
令和 5年度 神戸公式観光サイト年間運用業務 仕様書 
 
1. 業務の目的 

神戸観光局（以下、当局）では、神戸公式観光サイト「Feel KOBE」をはじめとするホームページを運用し
ており、神戸を訪れる国内外の観光客に向けて、イベント情報やモデルコース、キャンペーンなどの観光情
報を発信している。本業務では、既存ホームページの保守管理に加え、ホームページ上に掲載するコンテン
ツの製作を行うことで、広く神戸観光についての情報発信を行い、神戸への観光誘客の推進に貢献すること
を目的とする。 
 
 

2. 委託期間 
契約締結日から令和 6年 3月 31日まで 
※ 但し委託期間にかかわらず、契約内定後、当局や現在運用保守を行う事業者から必要な引き継ぎを速やか
に行うこと。 
 
 

3. 業務範囲 
本業務の対象となるホームページは以下の通り。 
・ 日本語サイト神戸公式観光サイト「Feel KOBE」 https://www.feel-kobe.jp/  
・ 多言語サイト「Official Travel Guide of KOBE」（４言語） https://www.feel-kobe.jp/en/  
・ 神戸公式観光写真ライブラリー「Feel Photo」 https://www.feel-photo.info/ 
※ ドメイン内全てのページを対象とする 
 
サイト規模は以下の通り。 
・ 現状のデータ容量/サーバ容量：87GB/97GB 
・ アクセス数：約 80万 PV/月 
・ ピーク時アクセス数： 約 2,500 セッション/時間 
※ いずれも 2023年 3月初旬の目安数値 
 
 

4. 業務内容 
① サーバ・ドメイン・ソフトウェア等の契約及び更新 

ホームページの運用に必要となるすべての対象について、受託者がサービスとして提供することとする。サ
ーバ・ドメイン・ＳＳＬ証明書・ソフトウェア（アンチウィルスソフト）・アプリケーション（Google Maps 
API）等については、委託者が全て契約もしくは更新を行い、それぞれに係る経費は、全て委託料に含める
ものとする。 
 

② 保守管理 
当局ホームページの保守管理を行うための作業時間を月間で定め（20時間程度）、その時間内で下記の作業
を行うこと。なお、定めた以上の時間を要する場合には、月をまたいで相殺を行うこととするほか、年間を
通して超過が見込まれる場合には、当局と相談の上、別途所定経費の支出を含め対応を依頼する。 
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(1) 定常作業 
受託者はホームページの安定稼働のため、以下の定常作業を実施する。 
・ 監視対象、監視方法や異常状態の設定を行い、遂次監視をすること。 
・ 異常または障害（予兆を含む）が発見された際には、直ちに当局に連絡の上、即座に異常に対応する必
要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。併せて、対応結果等を記録し、報告すること。 
・ データバックアップを定期的に行うこと。リストアが必要な場合には目標復旧地点までデータを復元す
ること。バックアップの頻度や内容、時間帯、目標復旧地点については当局と協議の上、最適な設定を行う
こと。 
・ セキュリティインシデントのリスクを低減させる予防策について実施すること。 
・ IPA や JPCERTコーディネーションセンター等からのセキュリティ問題に係る情報を随時確認し、当該
ホームページに係る内容については、直ちに当局へ報告すること。なお、当該情報に基づく対策を講じるこ
とが必要か否かについては当局と協議後決定すること。 
・ OS、アプリケーション（WWW、CMS 等）のセキュリティパッチが公開された場合は、適用可否など
の対応方針を決定した上で、内容について速やかに当局へ報告すること。 
・ ホームページの改ざんの有無を定期的に確認し、マルウェア、悪意的なスクリプト、オンライン詐欺サ
イトの埋め込みなどを検知した場合は速やかに対応し、当局へ報告すること。 
・ ホームページの脆弱性の有無について定期的に点検し、当局へ報告すること。 
・ 障害発生の場合、内容の解析及び発生箇所を特定すること。障害から復旧して業務を再開するために、
暫定対応を行うこと。その後、障害の要因について対処し、同事象の発生を防止するために、恒久対応を行
うこと。 
・ システムの構成情報（各種ソフトウェアの情報及び実装機器との関係等）の管理を実施すること。 
 
(2) アクセス解析 
受託者はホームページの現状把握と改善のため、アクセス解析を実施する。 
・ Google Analytics（GA4）の設定を行い、当ホームページのアクセス解析を行うこと。 
・ アクセス動向について、SEO対策等サイトの価値向上につながる改善提案を含め、以下 5.報告の①定期
報告にて報告を行うこと。 

 
(3) 個別対応 
当局からの依頼および相談に基づき、下記の内容について個別に対応すること。 
・ホームページの更新性を高めるための CMS（WordPress）機能改善 
・ アクセス解析をもとにした改善提案の反映、SEOチューニング（タイトルやディスクリプションの改善、
画像の圧縮、文章構造などのリコーディング）など 
・ CMSや Google Analytics、SEO対策等について当局職員に対するレクチャー 
・ その他、既存コンテンツの軽微な修正、確認等 
 

③ コンテンツ製作 
イベント情報やコラム記事など、ホームページに新たに追加するコンテンツの製作を行う。なお、コンテン
ツ制作に要する時間は、保守管理で定める作業時間に含めない。 
 
(1) イベント情報収集登録 



神戸市内で開催される観光客向けイベントの情報を収集し登録を行う。 
受託者は、WEB・チラシ・ポスター等のチェック、観光施設や主催者へのヒアリング等を通して、神戸市
内で開催されるイベント情報について収集する。イベント内容が市外からの観光誘客に資するかどうかを精
査の上、主催者への掲載確認、および画像や素材の手配を行い、それらの情報を CMS 上で登録すること。
収集方法については最適な方法を提案し、当局と協議の上決定すること。ほか、ホームページに設けている
イベント情報投稿フォームに寄せられた情報に関しても、同様に登録を行うこと。 
いずれにおいても、収集・提供された素材をそのまま転載するのではなく、イベントの内容が端的に伝わり、
訪問意欲を喚起させるように、リライトや画像編集、ディレクションなどを行うこと。なお、最終的な掲載
可否の判断は当局で行う。 
 
登録を行うイベント数は 5 件/週、20 件/月を目安とし、年間で 240 件程度 のイベントを登録すること。
また、収集・登録状況について週次でメール等による簡易報告を行うこと。 
また、そのうち当局が指定する 20件/年間については、イベントの内容について、英語・繁体字・簡体字・
韓国語の 4言語に翻訳し、多言語ページの CMSに登録を行うこと。翻訳の際には、ネイティブチェックを
行うなど、自然で正確な訳となるよう留意すること。 
 
【対象ページ】 
イベント一覧ページ  https://www.feel-kobe.jp/event/ 
イベント情報投稿フォーム  https://www.feel-kobe.jp/registration.html 

 
(2) コラム記事・モデルコース製作 
ホームページに掲載するコラム記事、及びモデルコースを製作すること。それぞれ、知見のあるライター等
を活用しつつ、神戸の観光資源や時期特性、旅行トレンドを意識しながら取材・制作を行うこと。テーマや
内容については事前に提案し、当局と協議の上決定する。当局の指定する CMS上でコーディング（HTML・
CSS）を行い、アイキャッチの製作を含め、掲出可能な状態まで完成させること。 
 
制作を行うコンテンツ数については以下の通りとする。 
・ コラム記事：35件/年間、1記事あたり 3,000字程度、写真 15枚程度。 
・ モデルコース：12件/年間、1件あたり 2,000字程度、写真 8枚程度。 
 
※ 文章・画像などは、神戸の魅力が効果的に伝わるクオリティを維持すること。ライターごとにクオリテ
ィやトンマナが乖離しないように、ディレクションやクオリティコントロールを入念に行うこと。当局でク
オリティが著しく低いと判断する場合は、委託費用内において改善を依頼する。 
※ 記事制作に必要な取材経費などは全て委託費用に含むものとする。 
※ 制作したコンテンツに係る使用権は当局が保有するものとする。当局は制作したコンテンツについて、
他コンテンツへの流用や、外部のWEBメディア等に転載させる場合もある。 
 
【対象ページ】 
コラム一覧ページ https://www.feel-kobe.jp/column/  
モデルコース一覧ページ https://www.feel-kobe.jp/model_course/  

 
(3) ランディングページ制作 
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受託者は、当局がキャンペーンやイベント等を実施する際に、当局からの依頼に基づきランディングページ
を制作する。受託者はワイヤーフレームの作成、デザイン（装飾やイラスト等含む）、ライティング、コー
ディング等の作業を行うものとする。制作に際して、当局で保有する素材は可能な限り提供するほか、別途
取材・撮影が必要な場合や、有料素材の調達が必要な場合は、当局と相談の上、必要経費を支出する。 
 
制作を行うページ数は 5件/年間とする。制作を依頼するページは英語等の外国語となる場合もあるほか、
新規にランディングページの製作を依頼する代わりに、既存のランディングページの更新を依頼する場合も
ある。 
 
【参考ページ】以下と同程度の規模感、内容を想定。 
神戸ルミナリエ presents カッサアルモニカ/音楽の宝箱 https://www.feel-kobe.jp/luminarie2022/  
旅してでも食べたい神戸スイーツ  https://www.feel-kobe.jp/lp/kobe-sweets/ 
 
 

5. 報告 
受託者は以下の通り、業務の実施状況について報告を行うこと。いずれにおいても、報告書の様式について
は不問で、データでの提出も可能とする。また、報告会の開催方法については、オンライン・対面を問わず、
当局と受託者双方の都合に合わせたものとする。 
 

① 定期報告 
2か月に 1回を目安（年 6回）に定期報告会の開催、及びレポートの提出を行うこと。 
内容については、前述の Google Analytics によるアクセス状況のまとめと分析を中心に、保守管理・コンテ
ンツ制作の進捗状況を含むものとする。 
 

② 年間運用報告 
委託期間内の末日までに、年間運用報告書の提出と報告会の開催（年 1回）を行うこと。 
報告の内容については、当仕様書に記載の作業の完了状況、および事業の成果、今後の課題など、年度内の
運用の振り返りと検証を含むものとする 
 
 

6. 運用体制 
業務実施にあたり受託者は、全体管理・保守運用・コンテンツ制作等の業務内容に応じて、それぞれを確実
に履行できる体制を設けることとし、当局の営業時間（平日 8:45~17:30）に、適宜電話やメール、チャット
等で連絡が取りあえる状態とすること。運用体制には、可能な限り以下のスキルを持った要員を配置するこ
と。 
 
・ プロジェクト管理能力 
プロジェクト実施計画を策定し、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、プロジェクト間の調整
を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有すること。 
 
・ 品質管理能力 
プロジェクトを離れて第三者的かつ客観的に、プロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力
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を有すること。 
 
・ Webサイト運用能力 
Web サイト構築の専門知識、オープンシステム開発言語に対する専門知識、機能設定能力、Web サイト設
計能力、Webサイトの評価・改善技術、CMS（WordPress）の運用、Google Analyticsによる解析、障害発
生時の対応能力を有すること。 
 
・ 情報セキュリティに関する知識 
製作・運営時を通じて情報セキュリティの適正な管理を実施する者として、総括責任者や（Webサイトのセ
キュリティ対策に通じた技術担当の）窓口担当者等を選定し、管理組織を整備の上、情報の漏洩・滅失・き
損及び改ざんの防止その亜情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。 
 
・ コンテンツ制作能力 
SEO対策の知識を持ちつつ、ライティングや写真撮影、デザインについての知見がある者。 
 
※ プロジェクトの構成要員には、受託者の社外の者（パートナー等）を含んでいても構わないが、プロジェ
クトの統括を行う者、事業の管理責任者は、受託者の社内の者とすること。 
※ プロジェクト発足時からの要員変更にあたっては、変更後の要員のスキルが前任者と同等以上であること
を担保すること。 
 
 

7. 要件 
本業務におけるホームページ運用については、以下の要件を満たすこと。 
 

① 基本要件 
・ 本ホームページは、オープン化（特定業者による技術に偏向してないもの）された製品・ソフトウェア等
を用い、機能拡張性及び保守性の高いホームページとすること。また、新たに構築するページ・コンテンツ
の運用・保守期間は、構築後５年間を前提とすること。 
・ システム利用時間は原則として 24時間 365日とする。ただし、保守等の予定された停止に関しては、そ
の限りではない。 
・ ホームページの開発、更新、コンテンツの製作にあたっては、「神戸市ホームページ作成事業者用ガイド
ライン」に準拠すること。 
 
神戸市ホームページ作成事業者用ガイドライン 
https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/homepage/web_accessibility/guideline.html  

 
② 機能要件 

・ 一般的なブラウザ（Edge最新版、Firefox最新版、Chrome最新版、Safari最新版）で閲覧可能なものと
すること。ユーザビリティを考慮し、ストレスを感じさせない程度の閲覧状態・構成・速度を意識した動作
環境を整備すること。 
・ 管理者を設定する機能を有し、管理者のみが本ホームページの操作ができる等、ホームページ管理のため
の機能が利用できるよう制限できること。なお、当局内の複数人で管理・操作ができるよう設定すること 
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・ ホームページ内のコンテンツについて CMS（WordPress）管理化を進めること。 
・ 多言語ページにおいては、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓国語の４言語に対応可能である
こと。多言語に翻訳の際には、ネイティブチェックを行うなど、自然で正確な訳となるよう留意すること。 
・ モバイル端末（スマートフォン、タブレット等）での閲覧を前提とし、画面サイズによって最適化される
構造とするなど､端末環境に依存しない、レスポンシブ対応仕様とすること。 
・ 各ページについて、SNSでのシェアを促進するため、OGP設定を行うこと。 
       

③ 非機能要件 
・ サーバ障害等によるデータ消去・破壊のリスクを低減させるため、サーバ、記憶装置等を冗長化する機
能を設けること。一部のハードウェアが故障しても、縮退運転が可能なハードウェア構成を設けること。 
・ オンラインレスポンスタイムは３秒以内を目標とすること。なお、ネットワークの影響及び縮退運転時
については除外とする。 
・ 本ホームページの構築・運用に際しては、神戸市の「神戸市情報セキュリティ管理規程」及び「神戸市
情報セキュリティ対策基準」といった情報化関連規程等を遵守し、万全の対策を講じること。 
・ 不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用等を防止するための対策
を講じること。 
・ アンチウィルスソフトウェアを活用する等により、不正プログラム対策を講じること。 
・ データ送受信時にウィルスチェックが可能な機能を有すること。 
・ 最新のエンジン及びパターンファイルの自動更新が可能な機能を有すること。 
・ 常時監視機能の設定が可能であること。 
・ 各機器へのエンジン及びパターンファイルの配布状況管理機能を有すること。 
・ ウィルス感染・検疫・駆除の一元監視機能を有すること。 
・ 検知時のアクションとして、システム管理者に対する通報と、ユーザーに対する通知が可能な機能を有
すること。 
・ ウイルスやマルウェア等に対する対策を講じること。 
・ 通信経路上の暗号化（SSL 暗号化通信）を行うこと。 
・ 個人情報を含む等、機密性の高い情報を取り扱う場合、蓄積データ（データベース含む）や職員への通
報経路を含め暗号化を行うこと。なお、暗号化の各機能や強度については、設計時に決定する。 
・ システムログ及びアプリケーションログを取得し、取得したログの漏えい、改ざん、消去、破壊等を防
止できる機能を設けること。 
・ Webサイトへの負担を考慮した上でアクセスログを取得し、当局が要請した場合、直ちにアクセスログ
の提示が可能な機能を設けること。 
・ ログの収集・一元管理・一定期間中の保存が可能であり、GUI ツールで検索・統計分析・編集・プリン
ト出力等を可能とする最低限の監査系機能を必要とする。 
・ 障害時等にシステムを復旧できるようなバックアップを実施すること。 
・ 障害発生内容の解析及び発生箇所を特定し、障害から復旧して業務を再開するために、対応を行うこと。 
・ 作成した Web サイトコンテンツファイル等関連データは、環境変更時（情報更新時）バックアップを
取得すること。 
・ セキュリティ機能の稼働状況監視や、エラー監視を実行し、必要に応じて警告等を発する機能を設ける
こと 
 

④ ネットワーク要件 



・ Webサイトの更新等のために当局職員が管理画面（CMS）にアクセスする方式は、セキュリティ面を考
慮し、管理画面へのログインには ID とパスワードによる制限を掛けると共に、事業者側での特定のグロー
バル IPアドレス指定によるアクセス制限等（当局のプロキシサーバのグローバル IPアドレスからのみ許可
等）を実装し、不要なアクセスを防止すること。 
・ 外部セグメントからサーバが設置されているセグメントに対して、適切なアクセス制御が可能なネット
ワーク構成を取ること。 
・ ルータ又はファイアウォール等でのフィルタリング設定によって、未使用又は不必要なポート／プロト
コル／不正な IPアドレスによる接続を排除すること。また、Webサイトを更新できる管理者用端末を限定
し、当該端末以外からのWebサイト更新等に関する接続は排除すること。 
 
 

8. その他留意事項 
・次に掲げる情報は発信してはならない。 
誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報。人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報。違法行為、
又は違法行為を煽る情報。単なる噂、又は噂を助長させる情報。わいせつな内容、又はその内容を含むホー
ムページのリンク。当局及び他者の権利を侵害する情報。当局のセキュリティを脅かすおそれのある情報。
職務上知りえた秘密や個人情報。当局の事業、施策、方針等に対する職員の個人的見解や意見等。その他公
序良俗に反する一切の情報 
・発信する情報は、信頼性を確保し、その内容について誤解を招かぬよう、正確に記述すること。 
・発信する内容については正確に記述するとともに、誤解を招かぬよう表現には十分留意すること。 
・発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理
解されるよう努めること。また、発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう
努めること。 
・ホームページで写真、画像、音楽等の素材を利用する場合や文章の引用を行う場合は、著作権、意匠権、
肖像権等について、十分に配慮すること。当業務の履行により製作を行った情報・写真データ（成果物）に
かかる著作権、所有権その他の権利は、当局に帰属し、受託事業者は当局が必要に応じて成果物の変更、切
除その他の改変を行うことを了承するとともに、著作者人格権を行使しないものとする。 
・ 受託事業者は当局に対し、成果物が第三者の著作権等を侵害していないことを保証すること。また、受託
事業者の成果物が第三者の著作権等を侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠
償を求められた場合、受託事業者は、当局に生じた損害を賠償しなければならないこととする。 
・ 外部者が著作権を保有するデータを掲載する際には、二次利用に対する許諾可否を確認すること。ここで
記す二次利用とは、主に当局が有する公式 SNSへの掲載など、当局が関わる事業の範囲内での利用とする。 
・ 本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、
本業務が終了となる場合には、受託者は当局の指示のもと、本業務終了日までに当局が継続して本業務を遂
行できるよう必要な措置を講じるため、業務引き継ぎに伴うシステム移行等に必要となる構成要素（ページ
やコンテンツ等）を円滑に提供できるようにすること。なお、移行用のページやコンテンツ等の提供に係る
費用は保守運用契約に含まれるものとし、新たな費用は発生しないものとして取り扱うこと。 
・ 本仕様書の解釈について疑義が生じたとき、又は本仕様書の定めのない事項については、その都度、協議
して定めるものとする。 

 
以上 


