神戸スタートアップ・エコシステム WEB サイト構築、保守・運用業務委託
仕様書
１．業務目的
神戸市では、国内最大級のバイオ・メディカルクラスター「神戸医療産業都市」を活用し
たライフサイエンス分野のスタートアップ支援や「グローバル・メンターシップ・プログラ
ム」等によるスタートアップ支援、神戸市産業振興財団による起業支援等、全市を挙げて
次々とイノベーションが生まれる神戸スタートアップ・エコシステム（以下、神戸 SUE と
いう。
）の構築を目指している。
本業務は、神戸 SUE の関係人口を増やすきっかけとして、スタートアップや学生をはじ
め、投資家や事業会社の支援者等が神戸 SUE に対して、興味・関心を抱く WEB サイトを
構築し、スタートアップが神戸 SUE の取組みに参画する機会を提供する。
２．業務内容
（１）WEB サイトの構築、および保守・運用
神戸市が別途提供する「ブランドデザインと価値規定」に関する資料（４．提供資料参照）
に基づき、当サイトのコンセプトを立案のうえ WEB サイトを構築する。閲覧対象者が、当
サイトで「神戸市で起業したい」
「支援したい」
「協業したい」と思うきっかけとなるような
コンテンツを掲載すること。
①仕様設計について
掲載項目は以下の通り。ただし、国内や海外の事例や露出内容の最適化を踏まえて、
提案時に項目の追加・削除や構成アレンジを可とする。内容は、神戸市と協議の上、決
定することとする。
●神戸 SUE の紹介
・神戸 SUE の MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）
・神戸 SUE の役割や機能、これまでの歩みなど等
●事業やサポート体制
・神戸市スタートアップ事業の各種事業・プログラム紹介
・補助金や税制優遇、スタートアップビザの紹介
・メンターやコーディネーターなどのサポート体制の紹介
●情報発信
・新着情報
・プレスキット（電子パンフレットデータ等）
●資金面情報
・ファンドなど資金面支援情報、資金支援額など
●コミュニティやネットワーク情報
・神戸市の連携先、関係機関の掲載
●その他
・神戸でスタートアップする利点まとめ（住環境や雇用、資金面など）
・スタートアップ集積・支援実績情報（社数・資金調達額・分野・成長ステージ等）
・スタートアップ立地のロールモデルをパターンごとに掲載
・問い合わせ
・各種リンク
※神戸市及び関係団体の運用する各種関連 WEB サイトとのすみ分けを整理し、回遊性
を意識した適切な導線を組むこと
※CMS 等を含む場合は、コンテンツの作成から公開までをスキルを持たないスタッフで
も簡潔な説明で効率的に更新出来るように配慮すること。なお更新箇所に関しては、神
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戸市と協議のうえ決定すること（例：社数や調達額など）
※必要に応じて、各種情報を拡散できる SNS シェア機能追加すること
②デザイン開発について
ビジュアルデザインの指針であるガイドラインに基づいて、下記事項に留意しデザイ
ン開発を行うこと。
・流行に左右されず、長期的に活用できるデザインにすること
・分かりやすい文言や視覚的に理解しやすいデザインを用いること
・対象者が機能的便益と情緒的便益を感じる UI/UX 設計をすること
③システム開発・保守について
サイト操作性向上策の提案・実施し、想定する利用者の利用状況を参照し、神戸市と協
議の上、回遊性・閲覧時間の向上を意識したサイト構成となるよう対策を講じること。
ア）サーバ・ソフトウェアの調達
設計内容を実装するため、以下を実施すること。
・クラウドサービスを含む構築環境の調達
・必要となるソフトウエアや SaaS のライセンスの調達・構築
・ドメインについては、神戸市と協議のうえで確定すること。
イ）構築したコンテンツについては、受託者との契約終了後も本市が指定するサーバへ移
行できるものとする。また、契約変更やサーバ変更の事由などにより、ドメイン引継が生
じた場合も、管理者移行出来るものとし、必要に応じて手続きを行うこと。
ウ）
「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。また、
「みんなの
公共サイト運用ガイドライン」に記載する各要件を満たすこと。
エ）セキュリティ対策、システムトラブル対応
セキュリティの実装にあたっては、別紙「ホームページサーバ等確認チェックリスト」
及び「ウェブアプリケーションセキュリティ実装チェックリスト」に定める事項を継続し
て履行すること。また、
「ホームページサーバ等確認チェックリスト」等は、随時変更す
る可能性があるため、変更となった場合には、新たな基準を遵守すること。
また、取り扱う情報については、神戸市の「神戸市情報セキュリティ基本方針」(※)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、必要な対
策を講じ続けること。
※以下 URL を参照すること
https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy
a.安全なプログラミングを行うとともに、公開前に十分なセキュリティテストを実施す
ること。
b.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、ウェブ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、情報の漏えい・滅失・き損及び改ざんの防止、その他情報の適正な
管理のために必要な措置を講じること。
c.情報セキュリティに関する不正が見つかった場合に追跡調査や立ち入り検査等によ
り早期に原因を調査・排除できる仕組みや体制を整備すること。
d.常に異常や障害について点検を行い、異常または障害（予兆含む）が発見された際に
は、直ちに神戸市へ連絡し、復旧手段について万全を期す体制の確保及び運用対応が可
能であること。また、障害発生時には、原因を調査の上、報告書を神戸市に提出するこ
と。
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e.ウェブサイトが明らかに改ざんされたと認識した場合、被害の拡大を防ぐために、ウ
ェブサイトを一旦公開停止した上で、「只今、メンテナンス中」のページに表示を切り
替え、原因の究明と対策後に正常なバックアップからの復元作業を実施して再公開す
ること。
f.作成したウェブサイトコンテンツファイル等関連データについて、日次にてバックア
ップを取得し、常に三世代分のデータを保持すること。
g.ウェブサイトへの負担を考慮した上で、アクセスログを取得し、神戸市の要請があっ
た場合は、直ちにアクセスログの提示が可能であること。
h.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とること。
i.ルータ又はファイ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、ウェブサ
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ウェブサイト更新等に
関する接続は排除すること。
j.特権 ID（高いレベルの権限をもったシステム ID）は共有せず、当該 ID を用いるシ
ステム管理者個人が特定できること。また、その ID やパスワードの設定・変更に係る
ルールを定めること。
k.CMS の管理画面へのアクセスに関して、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(本市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。
l.情報処理推進機構（IPA）や JPCERT コーディネーションセンター等から、随時セキ
ュリティ問題に係る情報を入手するとともに、当該ウェブサイトに関わる緊急度が高
い問題の場合は直ちに神戸市に報告の上、当該情報に基づく対策を講じることが必要
か否かを本市職員と協議すること。 また、対応を講じなかったものに関しては、その
理由、代替措置及び影響について神戸市に報告すること。
m.システム管理者がウェブサイトのデータ更新を行う場合には、SFTP または https を
用いること。
n.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。
オ）業務継続性の担保
本事業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、本事業が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本事業終了
日までに本市が継続して本事業を遂行できるよう必要な措置を講じるため、業務引継に
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。また、当該サイ
ト名およびドメインについては、神戸市に帰属するものとし、受託者は契約履行期間満了
後使用できないものとする。
（２）アクセス数増加策による WEB サイトへの誘導
検索エンジンの最適化などアクセス数増加に向けて、初期設定を行うこと。アクセス履歴
を基に、積極的なＳＥＯ対策等を講じることで、本サイト構築等についてのＰＤＣＡサイク
ルを機能させ、コンテンツ追加や更新などアクセス数が向上するよう努めること。
（３）報告
・進捗報告
本業務の進捗状況及び課題等について、定期的に報告・協議の会議を開催すること。
（WEB サイト公開前は隔週１回を想定。Web 会議可。公開後は必要に応じて実施。）
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・業務報告
納品前に成果物の内部説明を中心とした業務報告を実施。
（詳細の日程は、別途、市担当者と調整）
３．対象者
WEB サイトの閲覧対象者は、スタートアップをはじめ、事業会社や投資家などの支援
者を想定。そのなかでも、スタートアップ①起業家、経営者、CXO②起業を目指す人（学
生、社会人等）を主な対象者とする。
４．提供資料
ブランドデザインと価値規定に関する資料
５．スケジュール
公開時期が下記のとおり予定しているので、これを前提にスケジュール組むこと。神戸市
と協議のうえ、決定すること。
令和 4 年 8 月上旬（予定）
※受託者はコンテンツの内容、プログラムの動作等について必要なテストを実施し、公開
サイト動作確認に万全を期すこと。また市から修正等の指示があった場合は速やかに対
応すること。
６．納品物について
（１）納品物
①WEB サイト構成図、基本仕様書（データ構造、画面遷移等）
、ディレクトリマップ
②デジタルコンテンツデータ一式（デザインデータ含む）
※納品の際は、納品前にウィルスチェックを完了させ、正常な状態で納品すること。
③管理画面操作マニュアル
（２）納期
令和５年３月末
（３）納品場所
神戸市企画調整局医療･新産業本部新産業部新産業課
（４）検収方法
１．市は、上記（１）に掲げる納品物について、契約書、業務仕様書等に基づきサイト
の稼働及びドキュメント等について必要な検査を行う。
２．上記１．において指摘があった場合には、受託者は市の指示に従い適正に対応する
とともに、再度確認を得なければならない。
７．その他の事項
（１）実施体制
本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。
また、業務全体を統率する業務遂行責任者をおくこと。デザイン開発においては、デザイ
ンガイドラインがコンテンツに反映されるよう、指揮監督を行うクリエイティブディレ
クターを配置すること。
（２）開発環境
設計・開発等については、受託者において開発環境を用意すること。
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（３）委託料の請求
受託者は、納品を全て完了した後、契約金額を委託料として神戸市に請求する。
（４）瑕疵担保責任
①成果物の納品日から起算して１年以内に障害が発生した場合、受託者は速やかに原因
究明に協力しなければならない。
②上記①により対応した受託者は、発生した事態の具体的内容、原因、対処措置を内容と
する報告書を作成のうえ、市が指定する期日までに提出すること。
③上記②により究明した原因を修正するため、必要なプログラム、データ等を納入済みの
コンテンツ、開発ドキュメント等へ適用するとともに、正常な稼働が確認できるまで必
要な調整を行うこと。
④上記①～③に係る経費については、受託者が負担するものとする。
（５）再委託について
原則として、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事
前に書面にて報告し、市の承諾を得たときは、この限りではない。
（６）著作権の帰属
①本業務の履行により成果物が作成されたときは、成果物に係る受託者の著作権（著作
権法 （昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。）、
所有権その他の権利（以下「著作権等」という。
）は、神戸市に帰属、若しくは受託者
は神戸市に譲渡する。
②受託者は、神戸市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、神戸市の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
③受託者は、神戸市に対し、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し
なければならない。
④受託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
用の差し止め又は損害賠償を求められた場合、受託者は、神戸市に生じた損害を賠償し
なければならない。
（７）秘密の遵守
受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、こ
れらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、
又は解除された後においても同様とする。
（８）仕様変更
受託者は、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ市と協議のうえ、承認
を得ること。
（９）記載外事項
本仕様書に定めのない事項または本仕様書について疑義の生じた事項については市と
受託者とが協議して定めるものとする。
（10）帳簿等の保管
受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、
本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後５年間これを
保存しておかなければならない。
（11）第三者の権利侵害
受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸
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権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を
侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。
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