
（別紙）要件表

ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 識別番号

必須項目

任意項目

項目 区分 詳細項目 対応 備考

システム全般 1 必須 CMSサーバ、Webサーバ等の運用に必要な環境を受託者にて全て
用意すること。

システム全般 2 必須 24時間365日運用可能なシステムとすること。
また、データは常に冗長化されたストレージに格納されていること。

システム全般 3 必須 専用のソフトウェアのインストール等を行うことなく、CMSを操作でき
ること。

システム全般 4 必須 閲覧者の利用端末（パソコン、タブレット端末、スマートフォン等）の各
主要ブラウザで、正常に画面表示ができること。

システム全般 5 必須 今後のWEB環境の発展、行政サービス等に対するニーズの多様化・
高度化に対応できるよう、バージョンアップ等により機能の追加等を
可能とするよう拡張性を持っていること。（可否についての要件であ
り、実際に拡張する際の費用の要否は問わない）

システム全般 6 必須 アクセス数やページ数の増加等に対し、サーバ容量の増加等機能
拡張が容易にできること。（可否についての要件であり、実際に拡張
する際の費用の要否は問わない）

システム全般 7 必須 全てのページで、SSL等により暗号化された通信が行えること。
また、認証等に関する手続きは受託者が行うこと。

システム全般 8 必須 ＳＳＬ導入前のＵＲＬにアクセスした際に、自動でＳＳＬ導入後の当該
アドレスに遷移させる仕組みとすること。

システム全般 9 必須 開発ベンダによるメンテナンス、カスタマイズ及びサポートが確立さ
れた製品であり、継続してサポートが受けられること。

システム全般 10 必須 セキュリティパッチの適用、セキュリティ侵害回避の設定等、不正ア
クセスを予防するために必要なセキュリティ対策がされていること。

ユーザ設定 11 必須 ブラウザを使ってCMSにアクセスし、ページ作成、修正、削除等の管
理業務が行えること。

ユーザ設定 12 必須 ユーザIDとパスワードにより、CMSにログインできること。

ユーザ設定 13 必須 コンテンツ編集を行う「作成者」用のアカウント、ページ承認を行う「承
認者」用のアカウント、システム全体の操作権限を持つ「管理者」用
のアカウントを設定できること。

ユーザ設定 14 必須 アカウントを5つ設定できること。
また、管理者が任意の文字列を設定できること。

ユーザ設定 15 任意 アカウントを6つ以上設定できること。

ユーザ設定 16 必須 パスワードは文字数と文字種類の入力が制限できること。
また、簡易な操作で制限を変更できること（字数制限の範囲内に限
る）。

ユーザ設定 17 必須 管理者は、各アカウントのパスワードを強制変更できること。

ユーザ設定 18 必須 管理者は、承認ルートによらない作業ができること。

ログ管理 19 必須 ページ単位で更新履歴を保持し、作成者が過去の状態に戻すことが
可能であること。

業務台帳 20 任意 管理者は、存在する全てのページについての管理情報を一覧で表
示できること。

業務台帳 21 任意 管理者は、存在する全てのページについての管理情報を、CSV等で
ダウンロードできること。

作成・編集作業 22 必須 作成途中のコンテンツを一時保存でき、再ログイン後に途中段階か
ら再開できること。

承認ルート 23 任意 ２段階以上の承認ルートを設定できること

承認ルート 24 任意 管理者は、全ての承認申請用ページに対し、承認を行えること。

承認作業 25 任意 承認者による差し戻しができること。その際に承認者に対して電子
メールで通知を送付できること。

承認作業 26 任意 承認者は申請されたコンテンツの承認・編集が可能なこと。

承認作業 27 必須 内容確認のため、公開時と同一の画面をプレビューできること。
また、該当ページ内からのリンクも全て実際にリンク先にアクセスす
ることができること。

全般 28 必須 CMSの操作・ページ作成にHTMLソースの編集を必要としないこと。

全般 29 必須 編集可能エリアは、全ページ・全コンテンツに対応できること。

4 編集機能

1 システム全般

2 管理機能

3 ワークフロー

対応欄の記入方法

○：本業務の委託費用内で、実現可能な場合。（標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

△：代替案により本業務の委託費用内で、実現可能な場合。代替案の内容を備考欄に記入すること。
　　　※内容が判別できない場合、「×」とみなすことがあるので留意すること。

×：本業務の委託費用内では、実現できない場合。

評価方法
区分が「必須」となっているもの。　「○」「△」：評価対象としない。　「×」：減点

区分が「任意」となっているもの。　「○」「△」：加点　　「×」：評価対象としない。
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（別紙）要件表

ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 識別番号

必須項目

任意項目

項目 区分 詳細項目 対応 備考

対応欄の記入方法

○：本業務の委託費用内で、実現可能な場合。（標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

△：代替案により本業務の委託費用内で、実現可能な場合。代替案の内容を備考欄に記入すること。
　　　※内容が判別できない場合、「×」とみなすことがあるので留意すること。

×：本業務の委託費用内では、実現できない場合。

評価方法
区分が「必須」となっているもの。　「○」「△」：評価対象としない。　「×」：減点

区分が「任意」となっているもの。　「○」「△」：加点　　「×」：評価対象としない。

全般 30 必須 サイトの構造（ディレクトリ）を変更できること。

全般 31 必須 サイトの構造（ディレクトリ）の変更が、サイトマップやパンくずリストに
自動反映されるなど、容易に管理ができること。

全般 32 必須 公開時のURLを任意の英数字に設定できること。設定しない場合
は、システムが自動で割り振ること。

テンプレート 33 必須 テンプレートを利用したページ作成が可能であること。
また、作成者が適切なテンプレートを容易に選択できること。

テンプレート 34 必須 管理可能なテンプレート数に上限がないこと。

CMS内検索 35 任意 CMSに登録したデータについて、任意のキーワードにて全文検索が
できること。

CMS内検索 36 任意 PDFについて、任意のキーワードにて全文検索ができること。

CMS内検索 37 任意 検索結果一覧をCSVファイル等で出力できること。

コンテンツ作成 38 必須 作成者がデザインを意識することなくページ作成ができること。

コンテンツ作成 39 必須 ページ作成者が、HTML言語を意識することなく、一般的なワープロ
ソフトに近い操作性でコンテンツを編集できること。

コンテンツ作成 40 必須 HTMLの知識がない者でも、excelに近い操作性で、簡単に表を作成
することができること。

コンテンツ作成 41 必須 word・excel等外部アプリケーションで作成したテキストや表を、コ
ピー＆ペーストにより転用できること。

コンテンツ作成 42 必須 Word・excelからのコピー＆ペーストの際、自動的に不要なタグを削
除できること。

コンテンツ作成 43 必須 CMS上の簡易な操作で、表の行・列の追加や削除ができること。

コンテンツ作成 44 必須 CMS上の簡易な操作で、行の高さや列幅を任意に設定できること。

コンテンツ作成 45 必須 作成済みのページをコピーして編集できること。

コンテンツ作成 46 必須 公開前のページを、公開時と同じ状態でプレビュー表示できること。
また、プレビュー画面からリンクをクリックすることでリンク先に遷移で
きること。

コンテンツ作成 47 必須 上記のプレビューは、パソコン及びスマートフォンで閲覧した状態の
プレビューを確認できること。

コンテンツ作成 48 必須 CMS操作画面から、公開イメージが印刷可能であること。

コンテンツ作成 49 任意 英語のページが作成できること。

コンテンツ作成 50 必須 簡易な操作でアンカーリンクを設定することができること。

コンテンツ作成 51 必須 5市の担当職員のみが閲覧できるページを容易に作成できること。
（可否についての要件であり、実際に作成する際の費用の要否は問
わない）

コンテンツ作成 52 任意 5市の担当職員のみが閲覧できるページを、容易に作成できること。
また、本業務の委託費用内で実現可能であること。

アクセシビリティ 53 必須 HTML言語を意識することなく、見出し（h属性）を付けることができる
こと。

アクセシビリティ 54 任意 見出しの構造化チェックが自動で行われ、見出しが入力されていな
い場合はその旨の表示が出ること。

アクセシビリティ 55 必須 HTML言語を意識することなく、代替テキスト（alt属性）を付けること
ができること。

アクセシビリティ 56 任意 代替テキストの入力チェックが自動で行われ、代替テキストが入力さ
れていない場合はその旨の表示が出ること。

アクセシビリティ 57 必須 HTML言語を意識することなく、表の見出しやキャプションを付けるこ
とができること。

アクセシビリティ 58 任意 表の見出しやキャプションの入力チェックが自動で行われ、代替テキ
ストが入力されていない場合はその旨の表示が出ること。

アクセシビリティ 59 任意 全角英数字を半角英数字に自動置き換えできること。

アクセシビリティ 60 任意 半角カナを全角カナに自動置き換えできること。

アクセシビリティ 61 任意 全角スペースは半角スペースに自動置き換えできること。

4 編集機能
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（別紙）要件表

ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 識別番号

必須項目

任意項目

項目 区分 詳細項目 対応 備考

対応欄の記入方法

○：本業務の委託費用内で、実現可能な場合。（標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

△：代替案により本業務の委託費用内で、実現可能な場合。代替案の内容を備考欄に記入すること。
　　　※内容が判別できない場合、「×」とみなすことがあるので留意すること。

×：本業務の委託費用内では、実現できない場合。

評価方法
区分が「必須」となっているもの。　「○」「△」：評価対象としない。　「×」：減点

区分が「任意」となっているもの。　「○」「△」：加点　　「×」：評価対象としない。

アクセシビリティ 62 必須 パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの多様なデバイスに対
応するため、ホームページ全体がスマートフォン用に最適化されるこ
と。

アクセシビリティ 63 必須 パソコンサイトとスマートフォンサイトの一元管理ができること。

公開設定 64 必須 ページ単位で公開日を設定できること。

公開設定 65 任意 ページ単位で公開日時を設定できること。

公開設定 66 任意 任意のページを公開開始日時及び公開終了日時を指定して公開で
きること。

公開設定 67 必須 公開を終了したコンテンツは、削除作業をしない限りCMS上の保存さ
れ、編集したり、再公開したりすることができること。

公開設定 68 必須 制作中のページでも公開時のURLを設定することができること。

公開設定 69 必須 公開中のコンテンツを、公開状態のまま修正し、上書き日時を指定
する機能があること。

画像 70 必須 画像を簡単な操作で配置できること。また、同一ページ内に掲載数
の制限なく複数配置できること。

画像 71 必須 画像の位置を容易かつ任意に調整できること（右寄せ、左寄せ、中
央配置、テキストの回り込み、テキスト等との距離等）。

画像 72 任意 半角英数字以外のファイル名を登録できないようにすること。また
は、ファイル名が半角英数字以外の場合は、登録時にファイル名を
半角英数字に自動的に変換すること。

画像 73 必須 画像にリンクを設定できること。

画像 74 任意 HTMLソースを編集することなく、簡易的な操作によってページ内に
動画・音声の配置を行えること。

リンク 75 必須 内部・外部リンクを設定できること。

リンク 76 必須 CMS内で作成中のページにリンクを貼ることができること。

リンク 77 任意 リンクチェックを自動で行い、リンク切れであった場合はその一覧を
Excel等で出力できること。

ファイル管理 78 必須 ページに各種ファイルを添付できること。PDF、Word、Excelは必須と
する。

ファイル管理 79 任意 複数のファイルを一括でCMSにアップロードできること

ファイル管理 80 任意 管理画面上などで、添付ファイルがどのページで利用されているか
確認できること

ファイル管理 81 任意 ページファイル名は半角英数字以外のファイル名を登録できないこ
と。

ファイル管理 82 任意 添付ファイルを掲載する際は、CMS上及び公開画面において、ファイ
ルの種類、ファイル名、ファイル容量が自動的に表示されること。

フォーム 83 必須 どのページにも、問い合わせ・申し込み・アンケート等のフォームを設
定できること。また、フォームへのリンク等を配置できること。

フォーム 84 必須 フォームの入力内容を、事前に設定された協議会のメールアドレス
に、自動で電子メールにて送信できること。

フォーム 85 必須 問い合わせフォームの電子メール送信先（協議会）のメールアドレス
は、管理者が設定・変更できること。

フォーム 86 必須 フォームの項目を簡単な方法で編集や追加できること。

フォーム 87 必須 入力方式は択一方式（ラジオボタン）、複数選択（チェックボックス）、
プルダウンメニュー、自由記入欄などを任意で設定でき、フォームの
項目を自由に追加・編集できること。また、文字数などに制限がない
こと。

フォーム 88 必須 入力項目に必須項目を設けることができ、入力がない場合はエラー
の表示が可能であること。

フォーム 89 任意 入力項目ごとに入力可能な文字数・種別を設定することができ、それ
以外が入力された場合はエラーと修正方法の表示が可能であること
（例：電話番号欄には数字のみ入力可　等）

フォーム 90 任意 返信の要不要の選択ができ、返信が必要な場合はメールアドレス等
の連絡先の入力を必須にできること。

フォーム 91 任意 利用者が、送信前に登録内容確認画面などで入力内容を確認でき
ること。

4 編集機能
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（別紙）要件表

ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 識別番号

必須項目

任意項目

項目 区分 詳細項目 対応 備考

対応欄の記入方法

○：本業務の委託費用内で、実現可能な場合。（標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

△：代替案により本業務の委託費用内で、実現可能な場合。代替案の内容を備考欄に記入すること。
　　　※内容が判別できない場合、「×」とみなすことがあるので留意すること。

×：本業務の委託費用内では、実現できない場合。

評価方法
区分が「必須」となっているもの。　「○」「△」：評価対象としない。　「×」：減点

区分が「任意」となっているもの。　「○」「△」：加点　　「×」：評価対象としない。

フォーム 92 必須 フォームの通信はSSL等による暗号化を行うこと。

フォーム 93 任意 管理者は、フォームによる問い合わせ・申し込み・アンケートの一覧
を、ExcelやCSV等の形式により、一括で出力できること。

地図機能 94 必須 外部API（Google Map等）を利用した地図機能を、簡易な作業で表
示・利用できること。

地図機能 95 必須 地図に複数のポイントを設定できること。

地図機能 96 必須 外部API（Google Map等）を利用した地図機能への座標によるリンク
を、簡易な作業で設置できること。

新着情報 97 必須 トップページに新着情報一覧を設けること。ページの新着だけでな
く、「広域行政圏」「○○市」などのカテゴリを表示できること。

新着情報 98 必須 新着情報に掲載した情報は、自動的に、掲載した日付の降順で表示
されること。

外国語翻訳 99 必須 多言語翻訳機能を導入すること。

アクセス解析 100 必須 Googleが無償で提供しているアクセス解析ツールのGoogle
Analytics等で,閲覧状況を手軽に確認できるようにすること。

アクセス解析 101 任意 アクセス解析ツールを実装していること。

アクセス解析 102 任意 バナー広告のクリック数の確認・解析ができること。

アクセス解析 103 任意 添付ファイルがダウンロードされた回数の確認・解析ができること。

アクセシビリティ
対応

104 必須 閲覧者が、キーボード操作のみでサイトを利用できること。

アクセシビリティ
対応

105 必須 外部ソフトを利用して文字サイズ・背景色を変更できること。

アクセシビリティ
対応

106 任意 特別なソフトのインストールを行わずに、文字サイズ・背景色を変更
できること。

アクセシビリティ
対応

107 必須 一般的な音声読上げソフトを利用して正しく読み上げられること。

アクセシビリティ
対応

108 任意 閲覧者が特別なソフトウェアをインストールすることなく使用できる音
声読上げ機能を実装すること。

アクセシビリティ
対応

109 任意 最新のJIS X 8341-3において、地方自治体のホームページに求めら
れる水準を全てクリアすること。（JIS X 8341-3:2016であれば、レベ
ルAA準拠）

アクセシビリティ
対応

110 任意 その場合に、総務省の提供するmiCheckerによるテスト結果を提供
すること。

サイト内検索 111 任意 サイト内の全文検索機能を有すること。

サイト内検索 112 任意 各ページの見やすい位置にサイト内検索のウインドウが設置できる
こと。

4 編集機能

5 公開ホームページ
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（別紙）要件表

ＣＭＳ機能要件表・データセンター要件表 識別番号

必須項目

任意項目

項目 区分 詳細項目 対応 備考

対応欄の記入方法

○：本業務の委託費用内で、実現可能な場合。（標準パッケージ、オプション・カスタマイズは問わない。）

△：代替案により本業務の委託費用内で、実現可能な場合。代替案の内容を備考欄に記入すること。
　　　※内容が判別できない場合、「×」とみなすことがあるので留意すること。

×：本業務の委託費用内では、実現できない場合。

評価方法
区分が「必須」となっているもの。　「○」「△」：評価対象としない。　「×」：減点

区分が「任意」となっているもの。　「○」「△」：加点　　「×」：評価対象としない。

立地条件その他
リスク

113 必須 サーバ設置場所は、日本国内であること。

立地条件その他
リスク

114 必須 耐震、制震、免振設計などの構造により、震度７の地震に対して耐え
うる構造となっていること。

立地条件その他
リスク

115 必須 火災報知システム、消火設備などの装置及び耐火構造により火災
被害の拡大を最小限に防止する設備を備えていること。

立地条件その他
リスク

116 必須 避雷針等による被雷設備を備えること。

サーバ室及び
データ保管庫

117 必須 サーバラックは、施錠管理されていること。

セキュリティ 118 必須 知識、所有物、生体情報等による入退室管理がされていること。

セキュリティ 119 必須 防犯カメラ監視は、24時間行われていること。

電気設備 120 必須 自家発電を備える等、停電時に自動切換えをし、最低48時間以上運
用可能なこと。

空調設備 121 必須 空調設備を冗長化し、サーバ運用に最適な湿度・温度を維持するこ
と。

通信設備 122 必須 ２回線以上の回線を備えていること。

監査 123 必須 物理的なセキュリティ状態の確認のため、データセンターへの立ち入
りが可能であること。ただし、データセンターのセキュリティポリシー
に違反する等、視察ができない場合は、視察に代えて情報セキュリ
ティ監査報告書等を提出すること。

6 データセンター
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