード変更画面
への強制切替など）を有していること。

●

4.サイト管理機能 ページの削除 4-3
掲載後の経過日数等の単位でページを一覧表示でき、そこから選択したページを一
括で削除できること。

●

4.サイト管理機能 ページの削除 4-4
ページを削除する際、サイト内の別のページからそのページにリンクがあった場合、
注意を喚起することができること。その際、削除対象のページにリンクしているページ
を一覧表示できること。

●

4.サイト管理機能 ページの削除 4-5
ページを削除する際、そのページに配置（リンク）された画像やPDF等も一緒に削除す
ることができること。ただし、対象の画像やPDFがCMS内の削除対象ではないページ
からリンクされた状態にある場合、サーバー上に残すことができること。

●

4.サイト管理機能 ページの削除 4-6
ページを削除する際、そのページ、配置（リンク）された画像やPDF等も含め一定期間
補完することができること。

●

4.サイト管理機能 未来管理 4-7
現時点より未来の日時を指定し、そのタイミングにおけるサイトの状態を確認すること
ができること。

●

4.サイト管理機能 カテゴリ管理 4-8
情報を掲載する階層・カテゴリ（テーマ別分類など）について、職員にて変更が可能で
あること。また、この変更がサイトマップに自動で反映されること。

●

4.サイト管理機能 企業バナー広告管理 4-9 各バナーの画像のサイズやレイアウトがCMS内で管理できること。 ●
4.サイト管理機能 ページ抽出 4-10 CMS内のデータ（html,pdfファイル等）の抽出ができること。 ●



【別表１】サイト概要　
番号 ページ名 概要（コンテンツ内容）

1 総合トップページ 

国スポと障スポに共通するトップページ。国スポ、障スポそれぞれのページ
への入り口を設ける また、事務局からの新着情報・トピックスを表示するな
ど、必要な情報を得やすくする。 国スポ・障スポ開催までのカウントダウン
機能も設ける。 Instagram、Twitterの概略ページを作成して新着情報を表
示する。 また、ページ下部には協賛企業のバナーを掲載できるようにす
る。 イメージソングの動画を埋め込み、誰でも見られるようにする。滋賀県
競技力向上対策本部のウェブサイトへのリンクバナーを掲載する。なお、国
スポ・障スポ開催時には、国スポ・障スポの競技結果・記録を公表する外部
システムへのリンクバナーを掲載する。

2 国スポトップページ

わたSHIGA輝く国スポのトップページ。 また、各コンテンツへの入り口をわ
かりやすく配置し、事務局からの新着情報・トピックスを表示するなど、必要
な情報を得やすくする。 国スポ開催までのカウントダウン機能も設ける。
Instagram、Twitterの概略ページを作成して新着情報を表示する。 また、
ページ下部には協賛企業のバナーを掲載できるようにする。 イメージソン
グの動画を埋め込み、誰でも見られるようにする。なお、国スポ開催時に
は、国スポの競技結果・記録を公表する外部システムへのリンクバナーを掲
載する。

3 障スポトップページ

わたSHIGA輝く障スポのトップページ。（国スポとの色違い等で可） また、各
コンテンツへの入り口をわかりやすく配置し、事務局からの新着情報・トピッ
ク スを表示するなど、必要な情報を得やすくする。 障スポ開催までのカウ
ントダウン機能も設ける。 Instagram、Twitterの概略ページを作成して新着
情報を表示する。 また、ページ下部には協賛企業のバナーを掲載できるよ
うにする。 イメージソングの動画を埋め込み、誰でも見られるようにする。 な
お、障スポ開催時には、障スポの競技結果・記録を公表する外部システム
へのリンクバナーを掲載する。

4 国民スポーツ大会とは 国民スポーツ大会の概要について掲載する。

5 全国障害者スポーツ大会とは 全国障害者スポーツ大会の概要について掲載する。

6 わたSHIGA輝く国スポについて
大会愛称・スローガン・マスコットキャラクター・開催時期など、令和７年のわ
たSHIGA輝く国スポの概要について掲載する。

7 わたSHIGA輝く障スポについて
大会愛称・スローガン・マスコットキャラクター・開催時期など、令和7年のわ
たSHIGA輝く障スポの概要について掲載する。

8 実施競技
国スポは正式・特別・公開・デモスポの競技一覧を、障スポは正式・オープ
ンの競技一覧を掲載する。また、競技ごとに会場へのアクセスマップ等を載
せた紹介ページを作成する。

9 競技会場

イラストマップ上に各市町・各競技名を表示する。マップ上の各市町をクリッ
クすると 各市町の情報が得られるようにすること。 なお、イラストマップにつ
いては受託者が作成する。 マップの他、市町別の競技会場一覧、競技別
の競技会場一覧を掲載すること。

10 大会日程等
会場地市町別と競技別の大会日程や開・閉会式の日程、大会実施要項等
を掲載する。

11 リハーサル大会 国スポ・障スポのリハーサル大会の日程等を掲載する。

12 県が運営する競技について

実施競技のうち、県が運営する競技会について、リハーサル大会および本
大会への参加申込、取材申込の情報の掲載や、競技に関する文書の掲
示、大会結果情報、選手・監督等へのお知らせ等の掲載を行う。また、各
種様式や競技に関する動画を掲載する。

13 競技結果 各種競技の結果を掲載する。



14
デモンストレーションスポーツ
（参加申込・競技結果）

各デモンストレーションスポーツの参加申込方法や競技結果等を掲載す
る。また、デモンストレーションスポーツ一覧や競技紹介ページへのリンクを
掲載する。

15 新着情報・トピックス

募集案内や決定事項報告、県民運動の活動報告など準備委員会からの
お知らせ情報を随時掲載する。お知らせは「国スポ」「障スポ」「共通」「募集
情報」等の属性をつけ、表示するページを各サイトに自動的に振り分けるこ
とができるようにすること。 また属性別に表示できるようにするなど、わかり
やすく整理すること。

16 開・閉会式 国スポ・障スポの開・閉会式の概要や出演団体等の情報を掲載する。

17 炬火イベント
炬火の概要、トーチ・受皿の紹介、市町炬火イベントページへのリンクなど
を掲載する。

18 参加章等 国スポ・障スポの参加章や記念章等のデザインなどを掲載する。

19 文化プログラム
文化プログラムの要綱や募集案内、各実施事業の紹介、実施団体へのリン
クなどを掲載する。

20 県民運動 花いっぱい運動等の県民運動の概要や資料を掲載する。

21 ボランティア
各種ボランティアの情報を随時掲載する。また、ボランティアの募集につい
ては、「ゲームコンダクターSHIGA」などの外部システムを主に活用するた
め、当該システムにリンクすること。

22 イメージソング
イメージソングについて、各種動画を埋め込みで掲載し、紹介する。また、
音声についても掲載し、ストリーミングできるようにする。なお、動画および
音声はダウンロードができるようにすること。

23 募金について
国スポ・障スポに向けた募金について、概要等を掲載し、協力を依頼する。
また、滋賀応援寄附サイトや寄附申込フォーム（しがネット受付サービス）へ
のリンクを掲載する。

24 企業協賛について 企業協賛制度の概要や企業協賛パンフレットや各種様式等を掲載する。

25 「キャッフィー」「チャッフィー」グッズ
大会マスコットキャラクター「キャッフィー」および「チャッフィー」のグッズ販
売について、紹介する。また、郵送での注文フォーム（しがネット受付サー
ビス）へのリンクを掲載する。

26 標章・マスコット等の使用について 
標章・マスコットイラスト等を使用する場合の手続きについて掲載する。ま
た、手続きの各種様式や使用申請フォーム（しがネット受付サービス）への
リンクを掲載する。

27 広報誌
広報誌「シャイン！！」やその各号の紹介、広報誌各号の紙面ＰＤＦ・音声
版データおよびスマートフォン（ウェブ）版のリンクを掲載する。

28 ＰＲ動画・ポスター等
大会ＰＲ動画やポスター等を掲載し、閲覧や視聴、データのダウンロードが
できるようにする。

29 びわこ国体・大会の様子
前回の昭和56年びわこ国体・大会の様子を準備委員会所有の記録画像等
を使って紹介す る。

30 標準献立の紹介 宿泊施設に参考で示す選手向けの標準献立を一般の方にも紹介する。

31 入札・募集情報
開催実行（準備）委員会で行っている物品購入等の入札等の募集および
結果について情報をわかりやすく掲載する。



32 開催実行（準備）委員会
国スポ・障スポの開催準備を進める開催実行（準備）委員会の組織図を掲
載する。また、開催実行（準備）委員会で設置する各専門委員会等の開催
状況を掲載する。

33 各種方針・規程等 開催実行（準備）委員会で決定した各種方針や規程について掲載する。

34 各種様式等
各種調査や募集にかかる申請様式について、Word形式等でダウンロード
ができるよう掲載する。

35 リンク集 関係団体や市町、競技団体等へのリンクを掲載する。

36 サイトマップ ウェブサイト内のページ構成一覧を掲載する。

37 サイトポリシー 個人情報の取扱いやリンク、免責事項等について掲載する。



【別表２】サイトマップ はCMS等で管理者が随時更新するもの

は構築後に管理者が作成するもの（業務対象外）

P は構築業務において作成するページ数

N は現行ページの移行先を表している（NEWは新規作成するもの）

P N P N P N P
1

【国スポメニュー】
NEW 1 1

NEW A-1

1
NEW

1 38
B-1 B-1-①

1
B-1-②

7
B-1-③

24
B-1-④

1
C-1

1
NEW

1
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

【共通メニュー】
1 10

D D-1

NEW

NEW

NEW

NEW

1
NEW NEW

1
NEW NEW

1
J

1
G

1
NEW

1
D-2

1
I

3
NEW

1
H

1
A-3

NEW

1
K NEW

5
K-1

1 196
F F-1~13

1
NEW

1
L

NEW

1
M

1
NEW

1
NEW

【障スポメニュー】
1 1

NEW A-2

1
NEW

1 7
B-2 B-2-①

7
B-2-②

3
B-2-③

1
C-2

1
NEW

1
NEW

NEW

NEW

【共通メニュー】

・
・

1 2 29 301 333

文化プログラム

企業協賛について

標章・マスコット等の使用について

入札・募集情報

イメージソング

募金について

リハーサル大会

開・閉会式

炬火イベント

参加賞等

デモンストレーションスポーツ（参加申込・競技結果）

県が運営する競技について

競技結果

各取組情報県民運動

総合トップページ

国スポトップページ 国民スポーツ大会とは

実施競技 正式競技（３８競技）

新着情報・トピックス

大会日程等

各新着情報・トピックス

競技会場

わたSHIGA輝く国スポについて

特別競技（１競技）

公開競技（7競技）

デモンストレーションスポーツ（24競技）

予備メニュー×３

障スポトップページ 全国障害者スポーツ大会とは

サイトポリシー

びわこ国体・大会の様子

リンク集

開催実行（準備）委員会

各種様式等

各会議開催状況

各種方針・規程等

サイトマップ

各入札・募集結果

ボランティア

スマートフォン（ウェブ）版各号

標準献立の紹介

各ボランティア募集等

各入札・募集情報

PR動画・ポスター等

広報誌

予備メニュー×５

「キャッフィー」「チャッフィー」グッズ

新着情報・トピックス

わたSHIGA輝く障スポについて

正式競技（個人：７競技）

正式競技（団体：７競技）

オープン競技（３競技）

競技会場

大会日程等

実施競技

競技結果

予備メニュー×３

リハーサル大会



【別表３】サイトマップ（現行）※令和４年７月１日現在

P N P N P Ｎ P N P

1 1 1
Ａ 1

1
2

1
3

1 1 38
B 1 ①

1
②

7
③

24
④

1 7
2 ①

7
②

3
③

1 1 1
C 1 ①

1
②

1 1
2 ①

1
②

1 10
D 1

1
2

1
E

1 1 9
F 1 ①

1 10
2 ②

1 16
3 ③

1 21
4 ①

2
②

1
③

2
④

1
⑤

1 12
5 ①

1 11
6 ①

1 5
7 ①

1

1

1 5
8 ①

1 3
9 ①

1 3
10 ①

1 5
11 ①

1 1 9
12 ① a

1 11
② a

1 10
③ a

1 10
④ a

1 10
⑤ a

1 8
⑥ a

1 11
13 ①

1
G

1 3
H 1

3
2

1
I

1
J

1 8
K 1

1
L

1
M

1
N

1 14 45 216 58

各回活動等

マスコットキャラクター選定部会（計２回）

愛称・スローガン選定部会（計１回）

ポスター等選定部会（計２回）

推奨花選定部会（計１回）

２期生

３期生

各会議（計３回）

各回活動等

各回活動等

各回活動等

各回活動等

各回活動等

各会議（計５回）

各会議（計５回）

１期生

各会議（計３回）

各会議（計１０回）

各会議（計２１回）

各会議（計１２回）

各会議（計１１回）

各会議（計５回）

宿泊部会（計１回）

医事・衛生部会（計１回）

各会議（計１１回）

４期生

５期生

６期生

競技会場 市町別競技会場一覧

競技別競技会場一覧

市町別競技会場一覧

国民スポーツ大会

全国障害者スポーツ大会

開催準備委員会

総務企画専門委員会

広報・県民運動専門委員会
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