
小山市公式ホームページリニューアル及び CMS導入業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月１７日 

 

小山市 総合政策部 シティプロモーション課 

 

 

小山市公式ホームページ 

リニューアル及びＣＭＳ導入業務 

仕様書 



小山市公式ホームページリニューアル及び CMS導入業務仕様書 

１．概要 

１．１ 方針 

本業務は、「小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務」（以下、「本業務」という。）とする。 

本業務は事業者等が提供する「ホームページ作成」用のコンテンツ管理システム（以下、「ＣＭＳ」という。）

を使用することを前提に、設計・構築・運用までの一連の導入プロセスを最も効果的かつ効率的に実施する企画

提案を依頼したいものである。 

情報通信技術は今後も高度かつ複雑に発展していく見込みだが、ホームページによる掲載はもとより、様々な

方法で市民などに情報を発信し続けていくことが重要と考えており、情報通信技術の進化に合わせたシステム連

携を事業者とのパートナーシップにより、公共の福祉に寄与するような業務遂行が必要と考えている。 

 

１．２ 業務の範囲 

本業務の範囲は、市公式ホームページのサイト設計、コンテンツのデザイン制作、ＣＭＳの構築及び導入教

育、ホームページの管理基準及び運用マニュアルの作成等、ホームページの作成業務に伴う総合的なコンサル

ティングを含めており、ＣＭＳ導入に伴う管理環境（以下、「ＷＥＢサーバ」という。）の設定及び維持管理等も

含むものとする。具体例は以下のとおり。 

（１）サイト設計 

    ① 市公式ホームページ制作の目標と基本方針の立案 

    ② 既存ホームページの分析 

    ③ 基本デザイン・仕様の作成（デザイン、配色、ページ構成、ナビゲーションなど） 

    ④ 情報分類とサイト設計 

    ⑤ 市公式ホームページ制作上の最新技術情報提供・提案 

 

（２）コンテンツのデザイン制作 

市公式ホームページ作成上のコンセプトやデザインなどに配慮し、サイトを構成する各種コンテンツを制

作する。なお、コンテンツ制作に際しては、現行コンテンツデータを移行するものとする。 

   ① トップページコーディング 

   ② 下位ページコーディング 

   ③ コンテンツ素材の収集・提供・加工 

＜対象コンテンツ＞ 

・小山市公式ホームページ 

http://www.city.oyama.tochigi.jp/index.html 配下のコンテンツ 

＜ＣＭＳ管理対象外コンテンツ＞ 

小山市公式ホームページサイト（http://www.city.oyama.tochigi.jp/）配下外のサイトは、原則

リニューアル後ＣＭＳ管理対象外とするが、連携が可能なサイトや特別サイトとして対応できるも

のについては提案すること。 

 例）電子ブック、おやまブランド、小山中央図書館 

 

（３）ＣＭＳの導入 

   ① コンテンツ更新にかかる作業効率の向上・省力化をはかることができるシステムとする 

   ② 掲載する情報を各担当で更新可能な仕組みとする 

   ③ ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌを扱う感覚で職員が誰でも入力できるような操作性を考慮する 

   ④ バナー広告やトピックス等、トップページを可能な範囲で更新できる仕組みを作成する 

   ⑤ ＣＭＳ導入後のメンテナンス等の運営経費が低く抑えられるシステムとする 

 

（４）オプションソフトウェアの導入 

①音声読み上げソフトの導入 

    ・サイト利用者が任意に、文字の拡大・縮小や画面の色調を変更できること 

    ・サイト利用者が任意に使用できる音声読み上げ機能を有すること 

    ・音声読み上げソフトの利用者に配慮した機能を有すること 

    ・サイト利用者によるソフトのダウンロード不要なＡＳＰサービスであること 
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②自動翻訳ソフトの導入（指定するサイト（外国の方へ）のみ） 

・対象言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語 

・２４時間３６５日運用が可能のもの（メンテナンスは除く） 

・翻訳精度が高いもの 

・オンライン辞書機能を備えているもの（外部ファイルから一括登録を含む） 

・ログを管理し翻訳ページの閲覧数などの情報が提供できるもの 

 

（５）データカタログサイトの構築 

データカタログサイトを構築すること。またオープンデータの登録には、ホームページへの公開とデータ

カタログサイトへの登録を同時に行うなど、職員への負担を軽減する機能を有すること。 

 

（６）市公式ホームページの運営管理 

① 市公式ホームページ運営用のデータセンター利用 

    ② ドメインの継続 

    ③ 市公式ホームページ運営マニュアル等の作成 

    ④ 市公式ホームページ開設に係る保守業務 

    ⑤ ＳＳＬ（Secure Socket Layer）に対応 

⑥ その他サイトの開設に必要な業務 

 

１．３ ホームページ利便性向上に向けた検討 

  小山市公共施設予約システムのような、既存で使用しているサイトより利便性が高いサイトや宇都宮市が導

入している宇都宮市生涯学習情報提供システムのような、現時点で設けていないサイトなどを本業務の進捗と

合わせ、利用者の利便性向上のため導入していきたい。 

 

１．４ 業務委託期間 

 （１）小山市公式ホームページリニューアル及びＣＭＳ導入業務 

契約日から令和５年９月２９日（金）まで 

  （２）小山市公式ホームページ管理運用保守業務 

   令和５年９月３０日（土）以降の市が指定する日から令和１０年９月末日まで 

 

１．５ 小山市公式ホームページの課題 

本市が把握する小山市公式ホームページの現状の課題は以下のとおりである。なお、事業者が重視するもの

で、記載のない課題については提案書にてご指摘いただきたい。 

〇サイト利用者が探したい情報を見つけられない 

〇職員がホームページ上にある情報の掲載場所を尋ねられても、誘導が難しい 

〇横スクロール又は縦スクロールの多いページが多く、読みにくい 

〇新たに公開するページのサイトの掲載場所が所属部署のみになっていることが多い 

〇チャットボットがない 

〇ページを更新する職員のアクセシビリティ理解が十分ではない 

〇災害発生時における職員の対応について、職員側の訓練が不足している 

〇ブラウザ画面での公開を前提にページを作成しており、スマートフォンやタブレットでは利用しにくい。 

〇日常的にページを作成しない職員が多く、ページのクオリティがバラバラになりやすい 

〇ＣＭＳ管理対象外コンテンツが年々増えている 

〇セキュリティ対策を講じたことによる、ページの作成の手間が大きい 

 

１．６ 小山市公式ホームページの改善案 

本市が把握している課題の改善案は「表１ 小山市公式ホームページの改善（案）」のとおりである。なお、

本市が示す改善案以外についても提案書にてご提案いただきたい。 
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表１ 小山市公式ホームページの改善（案） 

課題 解決案 

ユーザビリティの向上 ・サイト利用者が直観的に欲しい情報に辿り着くような構成とする。 

・探している情報が見つからなければ、チャットボットに質問し、その結果

から目的のサイトへ誘導する。 

・ブラウザ版とスマートフォン版というように、利用者の画面に合わせたサ

イトを表示する。 

・ページの横スクロールは無くし、縦スクロールも極力少ないページ構成と

する。 

・現ホームページは外部サイトに飛ぶサイトが多く、そこから戻る仕組みが

ないため、連携可能なページは戻れるような構成とする。 

アクセシビリティへの対応 ・高齢者や障がい者、外国の方、子どもなど様々な方が利用することから、

簡潔な操作方法、見やすくわかりやすい画面構成とする。 

・「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAAに準拠し、十分なアクセシビリティを

確保する。 

《対応例》 

  ①見出しや本文などで、使用できるフォントの種類を絞る 

②見出しや本文ごとに、使用する文字サイズを固定する 

③読みやすい文字の色、背景色となるよう制限 

④文字サイズを大きくし、好みの大きさに拡大できる 

⑤ふりがな 

⑥多言語の翻訳機能 

⑦音声読み上げ機能 

災害などの緊急時の情報発

信 

 

・災害時はトップページを防災ポータルに切り替えるシステムとする。 

・平常時に戻る際は、トップページを防災ポータルから通常のページへと戻

すとともに、災害関連情報はその後継続的に情報発信ができるようなシス

テムとする。 

マルチデバイス対応 

 

・ホームページの記載がブラウザ版だけでなく、スマートフォンやタブレッ

ト端末でも読みやすい表示とする。 

・ホームページ更新作業中に、様々な端末画面でどのように表示されるかを

確認しながら、作業ができる仕組みとする。 

継続的な運用環境の維持と

職員負荷の軽減 

・専門的な知識がない職員であっても、容易にユーザビリティやアクセシビ

リティに配慮したコンテンツの作成ができる仕組みとする。 

・継続的に質の高いホームページが維持できるように、作成者が定期的にペ

ージを確認する仕組みとする。 

サイト運営に関わるコスト

圧縮 

 

・運用及び管理がしやすいＣＭＳとする。 

・コストパフォーマンスの高い技術を導入し、ページ作成に使用する。 

・過剰なサポートや性能、拡張性は不要とする。 

安全で確実なシステム運用 ・個人情報に関する情報漏えいの危険性の低いサイト運用とする。 

・ウイルス対策及びバックアップ対策といった情報セキュリティ対策が十分

な運用とする。 

・サイトへの問合せが24時間対応可能な「市役所の窓口」となるホームペー

ジとする。 

 

 

 

 

 



小山市公式ホームページリニューアル及び CMS導入業務仕様書 

２ サイト設計 

 ２．１ 現状把握 

 本市が抱える課題について指摘し、事業者の提案によりどのように解消していくかといった基本方針や目標等

を立案すること。 

 

２．２ 事業者の実績等 

 事業者の近年（３年以内）実績に触れ、得意とする技術、具体的な導入例についての情報提供を行うこと。 

 

３ コンテンツのデザイン 

３．１ デザイン方針 

本業務におけるデザインの設計方針は、以下のとおりとする。 

① デザインを統一すること 

② 操作性に一貫性を持たせること 

③ サイト閲覧者や情報提供者等が見やすく使いやすいデザインや構成であること 

④ スマートフォンによるインターネット利用者が多い現状を踏まえ、スマートフォンサイトを優先した設計

とすること 

⑤ サイトの運営は、様々な状況でも円滑な運用が継続できることを前提に、公開サーバ、ＣＭＳサーバ及び

バックアップ装置を含むすべての機器を本市庁舎内に設置せず、ＩＤＣを利用したＡＳＰ／ＳａａＳ方式も

しくはホスティング方式とし、機器・ネットワーク回線等の維持管理等一切を受託事業者が行うこと 

⑥テンプレートデザインの詳細は協議の上決定し、管理可能なテンプレート数に上限がないこと 

 

 ３．２ トップページ 

トップページは上記設計方針を踏まえ、打ち合わせの上、３案以上作成すること。また、スマートフォンに

よる操作性に配慮したページとすること。なお、デザインを作成するうえで必要な画像、アイコン等は原則事

業者が用意するものとするが、本市が持っている写真等も活用できるものとする。 

 

 ３．３ 基本デザインの作成 

   トップページに合わせたカテゴリ別のページデザインを作成すること。なお、ページに必要な要件は、ナビ

ゲーション（階層リンク）、パンくずリスト、タイトル情報、連絡先を付与するものとする。 

 

 ３．４ 別雛形デザインの作成 

   以下のページは、本市公式ホームページとは異なるデザインを作成すること。なお、記載のページを含め、

最大１０のページデザインを作成するものとする。 

①市長の部屋 

②市議会 

③小山市消防本部 

④小山広域保健衛生組合 

⑤移住定住 

 

 ３．５ アクセシビリティ 

   年齢や身体的条件にかかわらず、全ての人がホームページで提供されている情報にアクセスし、利用できる

デザインとすること。 

なお、「ＪＩＳＸ８３４１－３：２０１６」のレベル「ＡＡ」に適合したコンストラスト比や文字とすること。 

 

４．ＣＭＳの導入 

４．１ コンテンツの基本 

ＣＭＳはＷｉｎｄｏｗｓ上のＷｅｂブラウザ（Microsoft Edge最新版、Firefox最新版、Safari最新版及び

Opera最新版の各ブラウザ）で担当者が作成、更新、業務管理を行えることとする。また、各ブラウザの新バ

ージョンがリリースされた場合、対応を行うこととし、旧バージョンであっても表示を可能とすること。 

なお、ＣＭＳを使用する管理者数は「表２ サイト管理者数」のとおりであるが、登録担当者の増減による

ライセンスの増減及びライセンス料は発生しないこと。 
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表２ サイト管理者数 

 役割 ネットワーク 管理者数 

全庁 ・コンテンツ登録・修正 庁内ネットワーク 150 

 ・コンテンツ承認 庁内ネットワーク 150 

 ※同時アクセス  30 

シティプロモーション課 ・システム管理 庁内ネットワーク 10 

 

４．２ データ形式 

コンテンツデータについては、ＸＨＴＭＬ１．０ Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌ，ＸＨＴＭＬ１．０ Ｓｔｒ

ｉｃｔ，ＨＴＭＬ５のいずれかの規格に準拠すること。 

 

４．３ 稼働時間及びデータ保存 

  導入後のＣＭＳ及びこれにより構築されたホームページ全体については、原則として２４時間３６５日の稼

働を可能とすること。 

  また、ＣＭＳにより構築されたホームページ全体のデータ日時バックアップを行い、稼働中のサーバとは別

筐体にて保管すること。 

 

４．４ 機能要件 

別紙「ＣＭＳ機能要件一覧」に、下記のルールに従って対応の可否を記入すること。なお、各機能について、

説明が必要な場合や代替案で実現する場合は、その内容を備考欄に記入すること。 

≪記入ルール≫ 

○：標準装備で対応可能 

△：システムのカスタマイズ又は別システムの追加による対応可能 

（備考欄に対応可能な範囲や不可能な範囲及び金額を記載すること） 

×：対応不可 

 

 ４．５ スマートフォンアプリケーションとの連携 

   スマートフォンアプリケーションと連携がされたページについては、ＣＭＳでの更新に併せ、自動的にアプ

リケーションに反映する仕組みを構築できること 

 

 ４．６ 拡張性 

   現段階において、ＣＭＳに実装されていない動画コンテンツや機能の利用者が増加した場合、アドオンによ

り、新たに組み込む等の拡張性を可能な限り有すること。 

 

 ４．７ 設置環境 

 構築するＣＭＳは、受託事業者が契約するＩＤＣにＷＥＢサーバ機器等を設置すること。IＤＣについては、

別紙「ＣＭＳ機能要件一覧」の要項を満たすか、代替案を備考欄に記入すること。 

 

 ４．８ 機密性及び完全性の確保 

   ＣＭＳの管理環境に対して認可された者のみが確実に接続できる機密性を確保すること。また、ＣＭＳによ

り公開された全てのページ（ホームページ全体）は、悪意のある第３者による改ざんから保護するといった完

全性を確保すること。 

 

 ４．９ データ移行 

   コンテンツ数は「表３ 小山市公式ホームページコンテンツ数」のとおりである。このうち、データの移行

が必要なページは３，０００ページ程度と想定しており、職員の作業を極力省くように配慮し、移行作業を行

うこととする。ただし、「ＪＩＳＸ８３４１－３：２０１６」の「ＡＡ」を満たしていないページについては、

現在発信しているページの再作成をし、基準を満たした上で移行すること。 
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表３ 小山市公式ホームページコンテンツ数（令和４年１０月 1１日現在） 

サイト コンテンツ内容 ページ数 

公開ページ 小山市からのお知らせ等、現在公開しているコンテンツ数 約 5,000 

非公開ページ 過去に公開して将来も参考にして使用するコンテンツ、または 

今後公開する予定のコンテンツ 
約 1,000 

 

 

５．管理運用保守業務 

５．１ 管理基準及び運用マニュアルの作成及び操作研修 

   管理基準及び運用マニュアルは、打ち合わせの上、詳細を決めるものとする。なお、操作研修内容は「表４ 

操作研修内容」に示す。なお、会場の用意、配布資料、備品（パソコン、スクリーン、電源、延長コンセント、

プロジェクターなど）は本市で用意することとし、本市で用意する備品で対応できない資材については、受託

者側で用意すること。 

 

表４ 操作研修内容 

対象者 想定人数 研修項目 研修内容 

利用者全員 各課代表１名 

全体１２０名程度 

概要説明 

 

・ＣＭＳ操作研修 

・アクセシビリティ研修 

操作説明 ・オープンデータ研修 

システム管理者 シティプロモーション課 

情報政策課 

広域保健衛生組合 

８名程度 

システムの運用・保守に

関する説明 

・上記研修のほか、管理者用シス

テムの補足説明等 

その他必要事項 その他、セキュリティやシステ

ムに関する必要事項等 

 

５．２ 障害対応 

ＷＥＢサーバは、公開サーバ、ＣＭＳサーバ及びバックアップ装置を含むすべての機器を本市庁舎内に設置

せず、ＩＤＣを利用したＡＳＰ/ＳａａＳ方式もしくはホスティング方式とし、機器・ネットワーク回線等の

維持管理等一切を受託事業者が用意し、サイトの運用保守に対応し、障害の検知をすること。また、障害が発

生した場合は内容の分析及び復旧作業を実施すること。 

   この他に、障害等に関する緊急連絡体制の構築及び対応マニュアルを作成し、市と共有すること 

 

 ５．３ セキュリティ対策 

受注者は、本市のセキュリティに関わる各種規定を遵守するものとし、本市と協議のうえ、本業務における

セキュリティ対策基準などを定めること。また、情報資産の適正な取扱いを確保するための施策として、以下の

「表５ セキュリティ機能要件」を有していること。 

なお、異常等を発見した際は、本市へ直ちに連絡し、不具合対応を適正かつ迅速に実施すること。 

 

 

 

 

表５ セキュリティ機能要件 

項目 要件仕様 

認証 市公式ホームページの認証機能として、市公式ホームページ管理者に対し

てユーザＩＤ・パスワードによるログイン認証が行えること 

権限管理 権限管理機能として、以下の機能を有すること。 

①システムレベルのアクセス制御 

ＩＤ／パスワードにより、システムへのアクセス制御を行う機能を設

けること。アクセスを許可されたユーザに対しての権限管理を行う機

能を設けること。 
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項目 要件仕様 

②機能レベルのアクセス制御 

サイト管理者およびコンテンツ更新者に利用権限が設定可能であるこ

と。利用者の権限に応じて、使用できる業務（機能）のみがメニュー表

示されるようにすること。 

監査証跡 

（アクセスログ） 

監査証跡（アクセスログ）採取機能として、以下の機能を有すること。 

①ユーザ稼働ログの取得が可能であること。 

②使用状況のログ取得が可能（操作者、端末名、年月日、時間、処理内容

等）であること。 

不正侵入防止 不正な接続及び侵入の防止が可能であること。情報資産の漏えい、改ざん、

消去、破壊、不正利用等を防止するための対策をとること。 

ウイルス対策 ウイルス対策ソフトによる不正プログラム対策の設定をすること。最新の

バージョン及び定義ファイルが更新されること。 

定義ファイルは、公表から更新まで２４時間以内とする。 

ソフトウェア セキュリティホール等に対する最新の対策を行ったうえで導入すること。 

個人情報 利用者からの個人情報の送信については、ＳＳＬによる暗号化を行うこと。 

サーバ環境 ＳＱＬインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の脆弱性がな

いこと。また、ＯＳやアプリケーションにセキュリティホール等の脆弱性が

発見された場合、早急にセキュリティパッチを適用するなど、一部の例外を

除き、追加の費用なしに修補すること。 

 

 ５．５ ＬＧＷＡＮからの運用 

   多くの職員は庁内ＬＧＷＡＮ系端末を使用し、そこからインターネットへ接続し、ＣＭＳにてホームページ

の更新をしている。現在の更新作業を少しでも容易にするアイデアがあれば提案すること。 

 

５．６ コンサルティング 

   最新のＷＥＢ技術に関する提案、助言、ＷＥＢアクセシビリティ基準に沿った教育等、積極的かつ理解しや

すいコンサルティングを行うこと。この他に、ＳＮＳへの対応などといった新たな技術への対応に関して定期

的に情報提供を行うこと。 

 

７． 納入成果物 

 ７．１ 成果物 

受託事業者は、市が指定する納入期限日までに、「表６ 納入成果物一覧（案）」のとおり、成果物を納入す

るものとする。 

 

表６ 納入成果物一覧（案） 

No. 成果物 作業工程 

１ プロジェクト計画書 プロジェクト計画 

2 市公式ホームページ設計書、広域保健衛生組合ホームペ

ージ設計書 

設計 

 ・デザイン設計書 

 ・システム設計書 

 ・データ移行方針 

３ ホームページガイドライン 

４ 研修／操作マニュアル 研修 

５ テスト仕様書兼結果報告書 テスト 

６ 市公式ホームページコンテンツ 運用・保守 

７ 運用手順／保守手順マニュアル 

８ プロジェクト進捗報告書 共通 
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No. 成果物 作業工程 

９ 打合せ議事録  

１０ 課題管理一覧 

１１ ライセンス関係証書類 

 

７．２ 納入場所 

納入成果物は、本市が指定する場所へ納入すること。 

 

７．３ 成果物の検収 

成果物の納入は、本市が実施する検査に合格したときとする。なお、検査については任意の「ウェブ診断ツ

ール」による脆弱性診断による結果も参考とする。 

 

８． 留意事項 

８．１ 著作権等（知的財産権の帰属等）について 

（１）基本的事項 

著作権等（知的財産権の帰属等）は、本市との契約事項に基づき運用する。 

委託業務の履行及び納入された成果品においては、本市及び受託事業者以外の者が有する著作権、特

許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産権を侵害することのないよう配慮するとともに、本

業務委託期間終了後における利用により有償となる知的財産等は用いないものとする。 

 

（２）著作権 

本業務委託の成果品の著作権等の取扱いは、次のとおりとする。 

① 提案事業者は、著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）第２１条、第２３条、第２６条の

２、第２６条の３、第２７条及び第２８条に規定する権利について、本市に無償で譲渡するものと

する。 

② 本市は、著作権法第２０条第２項第３号又は第４号に該当しない場合においても、その使用のた

めに、仕様書等で規定する納入物件を改変し、また、任意の著作権名で任意に公表することができ

るものとする。 

③ 提案事業者は、本市の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第１８条及び第１９条に規

定する権利を行使することができない。 

 

（３）パッケージプログラム等の権利 

本業務で採用されたパッケージにおける一切の知的所有権に関して、著作権法第２１条から第２８条

に定める権利を含む全ての著作権は、受託事業者に留保する。 

本業務で開発を行った新規作成プログラム（汎用性のあるルーチン、モジュール、関数、型等含む）

における一切の知的所有権に関して、著作権法第２１条から第２８条に定める権利を含む全ての著作権

は、受託事業者に留保する。 

 

８．２ 第三者の権利 

（１）第三者のソフトウェアの利用について 

本業務実施にあたり、第三者ソフトウェアの利用が必要となる場合、その取り扱いについて協議し、

本市又は受託事業者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等必要な措置を講ずるものとする。 

 

（２）第三者の権利侵害 

      本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛

争の原因が専ら本市の責めに帰する場合を除き、受託事業者の責任、負担において一切を処理すること。

本市は当該紛争等の事実を知った場合、受託事業者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委

ねるといった協力措置を講じるものとする。 
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８．３ 瑕疵 

成果物の納入後、品質基準を満たしていないことが判明した場合、又は受託事業者の過失または粗漏に起因

する不良箇所を発見した場合、受託事業者に対し、相当の期間を定め、その瑕疵を修正又は補正およびその他必

要な処置を請求できるものとする。 

ただし、その瑕疵が本市の業務遂行上の過失によって生じた場合はこの限りではない。 

 

８．４ 貸与物品等に関する扱い 

本市から受託事業者への貸与物件、資料について、本調達の遂行に必要となる物件、資料のうち、返却の必

要なもの、および持ち出し禁止条件に該当するものについては、契約書の機密保持条項に基づき、所定の手続き

により貸与するものとする。 

 

８．５ 契約期間満了時の対応 

本業務の契約期間満了時において、ホームページリニューアルが不要な状態であれば、管理運用保守業務を

1年単位で延長することとし、ホームページリニューアルが必要な状態であれば、改めて事業者による企画提案

などにより、リニューアルを実施することとする。 

 

８．６ その他 

本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。 

 

以上 

 


