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HP 姫路観光ナビ「ひめのみち」多言語版サイト制作及び運用保守業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

  HP 姫路観光ナビ「ひめのみち」多言語版サイト制作及び運用保守業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務目的 

公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー（以下「当ビューロー」という）では、HP 姫路観光ナビ

「ひめのみち」にて姫路市の多様な観光資源を国内外に向けて発信している。国内向けの日本語ページにお

いては、令和 3 年度に全面リニューアルを行い、多様化する観光ニーズに訴求するために、デザインの一新

や掲載コンテンツの充実を図った。一方、多言語サイト（英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語・フラン

ス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語）については、日本語ページを自動翻訳した状態で運営している。

ゆえに、サイト構成・デザイン・掲載内容（翻訳の精度）において、インバウンド市場の特性に合わせた展

開ができないことが課題である。 

当ビューローとしては、インバウンド観光の再開に向けて、積極的なデジタルプロモーションを展開する

なかで、本業務を重点施策として位置付けている。改修後のサイトは、訪日外国人旅行者にとって旅マエ・

旅ナカでの有益な情報収集ができるポータルサイトとなることを目指し、ＴＯＰページの全面リニューアル

をはじめ、既存コンテンツの改修及び新規コンテンツの導入等により、来訪を促すための強い動機付けとな

るサイトの構築に取り組む。 

 

（1） ターゲットユーザー 

・訪日外国人旅行者（旅マエ・旅ナカ） 

・日本在住外国人 

・海外及び国内の観光関連事業者・団体・メディア 

（2） サイトコンセプト 

・姫路市の観光情報が総合的・体系的に網羅されたサイト 

・未訪来者に姫路市への関心・興味を喚起させるサイト 

・姫路市の観光課題である、宿泊を伴う滞在型観光を促すためのコンテンツが総合的・体系的に網羅さ

れ、宿泊及び域内での回遊の動機づけとなるサイト 

 ・インバウンド市場の特性を加味した、ユーザビリティの高いサイト 

    ・観光事業者及びメディア向けの有益な情報を提供するサイト 

 

３ 業務概要 

（1） 実施主体  公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー 

（2） 提案上限額 16,500,000 円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む） 

（3） 契約期間  契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

（4） 想定スケジュール 

令和 4 年 9 月中旬 契約締結・業務開始 

令和 4 月 9 月中旬 サイト制作開始 

令和 4 年 12 月下旬 サイト一次公開（※） 

令和 5 年 2 月下旬 サイト完全公開 

   （※）現状の HP 多言語サイトの自動翻訳「クロスランゲージ社」との契約が 12 月末に終了することも



2 

考慮し、サイト一次公開は 12 月下旬と設定。公開範囲については、当ビューローと協議のうえ決定

することとするが、下記 5 の掲載コンテンツの 8 割以上の公開を目指す。 

 

４ 業務内容 

（1）多言語版サイト設計・構築 

（2）システム運用・保守管理 

 

５ 業務内容詳細 

（1） 多言語版サイト設計・構築 

ア 外国語ページ制作 

・英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語の言語 

単位でページを制作すること。 

    ・機械翻訳は不可とし、対象言語の利用者に向けた適切な表現となるよう、ネイティブにより翻訳を 

実施すること。また、適切な表現となるようネイティブ及び日本語と当該言語のバイリンガル能力 

を有する者（職務経験等を含めた実績がある者）が、翻訳文章全体の調和等の観点も含めた検証を 

行い、適宜修正すること。翻訳にあたっては、観光庁発行の「観光立国実現に向けた多言語対応の 

改善・強化のためのガイドライン」を参考に行うこと。 

 

  イ サイト設計 

・下記の「ウ コンテンツ」を参照の上、ウェブサイト構成、各ページの概要を記したサイトマップ

を企画書内に掲載すること。 

・サイト内各ページのレイアウトを定めるにあたり、ワイヤーフレームを作成することで、完成イメ

ージを「見える化」し、ページ内容の確認作業を円滑に行えるようにすること。また、企画書内に

ワイヤーフレームを掲載すること。ただし、最終的なデザインは当ビューローと協議の上決定する

こと。 

 

ウ コンテンツ 

掲載を想定するコンテンツ数・掲載内容及び提案事項は下表に記載のものとする。 

 

カテゴリ

ー

  

 

想定コンテンツ数（翻訳を必要とする目安の日本語文字数）、掲載内容及び提案事項 

お知らせ 想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 5 件程度（１件 100 字） ※緊急時のお知らせ 

掲載内容 【お知らせ機能 2 種類】 

① 通常のお知らせ（information）機能：掲載や削除が随時可能なこ

と 

②緊急時のお知らせ機能：緊急時にユーザーが情報を得やすいよう

に、①の掲載箇所とは別に目立つ場所に掲載 

観光 

スポット 

想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 60 件程度（1 件 500 字） 

掲載内容 観光施設の個別情報を掲載 

提案事項 ・コンテンツ毎に、「施設名・内容・基本情報・MAP・写真画像」の
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掲載は必須とし、インバウンド向けに必要な項目は提案すること。 

・上記コンテンツ数は現行の日本語サイトと同様に、全てのスポット

を画一的に掲載した場合で、多言語版サイトにおいては、より訴求

力のある掲載方法を提案すること。 

（例）主要観光スポットは個々に掲載、その他はテーマごとにまと

めた記事紹介等   

イベント 想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 10 件程度（１件 500 字） 

掲載内容 年間の定例イベントのみ掲載 

提案事項 日本語ページは、職員による情報更新を常に行っているが、多言語ペ

ージにおいては、現状困難であることから、年間の定例イベントに絞

り情報を掲載。イベント時期、内容などが１つのページで情報を得や

すいレイアウトを提案すること。 

体験 想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 30 件程度（１件 500 字） 

掲載内容 

 

・現行の日本語ページと同様の仕組み 

※概要紹介から販売ページ（他ページ）へ遷移 

・当該ページに掲載の着地型体験コンテンツについては、今年度の別

事業で開発する予定で、商品化できたものから随時掲載を行うこと

を想定しており、年度末までに約 30 件を見込む。よって、サイト

公開後も、契約期間内において、当ビューローの指示により、翻訳

を行ったうえで掲載を行うこと。 

提案事項 姫路市域の着地型体験コンテンツについて、ユーザー目線で分かりや

すくかつ訴求力のあるレイアウトを提案すること。 

特集記

事・モデ

ルコース 

想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 10 件（１件 3,000 字） 

掲載内容 訪日外国人旅行者にとって関心が強いテーマに特化した特集記事やモ

デルコースを 10 件作成し掲載。 

提案事項 記事作成にあたり、ライターやモデル起用による現地取材を交えるな 

ど、より訴求力がある方法、サイトレイアウトを提案すること。言語 

によって内容を変える場合はそれぞれ提案を企画書に記載すること。 

なお、作成に関する費用は受託事業者の負担とする。 

グルメ 想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 ・グルメ特集記事 6 件（１件 3,000 字程度） 

・飲食店情報（翻訳の必要なし） 

掲載内容 

 

グルメ特集については、日本語サイト内の特集記事を翻訳の上掲掲載 

すること。＜URL＞https://himeji-kanko.jp/gourmet/ 

提案事項 ・飲食店情報 

大手グルメサイト多言語版との API サービスを使った飲食店紹介ペ

ージの構築を行うこと（対応の言語がない場合は英語を採用）。そ

の際、当ビューローによる更新作業が発生しない仕組みを導入する

こと。 なお、API 利用に係る経費は受託事業者の負担とする。大手

グルメサイト選定にあたり、対応言語数や導入にあたる初期費用及

び運用費用を明確にし、提案すること。また、企画書内に連携を予

定する API サービスの会社を明記すること。 

https://himeji-kanko.jp/gourmet/
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土産 想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 ・特集記事 7 件（１件 3000 字） 

・土産店 35 件程度（1 件 500 字） 

上記の数は日本語サイトに掲載の内容を参考にしているが、訪日外国

人旅行者にとって有益なものを選択し、追加・削除を行うこと。選択

に関しては「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する調査業務」

の結果を参考に行うこと。また、Google Map を各施設ページ内に表

示させること。※簡体字ページに関しては別途協議。 

掲載内容 

 

・特集記事 

日本語サイト内の特集記事を翻訳の上掲載すること。 

＜URL＞https://himeji-kanko.jp/souvenir/ 

提案事項 ・土産店 

上記コンテンツ数は現行の日本語サイトと同様に、全てのスポット

を画一的に掲載した場合で、多言語版サイトにおいては、より訴求

力のある掲載方法を提案すること。 

宿泊施設 掲載内容 

 

・総合旅行情報サイト、トラベルコからの ASP 提供（当ビューロー

契約済）により、ページを構築すること。リンクバナー方式によ

る。対応言語がない場合は、全て英語ページを表示すること。 

観光ガイ

ド 

想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 5 件（1 件 1,000 字程度） 

掲載内容 ・当ビューローが指定する 5 団体について、個々の団体概要、ガイド

コース等を紹介するページを構築すること。 

お役立ち 

情報 

想定ｺﾝﾃﾝﾂ数 30 件程度（1 件 1,000 字程度） 

掲載内容 当ビューローの指示により、訪日外国人旅行者向けのお役立ち情報を

30 件程度掲載すること。（例）共通券、天気・気温、市内交通、外貨

両替、災害時の情報収集手段、病院情報、Wi-Fi など 

パンフレ

ット 

掲載内容 

 

・パンフレット掲載 5 種類 

サイト閲覧者が、ダウンロード出来るようにページを作成するこ

と。 

・パンフレット送付依頼フォーム 

当ビューロー代表メールアカウントへお問い合わせメールが届くよ

うにすること。 

アクセス 掲載内容 

 

１ページ（約 3000 字程度） 

主要都市や主要空港等からの姫路市へのアクセスについて説明するペ

ージを作成すること。 

旅 行 会

社・メデ

ィア向け

ページ 

掲載内容 

 

・写真素材ライブラリー、動画ライブラリー、その他資料格納、教育

旅行向けページ 1 件（1000 字）、お知らせ 

上記項目を海外旅行会社がダウンロード出来るようにページを作成

すること。 

・お知らせ表示 

旅行会社向けのお知らせを、当ビューローの依頼に応じて随時掲載す

ること。 

その他 掲載内容 ・関連サイトリンク 

https://himeji-kanko.jp/souvenir/
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※ウェブサイト掲載コンテンツに係る各事業者への確認作業は、基本的に受託者が行うものとする。  

ただし、必要に応じて当ビューローが協力するものとする。 

       

エ デザイン 

・分かりやすく使いやすいユーザーインターフェースを備えたユーザビリティの高いものとする 

こと。また、Web アクセシビリティに配慮すること。 

・トップページは印象的な視覚的に訴求するデザインを採用し、魅力的なキーワードを用いたサイ 

ト名を提案すること。 

  ・日本政府観光局が作成した、「外国人旅行者を魅了するウェブサイトの作り方（英語実例集）」を 

参考にウェブサイトの制作を進めること。 

    ・サイトトップ、各カテゴリーのトップページには、キーワード検索の機能を設けるほか、利用者 

にとって感覚的に情報が探しやすいと感じる機能を導入すること。（例：ドロップダウンリストや 

各カテゴリーに適したイラストや写真の挿入等） 

    ・すべてのページにおいて、言語選択メニューを見やすく分かりやすい位置に設置し、サイト訪問 

者が自ら表示言語を選択可能とすること。 

・複数回にわたりサイトを訪問するユーザーの利便性を高めるための機能を取り入れること。（例： 

閲覧履歴を踏まえ、当該サイトユーザーの興味関心が高いと推測される情報を提示する） 

・デザイン作成にあたり、当ビューローより提供可能な画像データ等は下記のものとする 

提供可能素材 

ひめのみち掲載コンテンツの日本語テキストと画像 

姫路市制作動画「Himeji City, Hyogo, Japan in 4K」内動画 20 本 

https://youtu.be/vnwWW1UV-L8 

ひめのみち画像ライブラリー掲載の画像 

姫路市フォトバンク掲載の画像 

当ビューローが権利を有する画像、動画 

 

オ サイト構築 

・情報の更新が必要な項目についてはＣＭＳを導入すること。また、導入予定の CMS の種類・仕様 

を明記すること。 

 姫路城 HP「姫路城便覧」、その他市内施設等の外国語ページをリン

クで表示させること。 

・お問合せフォーム 

 当ビューロー代表メールアカウントへお問い合わせメールが届くよ

うにすること。問合せ言語は英語のみを想定。 

・対象市場に合わせたプライバシーポリシーの掲載 

・当ビューローSNS との連携 

提案事項 ・当ビューロー所有の SNS アカウント（Instagram）とのサイト上で

の連携を提案すること。 

サイトリ

ンク 

掲載内容 

 

・コンベンション部 HP リンク 

 当ビューロー他事業部の英語版サイトをリンクさせること。 

https://youtu.be/vnwWW1UV-L8


6 

・ (1)ウのコンテンツについて、それぞれのコンテンツ及び掲載ページへのＣＭＳ導入有無を企画書 

に明記すること。 

・ＣＭＳは専門知識を有さない職員であっても文章入力や画像及び動画挿入、ファイルの添付など 

ウェブサイトの管理・更新が平易かつ効率的に行うことができるものとすること。 

・操作マニュアルを作成し、サイト本稼働前に当ビューロー職員に対して操作方法を説明すること。 

・CMS の登録アカウントは 5 程度を設定すること。 

・サイトユーザーのデータ収集や分析等、デジタルマーケティングの基盤となる機能を備えること。 

・今後、言語の追加が容易に出来る仕様とすること。 

 

カ その他 

・上記に挙げた以外で、本業務の目的や方針に沿った提案があれば行うこと。 

 

 （2）システム運用・更新 

ア ウェブサイトの基本仕様 

・ウェブサイトの名称については SEO 対策等の観点を踏まえ、当ビューローと協議の上決定すること。 

・ウェブサイトはスマートフォンを基本とした構築とするとともに、PC やタブレットでも閲覧が出来

るレスポンシブサイトとすること。 

・Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、safari 等の一般的なブラウザで支障なく閲覧可能なもの

とすること。 

・対象 OS は iOS10 以上、Android6 以上、Windows10 以上、MacOS10 以上とする。 

・ドメインは新たなものの取得を前提とし、当ビューローと協議の上決定すること。 

・常時 SSL/TLS により全ページの暗号化を行い、サイトの実在証明が可能なものにすること。なお、

SSL/TLS の更新手続きについては受託者が責任をもって行うこと。 

・対象市場からサイトを閲覧した際の立ち上げ時間を短くし、サイトの立ち上げ時間が離脱の原因と

ならないようにすること。特に簡体字ページは中国本土での利用を想定しているため、現地ユーザ

ーがストレスなく閲覧できるよう配信速度に加えコードの互換性に対して対策を講じること。なお、

これらに係る費用は受託者負担とする。 

・対象言語ごとの特徴を踏まえた十分な SEO 対策を講じること。 

・cookie 使用の同意を得る機能を設けること。また、EU 一般データ保護規則に基づくこと。なお、契

約期間中に日本やほかの国を含め制度変更等があった場合はそれぞれの内容に対応すること。 

・個人情報を扱うページでは適切な情報保護を実施すること。 

・今後、言語の追加が容易に出来る仕様とすること。 

 

イ サーバ・システム基盤等 

・ウェブサイトの改鼠、ウイルス感染などウェブサイト公開及び運営において想定される様々なセキ

ュリティ上のリスクに関して十分に調査・検討し、極力回避できるよう配慮すること 

・開発言語は国際標準もしくは事実上の業界標準のものを採用すること。 

・データベースはフリーソフトウェアの使用も可能とするが、維持管理が実施可能なものにすること。 

・サービス提供環境で使用する各種ソフトウェアの脆弱性対応を実施すること。 

・OS は Linux サーバ又は Windows サーバもしくは同等以上の性能を有するものとすること。 

・サーバ等の選定、契約、管理、ドメイン管理等に係る費用はすべて受託者が負担すること。また、 
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すべてのサーバに対してウイルス対策を実施すること。 

・タグ管理サービスを活用し、コンバージョンタグやツール用タグなどを用いたデータ測定を適切に 

実施すること。 

    

ウ サイト運用・保守管理・更新 

・サイト公開後、契約期間中は受託事業者が運用・保守管理を行うものとする。また、令和5年４月以

降は別途契約にて運用・保守管理を当ビューローが本業務の受託事業者へ委託することを想定して

いる。したがって、令和５年４月から令和６年３月までの１年間にかかる翻訳費用を含まない費用

の見積り書を別途提出すること。ただし、令和５年度の予算成立を前提とする。 

・ウェブサイト公開後、24時間連続運用を前提とし、安定的に稼働させること。 

・障害が発生した場合の対応は受託者が責任を持って行うこと。 

・各言語のウェブサイトをそれぞれの市場に適したSEO対策をそれぞれ実施し、検索エンジンサイト

での状上位表示を実現するための提案をおこなうこと。 

・Google Analytics等を導入し、ログ集計及びアクセス解析を可能とし、新サイト公開後のアクセス状

況を分析できる仕組みを設けること。 

・サイト公開後も、ウェブサイト掲載内容に修正の必要が生じた際は、当ビューロ―の指示に基づ随

時修正を行うこと。 

・その他、ウェブサイトの構築、保守運用に必要な措置を講じること。 

   

6 委託業務実施体制 

委託業務の実施にあたっては、当ビューローとの協議、関係者への連絡調整が迅速に行えるよう体制を整え 

ること。また、障害発生時にすみやかに対応ができる体制を整えること。 

 

7 納品物 

受託者はサイト完全公開後、データ一式（リエディット可能なマスターデータを含む）をデジタルデータに

して保存したポータブル記録媒体、CMS 操作マニュアル、報告書を令和 5 年 3 月 20 日までに当ビューローへ

提出すること。 

   

8 制作物に関する権利の帰属 

制作される成果物の著作権、所有権等（第三者があらかじめ著作権を保有している図・写真を除く）に関す

る一切の権利は、受託者が従前から有している権利を除き、原則当ビューローに帰属する。 

 

9 受託者の義務 

受託者は、個人情報はもとより業務上知り得た情報を第三者に漏えい、開示してはならない。また、本業務

履行以外の目的に使用してはならない。これらは本契約終了後も同様とする。 

 

10 その他留意事項 

（1）受託者は本業務を全て第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、あらかじめ当ビュー

ローの承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができる。 

（2）本件は受託者を選定するために行うものであり、事業内容は改めて当ビューローと受託者において協議し、

契約締結時の仕様書に反映する。 

（3）業務の目的達成のため、当ビューローの指示により仕様書の内容の追加及び変更を行う場合がある。 
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（4）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については当ビューローと受託者と協

議の上決定する。 

（5）開発環境・保守環境は、受託者の責任において準備すること。 

（6）本業務における成果品についての著作権、版権等は当ビューローに帰属する。 

（7）受託者は、成果品について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。 

（8）第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、受託者の責任と費用をも

って処理すること。 

（9）本業務の実施にあたり、撮影を行う際は事前に管理者等に撮影及び掲載の許可を得ること。また、編集内 

容について十分な検討を加えた上で、関係機関との連絡を図り、情報交換、調整、資料収集に努めること。 

     


