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秋田市メディアライブラリー制作業務委託仕様書

この仕様書は、秋田市が受託者に委託して実施する「秋田市メディアラ

イブラリー制作業務委託」を円滑かつ効果的に実施するために必要な事項

を定めるものである。

１ 業務名

秋田市メディアライブラリー制作業務委託

２ 目 的

新たな観光資源（観光施設、自然、まつり、イベント、食、工芸、

街並み等）の撮影や既存の画像の更新を行うとともに、画像や動画等

の閲覧と画像のダウンロードができるＷＥＢサイト（以下「新サイト」

という。）を構築することで効果的な観光プロモーションを図るもので

ある。

３ 履行期間

契約締結日の翌日から令和５年３月３１日（金）まで

４ 業務内容

秋田市の観光資源の撮影・画像収集および納品、新サイトのシステム

構築、デザイン作成、更新、データ入力、検索エンジン最適化対策（以

下「ＳＥＯ対策」という。）サポートおよび保守管理などの業務

５ 業務の範囲

(1) 秋田市の観光資源の撮影、画像収集および納品

(2) 新サイトの作成に必要な設計、製造、テスト、本稼働、本稼働後の

ホームページのデザイン等の修正、サーバーの確保（利用費含む）

および保守管理、画像・動画の新サイトへの反映、データ入力

(3) 新サイトを操作・更新・管理・追加する市職員等を対象とした操作

手順書の作成

(4) ＳＥＯ対策およびセキュリティー対策についての施策・提案

６ 秋田市観光資源の撮影・画像収集および納品について

(1) 全体方針
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ア 新規に撮影する画像については、各種メディア等にも取り上げら

れることを想定し、本市の魅力を効果的に訴求するような画角・ア

ングル・シチュエーション・天候等で撮影したものであること。

イ 撮影および画像の収集に当たっては、対象とする観光資源や必要

な画像枚数および撮影に関する各種申請、撮影スケジュール等につ

いて委託者と調整しながら進めること。

(2) 基本仕様

ア 撮影については、10か所以上とする。ただし、観光資源の魅力的

な画像を撮影できるよう季節毎又はイベント毎など複数回に分けて

の撮影を必要とする場合もあることから、委託者と撮影前に協議す

ること。

イ 画像の収集については、委託者がすでに所有している画像を提供

するほか、必要に応じて画像所有者へ画像の提供を依頼し収集する

こと。なお、画像収集が円滑に進められるよう委託者は受託者に協

力すること。

ウ 画像は被写体の印象を誤認させない範囲で、必要に応じて彩度・

明度等の加工を行うこと。

エ 画像に含まれるあらゆる著作権や肖像権等は、二次使用まで含め

た全ての権利処理を行うものとする。

特に第三者から提供された画像はＷＥＢサイト上で配付（やむを

得ない場合は閲覧のみ）することについて書面等により画像提供者

から同意を得た上で提出すること。

７ 新サイトの作成について

新サイトの基本的な機能は、次のとおりである。ただし、この基本的

機能の代替案を提案することも可能とする。その場合、基本事項とは区

別し、独自の追加提案であることを明示して提案すること。

(1) 全体方針

ア 秋田の画像や映像を見栄え良く表示することでＷＥＢサイトを閲

覧することにより本市への関心および来訪意欲を高めるものである

こと。

イ 新サイト上で本市の画像・動画の閲覧および画像の利用申請およ

びダウンロードが可能であること。また、当該サイトの利用者にと

って画像をダウンロードする手順がわかりやすいものであるほか、

悪意ある画像の使用・再配布・乱用を防ぐものであること。
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ウ 画像の利用申請や問い合わせがあった場合に委託者へ通知が届

き、迅速かつ効率よく対応できるような機能を備えること。

エ パソコンとスマートフォンそれぞれの特性を生かして最適な表示

がされるようにするほか、それぞれの様式で表示すること。

(2) 基本仕様

ア 秋田市サーバーとは別の独立したレンタルサーバー（サイト構

築、2,000枚程度の画像登録および今後画像等を追加登録すること

を想定した容量）で実行するものとする。また、ＷＥＢ上に公開

し運用までを含むものとする。

イ ＣＭＳでの構築は可とするが、必ず、委託者等が更新等できる

ようマニュアル等も整備すること。また、ＣＭＳを使用する場合

は、セキュリティの更新作業を保守に含めること。

ウ 新サイトへの情報の登録や修正、追加などは、Ｗｉｎｄｏｗｓ

マシンから行えるようにすること。

エ スマートフォン（ｉＯＳ､Ａｎｄｒｏｉｄ)にも対応したサイト

とすること。

オ 新サイトで使用するドメインを取得すること。

(3) 画面イメージ

本市への関心を引き寄せ、来訪意欲を高めるようデザイン性の高い

内容とし、新サイトを訪れた人が画像や動画の閲覧、画像ダウンロ

ード等の機能について直感的に分かりやすく、操作しやすいもので

あること。

(4) タイトル・ドメイン

ホームページタイトルおよびドメイン名については、検索されやす

いキーワードを含み、秋田市のイメージを向上させ観光プロモーシ

ョン効果が見込まれるもの、および定着しやすいものとすること。

また、タイトルから秋田市の画像や動画の閲覧、画像ダウンロード

などの機能性のあるＷＥＢサイトであることが伝わるものであるこ

と。

(5) 画像等について

画像、写真、動画、ロゴ等に含まれるあらゆる著作権や肖像権等

は、二次使用まで含めた全ての権利処理を行った上で使用するもの

とする。

(6) 主なコンテンツ

コンテンツ内容および配置等については、原則以下のとおりとする。
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なお、構築中に中間報告を行い、デザイン、レイアウト等について、

委託者と協議すること。また、構築後は委託者が、内容を更新でき

るものとすること。

ア トップページ

・イからオまでのリンクを見やすく配置するとともに、グルー

プ化してわかりやすくレイアウトすること。またスライド式

の画像や動画等を用いるなど見栄えについて工夫をし、秋田

市の画像や動画の閲覧およびダウンロードへと誘導するデザ

インとすること。

・新着お知らせタイトル等を表示し、更新状況や秋田市が周知

したい内容がわかるようにすること。

イ 画像検索・ダウンロードページ

・本事業において撮影・収集した画像が反映されており、サム

ネイルおよびタイトル等の関連情報が一覧表示されること。

・観光資源のカテゴリーや撮影エリア、撮影した季節、キーワ

ード等の条件を絞って画像を検索する機能を有すること。な

お、画像の分類やキーワードの設定等については委託者と調

整をしながら進めること。

・利用規約、利用手順等について掲載していること。

・画像の利用申請およびダウンロードが新サイト上で可能とす

ること。

・画像の追加登録やデータ編集、削除および利用承認について

管理画面から操作できるものであること。

ウ 動画閲覧ページ

・秋田市の動画を閲覧することが可能（埋め込み可）であり、

各動画のサムネイル、タイトル、内容、時間、対応言語、利

用を希望する場合の問い合わせ先等を表示すること。

・動画（又はそのＵＲＬ）およびタイトル等の関連情報は委託

者が受託者へ提供する。

・動画の追加登録やデータ編集、削除について管理画面から操

作できるものであること。

エ お知らせ関係

(ｱ) お知らせページ

新着情報のタイトル、更新日をわかりやすく表示させるほか、

随時委託者が新着情報等を追加、更新、修正、削除可能なものと
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すること。

なお、お知らせ記事内では、外部リンクや画像の貼り付けも可

能であること。

(ｲ) お問い合わせ

氏名、年齢、ふりがな、メールアドレス、電話番号、居住地、

相談内容を記入の上、相談者のメールアドレスから観光振興課に

メールが届くように整備すること。また、city.akita.lg.jpのド

メインからメールが届くようフィルター解除をする旨を記載する

こと。

オ その他

(ｱ) サンクスページ（連絡先、営業時間等含む）

(ｲ) 秋田市内施設等のリンク集（アキタッチ＋、新屋ガラス工房、

大森山動物園、移住定住等）

(7) ＳＮＳとの連携

埋め込みやリンクなどにより関連ＳＮＳと連携すること。

(8) ＣＭＳを使用する場合

システムの更新（セキュリティパッチの適用を含む）を行うこと。

(9) 基本仕様

ア コンテンツは次のブラウザで閲覧可能とし、特にスマートフォ

ンでの閲覧が快適であること。

(ｱ) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｄｇｅ 最新版

(ｲ) Ｓａｆａｒｉ 最新版

(ｳ) Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ 最新版

(ｴ) Ｍｏｚｉｌｌａ Ｆｉｒｅｆｏｘ 最新版

(ｵ) Ｃｈｒｏｍｅ Ｆｏｒ Ａｎｄｒｏｉｄ 最新版

イ 特殊なソフトウェアのインストールを行うことなく閲覧できる

こと。

ウ Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅなどの一般的な検索エンジンにお

ける検索結果ページの表示順位の上位に表示されるように配慮す

ること。

エ ドメインについては、秋田市観光振興課のページであることが

わかりやすいものを新規で取得すること。

オ ユーザー解析のためにアクセスログ(アクセス数、日時、直前に

見ていたページ、各画像の閲覧数や画像ダウンロード数等)を取得

できること。また、出力データのフォーマットは利用しやすいも



- 6 -

のであること。

カ 高齢者・障害者を含めた全ての利用者が支障なく利用できるよ

う、「JISX8341-3:2016（高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通

信における機器、ソフトウェア及びサービス第３部：ウェブコン

テンツ）」に明記している規格等の要件を満たし、達成等級「ＡＡ」

への対応を目指すこと。

キ 専門知識なく、アクセシビリティに配慮されたページを簡単に

作成できるようにすること。また、アクセシビリティガイドライ

ンを整備すること。

(10) セキュリティ要件

ア システムへの不正な侵入、本システムの停止や障害の発生を予

防し、また障害発生時の影響を最小限に食い止めるため、十分な

セキュリティ対策を講じること。

イ 第三者からのサーバーへの不正なアクセス等により改ざんや消

失、毀損が生じた場合には、原因を解明し速やかに対策を講じる

とともに報告すること。

ウ ホームページの管理機能については、管理専用画面でアカウン

ト及びパスワードによる認証を行うこととする。

エ ホームページの管理機能については、秋田市が指定したIPアド

レス以外からのアクセスを禁止すること。

オ サイト内の全ページにおいて、常時ＳＳＬ化に対応すること。

なお、証明書の取得・更新費用は、委託料に含むものとする。

カ １日１回、システムおよび登録内容のバックアップを自動で行

い、過去１週間は保管すること。また、障害発生時には、速やか

に新サイト全体の復元を構築・保守事業者が行うこと。

キ サーバーのアクセスログを取得する機能を備えること。

(11) 独自の提案

本仕様の定めにない内容であっても、本ホームページの設置目的

に適当と思われる機能、方法等がある場合は積極的に独自提案を行

うこと。

８ 成果品

本委託業務の成果物として、新サイトをインターネット上に公開する

ほか、以下のものを納入すること。なお、マニュアル類は詳細に記述す

ること。
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(1) 撮影および収集した画像

以下のいずれについてもカテゴリーおよび観光資源毎に整理した上

で納品すること。

①画像データ

全ての画像をＨＤＤおよびＤＶＤ（予備）それぞれに保存したもの。

※ 新規に撮影した画像については、ＴＩＦＦ形式（非圧縮）とＪＰＥＧ

形式（300dpi以上）の両方が保存されていること。

②冊子

全ての画像を一覧として製本したもの。

(2) ホームページのデータ・コンテンツ一式 （内容執筆、デザイン、

コーディング、検証）および必要ある場合は更新用ソフトウェア等

（完成品をＣＤ・ＤＶＤにて納品）

※ 検証は社外公開サイトで正しく表示できることを保証すること。

(3) ホームページ設計書（階層構造を示すサイトマップ等を含む）

(4) アクセシビリティガイドライン

(5) 操作手順書

(6) 議事録一式

９ 納品

(1) 期限 令和５年３月３１日（金）

(2) 場所 秋田市観光文化スポーツ部観光振興課

10 業務管理

受託者は、本業務が効率的かつ適正に実施されるよう、あらかじめ作

業計画書および行程表を本市に提出し、全工程における運営管理（各作

業時の進捗状況の把握や本市への状況報告等）を徹底すること。

また、本業務に携わるスタッフの作業分担と作業量を適切に把握、管

理し、計画の遅れが生じるなど、課題や問題が発生した場合は速やかに

原因を調査し、体制の見直しを含む対応策を提示し、本市の承認を得た

上で、適切に対応すること。

11 留意事項

(1) 成果品に対して、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じ

たときは、本市の責めに帰すべき事由による場合を除き、受託者の責

任で当該問題を処理し解決することとし、また、当該問題によって本



- 8 -

市に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(2) 本市は、本業務で納品された成果品を期間の制限なく無償で、イン

ターネットや放送番組等のあらゆる媒体で公表、公開、配布等するこ

とができることとする。

(3) 受託者は、業務に関連する事故が発生した場合、直ちにその報告と

対応措置などを本市に報告し、措置後の詳細な経過および結果報告を

文書で行うこと。

(4) 電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフト等によ

り検査した上で納品すること。納品データがウイルスに感染している

ことで、本市又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と

負担により、原状回復およびその他賠償等について対応するものとす

る。

(5) 本仕様書について、疑義が生じたときや定めのない事項又は細部の

業務内容を決定する場合は、本市と受託者で協議の上進める。

12 契約に関する条件等

(1) 再委託等について

受託者は、本業務の全部もしくは一部の処理を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。ただし、一部委託についてあらかじめ

市の承認を得た場合は、この限りではない。

(2) 業務完了報告

業務完了の際には、速やかに業務完了報告書を提出し、承認を受け

ることとし、合格と認められないときは、市の指定する期日までに

補正を行うこと。

また、その場合の費用については、受託者の負担とする。

(3) 業務の履行に関する措置

ア 市は本業務（再委託をした場合を含む。）の履行につき著しく不

適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面

により必要な措置をとるべきことを要求する場合がある。

イ 受託者はアの要求があったときは、当該要求に係る事項について

決定し、その結果を要求のあった日から１０日以内に市に書面で提

出しなければならない。

(4) 権利の帰属等

ア 本業務により制作された成果物の著作権（著作権法第２７条およ

び第２８条の権利を含む。）は全て市に帰属する。
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イ 受託者は、市の承諾なしに本業務により制作した成果物および資

料を他に流用することはできない。

ウ 受託者は、著作権人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）

を行使しないものとする。

エ 本業務により制作された成果物に関し、商標登録又は意匠登録を

必要とするときは、市が出願者となって費用を負担し、登録する。

(5) 機密の保持

受託者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た

情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者への開示および

漏えいについて、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・

保持すること。また、契約終了後も同様とする。

(6) 関係法令の遵守

受託者は本業務（再委託をした場合を含む。）を履行する上で、著

作権、肖像権や個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守する

こと。万一問題が発生した場合は、受託者が責任をもって対応する

こと。


