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1. アプリ仕様 
コンセプトなどは、町民の目線からどのように捉えられるアプリなのかをわかりやすく伝えるため、

一部口語体を用いている。 

2. 対象アプリケーション 
①なみえ新聞の改善 

②ウィジェットの改善 

③なみえ写真投稿の改善 

④なみえタブレット道場の改善 

⑤管理ツールの改善 

⑥記事投稿ウェブアプリ版 

⑦見守りアプリの新規開発 

(1)なみえ新聞 

1 コンセプト 

どこに居ても浪江町の情報がわかる！町民に会える！みんなでつくるデジタル新聞。 

2 アプリケーション概要 

毎夕 5時にお届け！浪江の最新情報、懐かしい顔満載！「なみえ新聞」。 

新バージョンのなみえ新聞では、イベント情報や地元のラジオ、健康やタブレット活用に役立

つ情報など、大幅に記事を増量！それに伴い、記事を種類毎に表示したり、見逃した記事を探

しやすくしたりなど更に使いやすくリニューアルしました。人気の「撮れたて写真館」コーナ

ーでは、「いいね」ボタンや音声コメントなど、デジタル新聞ならではの楽しさを追加してい

ます。 

3 ターゲット 

1. メインターゲット 

スマホ操作に慣れていない 50〜70代（県外・県内ともに） 

2. サブターゲット 

スマホに慣れているが、忙しくて時間がない子育てファミリー・20〜40代（子ども含む） 

4 主な機能 

既にリリース済みのアプリであるため、今年度追加となる機能を記載している。既存機能に

ついてはアプリを参照のこと。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja 

1. 県内の方にとっても県外の方にとっても嬉しい！新コラム多数追加！〜イベント情報、無

料アプリ紹介、ローカルラジオや脳トレなど新コーナー続々〜 

2. なみえニュース、おもしろニュースなど、種類別でさらに見やすくなった UI 

3. お年寄りにも優しい！スクロールバーエリアを追加 

4. 「いいね」ができる、音声メッセージで懐かしの浪江弁が聞ける！人気の「撮れたて写真

館」がもっと双方向に 

5. 「昨日の新聞見逃した！」「先週のおくやみ情報が見たい！」時も便利。記事の種類や検

索機能で、過去の新聞がもっと探しやすく 

5 参考アプリ 

1. スマートニュース ※カテゴリ、一覧、過去記事などメニュー・操作性 

2. Facebook ※「いいね」などの双方向部分 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja
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6 開発上重視するポイント 

1. 起動を軽く、速く ※３G回線でもサクサク開く 

2. 毎日新聞を発行すること 

3. 全国 10箇所に配置された復興支援員のブログ（10サイト）から記事を収集する機能実装 

4. 収集するサイトを最小限の開発で追加できること 

5. 収集後の編集を可能とすること 

6. 記事投稿は町民も可能とするためブラウザ経由での記事投稿画面も実装 

7. 新聞のトップ UIをより見やすく、見たい記事を探しやすいデザイン 

7 その他開発上の注意 

(1) UI留意点 

1 トップ画面では、カテゴリの分類がわかりやすくすることに加え、色による判別がで

きるようにし、レイアウトにも配慮する。ただし、分類を見やすくするあまりシニア

や弱視者に厳しい色合いにならないように注意する。 

2 タブレットの表示回転が可能であるため、縦向き画面デザインを必須とする。 

3 タップ操作になれていないシニアにとっても、操作位置が一目見てわかるように、触

れそうなボタンの表現やスクロールバーの表現を行う。 

4 現行の UIに慣れ親しんだユーザーが違和感を感じず操作できるように、基本的な操作

ルールについては大幅な変更を行わない。 

5 第一印象で楽しい印象を与える色づかいと表現に留意する。 

8 機能要件一覧 

※本機能要件には、既存の仕様に関する記述も含んでいる。 

no 
大分

類 
中分類 小分類    概要 

1 

 

記事

閲覧 

TOP画

面 

認証 
ユーザがアプリを起動した際、端末の Google アカウントを取得

し浪江町タブレットサーバに認証を行う。 

2 

起動 

オリジナルの起動中画面を表示する。アプリが非アクティブな

状態から 5秒以内に起動すること。 

3 

日付が変わって初めて新聞を閲覧するタイミングでユーザの最

終ログイン日時をテーブルに記録する。（ウィジェットの表示

メッセージ切り替えのため） 

4 

起動（ア

ップデー

ト直後） 

ユーザが当該バージョンのアプリを最初に起動する際、モーダ

ルを表示し、新規機能に関する解説動画を自動再生すること 

5 

記事一覧 

認証が成功した場合は、カテゴリ、掲載日（n-1日 17:00〜n日

16:59までに掲載される記事） 、掲載可能な記事を取得する。

TOPの記事一覧画面を表示する。（タイトル、写真サムネイ

ル、記事の一部、閲覧数を表示） 

6 各記事の現在までの閲覧数を取得、表示する。 

7 写真投稿コーナー枠内に新着件数を表示する。 

8 
役場からの緊急通報がある場合は、アプリ名の下部に通知を表

示する。 

9 

カテゴリ別ナビゲーションボタン「トップ画面」「福島ニュー

ス」「なみえニュース」「おもしろ」「おくやみ」を表示し、

ユーザがボタンのタップで、カテゴリの記事表示位置まで、自

動スクロールすること。 

10 
記事のエリア全体をタップ可能エリアとして、タップすること

で、記事詳細に遷移する。 
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11 天気予報 

なみえニュースエリアの近くに、新聞発行日翌日の浪江町の天

気（アイコン含む）気温、降水確率を表示する。天気予報の取

得は、公開されている APIを利用すること。 

12 

記事詳

細 

写真投稿 
ユーザが、写真投稿の記事片をタップした際、発行日から過去

一週間分の写真投稿記事を日付でソートして表示する。 

13 音声再生 
ユーザが記事中の再生ボタンをタップした際に、保存された音

声データを再生する。 

14 いいね！ 

写真投稿一個に対して一ついいねボタンを表示し、ユーザがタ

ップしたらサーバにいいね情報を保存する。いいね情報の保存

に成功したらいいね数をカウントアップする。※いいね！でき

る記事は写真投稿のみ、１人１回までとする 

15 
ブラウザ

遷移 

ユーザが記事中の外部リンクをタップした際、ブラウザを起動

し該当ページに遷移する。 

16 動画再生 
ユーザが記事中に埋め込まれた YouTube動画の再生ボタンを押

下した際、動画を再生する。 

17 写真表示 
ユーザが記事中のサムネイル画像をタップした際、元画像をモ

ーダル画面で表示する。 

18 

写真保存 

ユーザがモーダルで画像表示中に「保存ボタン」をタップする

ことで、元画像の保存を可能とする。 

19 
ユーザが画像保存ボタンを押下し、保存処理が成功した際、メ

ッセージをポップアップで表示する。 

20 
TOP画面

へ遷移 

ユーザが戻るボタンを押下すると、新聞 TOPの元々見ていた位

置に戻ることができる。 

21 
詳細記事

表示 

ユーザが福島民報の記事詳細を閲覧したとき、発行日から６０

日以上経過している場合は、記事詳細を表示しないように制御

する。 

22 
過去記事

表示 

各記事から過去の関連記事に遡ることができる。 

当該カテゴリの記事については、過去の関連記事タイトルをリ

スト表示にし、遷移できるようにする。 

23 

共通 

ヘッダー

メニュー 

ユーザが、「過去の記事を見る」をタップした際、カテゴリ・

検索画面に遷移する。 

24 

ヘルプ 

ユーザが、初心者マークをタップしたら、ポップアップを表示

し、「ヘルプ動画を見る」か「よくある問合せを見る」かを選

択可能とする。 

25 
ユーザが「ヘルプ動画を見る」をタップしたら、「なみえタブ

レット道場」を起動し、なみえ新聞の使い方動画を再生する。 

26 

「よくある問い合わせを見る」をタップしたら、「なみえタブ

レット道場」を起動し、なみえ新聞に関する QA記事を一覧で

表示する。 

27 
スクロー

ルバー 

ユーザがスクロールバーの上下ボタンを長押しすると、画面が

上下にスクロールする。 
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28 自動更新 新聞発行時刻を過ぎた場合、最新の新聞を表示する。 

29 

表示拡

大、縮小

操作 

ユーザが、新聞 TOPおよび記事詳細画面上にて、ピンチアウ

ト、ピンチイン操作により拡大縮小を可能にする。 

30 
縦横表示

切り替え 

タブレットの向きにより、全ての画面で縦横表示が自動で切り

替わること。 

31 

カテゴ

リ・検

索画面 

キーワー

ド検索 

ユーザが検索ボタンを押した際、入力されたキーワードから検

索文字列を生成し、それらを含む記事の最新のものから２０件

一覧表示する。 

32 
ユーザが次ページをタップした際、検索結果の次の２０件を表

示する。 

33 
ユーザが前ページをタップした際、検索結果の前の２０件を表

示する。 

34 
ユーザが検索結果の記事をタップすると、記事詳細画面が表示

される。 

35 
ユーザが検索結果からカテゴリを選択することで絞り込みを行

うことが出来る。 

36 
ユーザが戻るボタンを押下すると、カテゴリ・検索画面へ戻る

ことができる。 

37 

カテゴリ

検索 

ユーザがカテゴリボタンをタップした際、該当カテゴリの最新

から２０件の記事を一覧表示すること。 

38 
ユーザが次ページをタップした際、検索結果の次の２０件を表

示すること。 

39 
ユーザが前ページをタップした際、検索結果の前の２０件を表

示すること。 

40 
ユーザが検索結果の記事片をタップした際、記事詳細画面へ遷

移すること。 

41 
ユーザが検索結果からカテゴリを選択することで絞り込みを行

うことが出来ること。 

42 
ユーザが戻るボタンを押下すると、カテゴリ・検索画面へ戻る

ことができること。 

43 

バッ

チ 

クロー

ラー 

記事収集

日 

記事収集は毎日 13時と 16時に行う。システムメンテナンス等

を考慮し、クローラーを停止した場合は、前回起動からの差分

が取得できるよう設計すること。 

44 福島民報 

福島民報の RSSから記事の一覧を取得し、前回発行時から追加

された記事を特定し、民報ホームページからスクレイピングし

て画像とテキストを取得する。 

45 おくやみ 
福島民報の携帯会員向けサイトの RSSから前回発行時以降に追

加されたお悔やみ情報を取得し記事登録する。 

46 
福島テレ

ビ 

福島テレビの YouTubeサイトから、前回発行時以降に追加され

た動画を取得し、記事登録する。 

47 
浪江町
HP 

浪江町ホームページの新着情報の RSSから記事の一覧を取得

し、前回発行時以降に追加された記事を特定し、該当 URLをス

クレイピングして画像とテキストを取得し記事登録する。 
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48 

浪江町ホームページの重要なお知らせの RSSから記事の一覧を

取得し、前回発行時以降に追加された記事を特定し、該当 URL

をスクレイピングして画像とテキストを取得し記事登録する。 

49 
つながろ

うなみえ 

浪江町 Facebookページ「つながろうなみえ」から、前回発行時

以降に追加された記事を特定し、該当 URLをスクレイピングし

て画像とテキストを取得し記事登録する。 

※現在、写真の 1枚目しか取れないため、2枚目以降も取れるよ

うにする。 

50 
浪江町関

連ブログ 

復興支援員のブログ（10サイト）、浪江中学校ブログ、社会福

祉協議会ブログの RSSから記事の一覧を取得し、前回発行時以

降に追加された記事を特定し、該当 URLをスクレイピングして

画像とテキストを取得し記事登録する。 

51 
イベント

情報 

ふくしまの旅（http://www.tif.ne.jp/）のイベント検索画面から開

催中のイベント、開催予定のイベントを取得し記事登録を行

う。 

52 ラジオ局 
ラジオ局 2局のサイトからポッドキャスト配信された音声デー

タを取得し、なみえ新聞で配信する。 

53 
通知

表示 
- - 

プッシュ通知を受信して表示する機能を具備すること。スリー

プ中の画面でも、通知が分かるように表示すること。通知をタ

ップしてアプリの起動が可能であること。 

54 

スラ

イド

ショ

ー機

能 

表示 

スライド

ショー表

示 

タブレット充電中に、Androidの daydreamの機能を使ってサー

バに登録された写真をスライドショー形式で表示する。 

55 
ページ数

表示 

スライドショー起動中、画面端にページ番号と総ページ数を表

示する。 

56 

一枚戻

る、一枚

進む 

またスライドを一枚戻る、一枚進むボタンを配置し、ユーザが

任意に早送りや巻き戻しができるようにする。 

57 
新聞発行

通知機能 

スライドショー表示中になみえ新聞の発行時間になった場合に

は、画面にお知らせとボタンを表示し、ワンタッチでなみえ新

聞を起動できるようにすること。 

 

  



（別添１） 

8  

 

9 画面遷移図（一部） 

 

仕様書別添（２）を参照。 
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(2)ウィジェット  

1 コンセプト 

使えば使うほど変化する！楽しくなる！お知らせ機能付き 癒し系ウィジェット 

2 アプリケーション概要 

起動するとご挨拶？！大切なお知らせもちょっとした遊びもうけどんにお任せ！起動するたび

うけどんがおはようを言ってくれる、”おもてなしうけどん”！タブレットが苦手でも安心。

大切なお知らせはうけどんが知らせてくれる、癒し系ウィジェット、うけどん。うっかり

見逃しもありません。また、使えば使うほど貴方だけのうけどんに進化！逆に使わないと

退化？！タブレットライフがほんの少し楽しくなります！ 

3 ターゲット 

(1) メ イ ン タ ー ゲ ッ ト 

タブレットの操作が苦手、使うことがあまり気が進まない 50〜80代 

(2) サ ブ タ ー ゲ ッ ト 

タブレットを使うことにそろそろ飽きてきたヘビーユーザー層（30〜50代） 

4 主な機能 

ウィジェットはなみえ新聞ウィジェットの一部機能として含まれる。今年度追加となる機能

を 記 載 し て い る た め 、 既 存 機 能 に つ い て は ア プ リ を 参 照 の こ と 。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja 

 

(1) なみえアプリの更新情報や、なみえ新聞の到着、新しい記事の追加など大事なお知らせ

は、うけどんが教えてくれる！見逃しなし！初心者も安心のガイド機能 

(2) 使えば使うほど、うけどんがなみえ弁で褒めてくれる？！各種なみえアプリの利用頻度

に応じて多様に変身！愛着が湧いてくるお楽しみ機能付き。 

(3) 「おはよう」「おつかれー」などうけどんが喋ってくれる！毎日の起動が楽しくなる、

「喋るうけどん」機能搭載。 

(4) 触れると逃げる？！「反撃うけどん」機能も搭載。 

 

5 開発上重視するポイント 

(1) とにかく軽く、起動も速く。 

(2) アップデータがある場合のお知らせやリンク表示などヘルプ機能部分を充実。 

(3) 起動回数など、セリフ分岐バリエーションは多めに。 

6 その他開発上の注意 

(1) 機能 

1 セリフはできれば生声収録で。※音声合成も一応チェック。 

2 重要メッセージは読んで OKしないと吹き出しが消えない、背景色や吹き出しデザイ

ンが変わって目立つようにするなど改良する。 

3 Jアラートの緊急速報（全国瞬時警報システム）の表示も入る予定。 

4 電力消費について 

現在配布されている端末ではウィジェットの消費電力が高く、すぐに電池が切れ

てしまう現象に悩まされている。メッセージの定期的なポーリングを減らしたり、

動きを工夫するなど、消費電力を減らす対応を行う。 

(2) UI留意点 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.news&hl=ja
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1 キャラクターのセリフに注目できるように、吹き出しを目立つ位置に配置し、慌てず

セリフを読める表示時間を確保する。 

2 ウィジェット上に配置するランチャー用のアプリアイコンランチャー機能のあるもの

（一般的なアプリのアイコンは、現行ウィジェットのように、透過背景の上に表示さ

せるなど、その他のアプリアイコンと同類に見えるよう配慮する。 

3 事務的な通知を行うプッシュ配信の表示は、通常の和やかなムードとは異なる、事務

連絡的な表示とする。 

7 機能要件一覧 

no 大分類 小分類 概要 

1 デ ー タ

取得 

ウィジェット更

新 

サーバに登録されているウィジェット表示に関する情報（メッセ

ージ表示条件（キャラクターをタップした場合、アプリの利用状

況、ランダム等）、条件に紐づくメッセージ、吹き出し背景画

像、キャラクター画像、音声）について更新があったか、3 時間

に 1度確認を行う。更新があった場合には、サーバに登録されて

あるウィジェット情報を取得し、最新化し、ホーム画面の更新を

行う。 

2 Push配信受信 サーバから Push配信された情報を受け取る。 

3 

表示 

ウィジェット

表示 

タブレットのトップページにおいて、Android のアイコンを縦に

４、横に４おける大きなのウィジェットを作成し、上段にキャラ

クターとメッセージ（メッセージについては後述）、下段にラン

チャー用のアイコンを表示する。 

4 

キ ャ ラ ク タ

ー、メッセー

ジ表示 

ウィジェットの上段にを表示する場所に、管理画面より登録した

キャラクター、吹き出し背景を表示すると共に、吹き出し背景を

利用して、データ取得機能により取得したメッセージ情報、メッ

セージの表示条件（メッセージ表示参照）、Push 配信受信機能

に従って表示する。 

5 ランチャー 

ウィジェット表示機能のランチャーを表示する場所に、なみえ新

聞、なみえ写真投稿、なみえ道場の 3つのアプリケーションを起

動する為のアプリケーションランチャー機能を用意する。追加で

４つもう一つアプリが追加される。 

6 
タップアクシ

ョン 

キャラクターをタップした場合に紐づく、キャラクター画像と音

声と共に、メッセージを表示する。 

7 
メッセージ表

示 

キャラクターメッセージ表示に 3つのパターンがある為、それぞ

れ適切に実装を行うこと。具体的なメッセージやメッセージ表示

条 件 に つ い て は 、 別 途 管 理 画 面 か ら 投 稿 を 行 う 。 

①Push配信された情報を、即時表示する 

②アプリの利用状況に応じて、コメントを表示する 

③ランダム表示 

管理画面上から、メッセージの表示時間を調整する。 

文字数を４０文字以上表示できること。 

8  音声オフ機能 

ウィジェット上に音声入/切の切り替えを行うボタンを配置し、

ユーザがタップすることで設定がリアルタイムに変更されるこ

と。 

9 
音 声 再

生 

起動音 
管理画面から設定した起動音を自動的に再生する。（その日には

じめてタブレットを使ったら、おはよーと話す等） 

10 
シャットダウ

ン音 

管理画面から設定したシャットダウン時の音を自動的に再生す

る。（おやすみなさ～いと話す等） 
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11 
キャラクタータ

ップ音 

ウィジェット内のキャラクター画像をユーザがタッチした際に、指定

された音声を再生する。（なんだよー？と話す等） 

12 アプリ起動音 

ウィジェット内のアプリアイコン画像をユーザがタッチした際

に、ボタン押下の効果音を再生する。（「なみえ新聞を開くね」

等） 
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8 画面遷移図（現状） 

 

9 現状 UI 

(2) 横表示時 
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(3) 縦表示時 

 
 

(3)なみえ写真投稿 

1 コンセプト 

どこに居ても浪江のみんなに写真と一言を届けられる！「なみえ新聞」専用写真投稿アプ

リ。 

2 アプリケーション概要 

キミも新聞記者！わかちあいたい風景や知らせたい情報を、なんでも投稿！みんなでつく

る「なみえ新聞」に写真と一言を簡単に投稿できるアプリ。バラバラに暮らす浪江町民の

皆さんの日常をタブレットで撮影、ニックネームと一言を添えて投稿すると、翌日のなみ

え新聞に即掲載。 

今回のバージョンアップでは、写真に音声メッセージをつけたり、ステキな投稿には「い

いね」スタンプを押せたりと、「あなたの町のとっておきの桜」などお題への投稿など、

より一層コミュニケーションが楽しくなる仕掛けが増えました。また「明るく」「回転」

「切り取り」などちょっとした写真の編集もできるようになりました！ 

3 ターゲット 

(1) メインターゲット 

「なみえ新聞」は読むのが専門。投稿したことがまだ一回もない層（30〜70代） 

(2) サブターゲット 

社会福祉協議会・復興支援員さんなど、発信したい情報をたくさん持っているハブ層

（20〜50代） 

4 主な機能 

 

 既にリリース済みのアプリであるため、今年度追加となる機能を記載している。既存機能

についてはアプリを参照のこと。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.letter&hl=ja 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.letter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukushima.namie.town.letter&hl=ja
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(1) ウィザード形式で、初心者でも簡単に写真と一言を記事投稿できる。 

(2) キー入力が苦手でも安心！音声でのひとことが残せる！新機能搭載 

(3) ステキな投稿にはみんなでリアクションしよう！「いいね」機能を追加 

(4) さらに投稿が楽しくなる！「あなたの町のとっておきの桜」などお題への投稿コーナ

ーを追加（月 1回予定） 

(5) 「明るく」「回転」「切り取り」など、投稿したい写真をその場で編集 

5 開発上重視するポイント 

(1) 機能 

1 動作を軽くする。画面遷移がスムーズであること。 

2 ウィザード形式で、投稿するまでの操作を分かりやすくする。 

(2) UI要点 

1 １画面１アクションのウィザード形式でシニアにも扱いやすく。 

2 キーボード表示時にも大事なボタンが隠れないレイアウト。 

3 なみえ新聞との世界観とかけ離れないようにすること。 

6 機能要件一覧 

no 大分類 小分類 概要 

1 

ログイン 

認証 
ユーザがアプリを起動する際、Google アカウントで認証を行

う。 

2 

TOP画面

表示 
認証が成功したら新規投稿ボタンと編集ボタンを表示する。 

3 新規投稿 
投稿写真

の選択 

ユーザが、新規投稿ボタンをタップしたら、写真選択画面を

表示し、内臓ストレージおよび付属の SDカードのカメラフ

ォルダにある写真のサムネイルを一覧表示する。 

4 

写真選択 

ユーザが、サムネイル表示されている写真をタップした際、

写真選択確認・編集のモーダルを立ち上げる。 

※現状は８枚のみ表示だが、画像一覧上は出来るだけ多く出

したい。ただし表示時間は３秒以内としたい。 

5 
ユーザが、写真確認のモーダルの「写真を選び直す」ボタン

をタップしたら、写真一覧表示画面に戻る。 

6 
ユーザが「他の写真を選ぶ」をタップした際、ギャラリーを

起動し、写真選択を可能とする。 

7 ユーザが「撮影する」をタップしたら、カメラを起動する。 

8 
写真撮影したらローカルのギャラリーに保存するとともに、

写真編集画面を表示する。 

9 

写真編集 

ユーザは、写真の編集ボタンをタップすることで選 

択した写真の回転、明るさ調整、トリミングを行うことが出

来る。 

10 
ユーザが編集した画像は、ローカルのギャラリーに保存す

る。 

11 
ユーザが「前の画面に戻る」をタップしたら、写真の選択を

解除し、写真選択画面を表示する。 

12 写真確認 
ユーザが、写真確認のモーダルの「この写真で投稿」ボタン

をタップしたら、入力方法選択画面に遷移する。 

13 
入力方法

選択画面 

ユーザが、「キーボードで入力」ボタンをタップした際、ひ

とことコメントテキスト入力画面に遷移する。 
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14 
ユーザが、「音声で入力」ボタンをタップした際、音声入力

画面に遷移する。 

15 
テキスト

入力 

ユーザが決定ボタンをタップした際、入力内容をチェック

し、正常であれば名前入力画面に遷移する。 

16 

音声入力 

ユーザが、「録音」ボタンを押下した際、カウントダウンを

開始し３秒後から録音を開始する。 

17 録音開始から３０秒後に自動で録音を停止する。 

18 ユーザが、停止ボタンを押した際、録音を停止する。 

19 
ユーザが、「確認する」ボタンをタップした際、録音されて

いる音声を再生する。 

20 
ユーザが決定ボタンをタップした際、名前入力画面に遷移す

る。 

21 名前入力 
ユーザが決定ボタンをタップした際、入力内容をチェック

し、正常であれば確認画面に遷移する。 

22 

投稿確認

画面 

ユーザが「再生ボタン」をタップしたら、録音された音声デ

ータを再生する。 

23 
ユーザが、戻るボタンをタップしたら、名前入力画面に遷移

する。 

24 

ユーザが、「この内容で投稿する」をタップしたら、テキス

ト、音声データ、写真（編集後）名前、Google アカウントを

サーバに登録し、投稿完了画面を表示する。 

25 
投稿完了

画面 

ユーザが、「最初の画面に戻る」をタップしたら、TOP画面

を表示する。 

26 

編集画面 

TOP画面 
ユーザが「編集」ボタンをタップしたら、過去の投稿を記事

管理から取得し、最新のものから順にソートして表示する。 

27 
投稿一覧

画面 

ユーザが、記事の「編集」ボタンをタップしたら、編集画面

を表示する。 

28 
ユーザが、記事の「削除」ボタンをタップしたら、編集画面

を表示する。 

29 

投稿編集

画面 

ユーザは、記事編集画面でテキストの編集、音声の取り直

し、名前の変更を可能とする。 

30 
ユーザが「更新する」をタップしたら、入力内容のチェック

を行い、問題なければ投稿して、編集完了画面を表示する。 

31 
編集完了

画面 

ユーザが「最初の画面に戻る」をタップしたら、TOP画面を

表示する。 

32 
削除確認

画面 

ユーザが「はい」をタップしたら、削除完了画面を表示す

る。 

33 
ユーザが「いいえ」をタップしたら記事一覧画面を表示す

る。 
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7 画面遷移図（一部） 

 
 

(4)なみえタブレット道場 

1 コンセプト 

タブレットやアプリの基本操作を楽に楽しく動画でマスターする、学習アプリ。 
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2 アプリケーション概要 

タブレット初心者も安心！見て、やって、楽しく学ぶタブレット道場！ 

タブレット初心者必見！動画を見るだけで、楽しく操作方法が学べるのがこのタブレット道場

です。電源の入れ方から浪江町のアプリ、地図や LINE などよく使うアプリの操作方法まで収

録。学べば学ぶほど、デスクトップのうけどんが変わる！お楽しみ機能付き。 

3 ターゲット 

(1) メインターゲット 

ガラケー利用者。スマホもタブレットも未経験の超初心者（40〜80代）。 

(2) サブターゲット 

もっとタブレットを使いこなしたい！使い方を学びたい準初心者（30〜70代） 

4 主な機能 

(1) 電源の入れ方から浪江町アプリ、検索や地図、LINE の使い方まで操作ムービーを収録。

（2015年 7月現在 24本、最大で 100本程度まで増やす予定） 

(2) 学べば学ぶほど、うけどんが変わる！ 

(3) 操作に困ったらここに駆け込むだけで OK! 操作方法に関するよくある Q&A にもすぐ飛

べる、サポートページリンク付き。 

5 開発上のポイント 

(1) 動画閲覧数で、ウィジェットのうけどんが変わる 

(2) エンタメ色を抑え、もっとシンプルな UIに 

(3) サポートページのリンクも入れる 

6 その他開発上の留意点 

(1) UI留意点 

1 動画のサムネイル一覧をスッキリとした印象で一覧にさせる 

2 再生／停止の操作ボタンは明示的に表示し、シニアでもわかりやすいようにする 

 

7 機能要件一覧 

 

no 大分類 小分類 概要 

1 

アプリ

起動 

認証 
ユーザがアプリを起動したら端末の Google アカウントを取得し

浪江町タブレットサーバに認証を行う。 

2 起動時 

認証が正常に行われたら、タブレット道場の TOP画面を表示

し、YouTube動画を登録順にならべて、サムネイル、タイトルと

ともに動画一覧として表示する。（現時点では全 24個を１画面

に表示すること。動画の追加並び順、変更等が適宜発生すること

を考慮すること。 

3 
初回起動

時 

TOP画面表示後、ユーザが当該バージョンで初めて起動する場合

は、使い方解説動画を YouTubeから取得し、再生可能な状態で

表示する。 

4 

よくある

質問の表

示 

TOP画面によくある質問とサポートページの中で、アクセス数の

多い 5件をリストに表示する。 

5 
動画再

生 

モーダル

起動 

ユーザが、動画一覧のタイトルまたは動画サムネイルをタップす

ると、モーダル画面が立ち上がり、指定された YouTubeの動画

が再生可能な状態で表示する。 
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6 動画再生 

ユーザがモーダル画面に埋め込まれた YouTubeの再生ボタンを

タップすると、動画が再生する。再生中は、画面下に、「停止す

る」ボタンを表示する。 

（今より大きく出したい。出来るだけ大きいモーダル。） 

7 

動画停止 

ユーザが「停止する」ボタンをタップしたら、動画を停止するこ

と。 

8 
ユーザが、動画再生中に、ホームボタンをタップしたら、再生中

の動画を停止する。 

9 閉じる 
ユーザが、動画再生中にモーダルの閉じるボタンをタップした

ら、再生中の動画を停止し、モーダルを閉じる。 

10 

検索機

能 

文字入力 
ユーザが検索窓をタップしたら、テキスト入力モードに切り替

え、キーボードを表示する。 

11 

検索 

ユーザが、検索ボタンをタップしたら、キーワードが入力されて

いるかチェックを行い、正常の場合にキーワード検索を行い、結

果の上位２０件を一覧表示する。 

12 

検索結果が２１件以上ある場合は、ページ分割して表示する。

「次のページ」「前のページ」「ページ番号」を表示し、今見て

いるページが何ページ目にあたるかわかるようにする。 

13 
ユーザが次ページをタップした際、検索結果の次の２０件を表示す

ること。 

12 
ユーザが前ページをタップした際、検索結果の前の２０件を表示す

ること。 

13 
記事詳細

表示 

ユーザが、記事一覧の記事エリアをタップすると、記事詳細画面

に遷移し、記事タイトル、写真または動画および本文テキストを

表示する。 

14 戻る 
ユーザが、記事詳細画面の戻るボタンをタップすると、サポート

記事一覧の元の場所に戻る。 

15 

最新の

サポー

ト情報 

画面遷移 

ユーザが、TOP画面の「最新のサポート情報を見る」をタップし

たら、サポート一覧画面に遷移し、サポート記事の最新の２０件

を日付順にソートしてリスト形式で表示する。 

16 
ページ分

割 

サポート情報の記事が２１件以上ある場合は、ページ分割して表

示する。「次のページ」「前のページ」「ページ番号」を表示

し、今見ているページが何ページ目にあたるかわかるようにす

る。 

17 
記事詳細

表示 

ユーザが、記事一覧の記事エリアをタップすると、記事詳細画面

に遷移し、記事タイトル、写真または動画および本文テキストを

表示する。 

18 戻る 
ユーザが、記事詳細画面の戻るボタンをタップすると、サポート

記事一覧の元の場所に戻る。 

19 

よくあ

る質問

一覧 

  

画面遷移 

ユーザが、TOP画面の「最新のサポート情報を見る」をタップし

たら、サポート一覧画面に遷移し、サポート記事の最新の２０件

を日付順にソートしてリスト形式で表示する。 
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ページ分

割 

サポート情報の記事が２１件以上ある場合は、ページ分割して表

示する。「次のページ」「前のページ」「ページ番号」を表示

し、今見ているページが何ページ目にあたるかわかるよう二す

る。 

21 
記事詳細

表示 

ユーザが、記事一覧の記事エリアをタップすると、記事詳細画面

に遷移し、記事タイトル、写真または動画および本文テキストを

表示する。 

22 戻る 
ユーザが、記事詳細画面の戻るボタンをタップすると、サポート

記事一覧の元の場所に戻る。 

23 共通 ログ記録 
ユーザが、サポートページやよくある質問のページにアクセスし

た際、当該ユーザの ID、ページ ID、閲覧日時を記録する。 
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8 画面遷移図（一部） 

 
 

よくある質問（検索結果） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5)みまもりアプリ「新聞たまってますよ（仮）」 

1 コンセプト 

ポストで見守り！「なみえ新聞」の購読履歴でそっと見守る、安否確認支援ツール 
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2 アプリケーション概要 

「なみえ新聞」が教えてくれる！離れて暮らす家族や高齢者・独居者を見守る 

イ ザ と い う 時 に 安 心 の 助 け 合 い ツ ー ル 

1 日 1 回届く「なみえ新聞」。読んでいれば元気な証拠！まるでポストに新聞がたまってない

か見守るような感覚で、震災後離れて暮らすことになってしまったご両親や祖父母、地域の高

齢者や独居者をそっと見守る安否確認支援ツール。 

3 ターゲット 

(1) メインターゲット 

震災前は同居だが今は別々に暮らしている、親を見守りたい子世帯（30〜50代） 

 

(2) サブターゲット 

以前は近所に住んでいた親戚（叔父・叔母）を見守りたい若い世帯（30〜50代） 

 

4 主な機能 

(1) 新聞がたまっているときは、ポストのアイコンに新聞があふれだす、直感的なインターフ

ェイスで、アプリを起動しなくてもデスクトップだけで確認ができます。 

(2) 離れた家族などを見守るプライベートユースでは、ポストが目印の直感的なインターフェ

イスを採用（最大 5件まで登録可能） 

(3) 登録操作も簡単！見守りたい相手の電話番号を入力するだけ。 

(4) 新聞購読履歴の削除、連絡先の追加・削除などの編集作業も可能です。 

5 参考アプリ 

特になし 

6 開発上重視するポイント 

(1) 連絡先の登録も簡単に。忘れにくい番号を使う。 

(2) 登録した連絡先は「つながっぺ」に自動連携。ただし、追加するかの確認ダイアログは必

須。  

7 その他開発上の注意 

(1) 機能 

1 見守られる相手に、「なみえ新聞を読む」ことの啓蒙が必要。 

2 操作ムービー・クイックガイド（画面図に吹き出しを入れて基本操作を簡単に記載し

たイラスト）を冒頭に入れる。→同じものを道場にも追加。   

(2) UI留意点 

1 トップ画面で、設定した相手のステータスが確認できる 

2 直感的で、誰もがわかるメタファを用いた表現にする 

3 設定操作は、写真投稿アプリ等の操作性に一貫性を持たせる 

8 機能要件一覧 

 

no 大分類 小分類 概要 

1 

初期登録

画面 動画再生 

初回起動時にチュートリアルの動画を再生する。（動画は

YouTube に配置したものを再生する。バージョンアップ時には、

動画差し替えを行う。） 

2 
登録 TOP 

 

 

アプリ起動時に登録が１件も存在しない場合は、起動後に登録

TOP画面を表示する。 

3 
アプリ起動時にすでにポスト登録が存在する場合は、ポスト画面

を表示する。 
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4 
ユーザが「ポストを設定して始める」を押下したら、ポスト設定

ウィザードのポスト名入力画面を表示する。 

5 
ポスト名入

力画面 

ユーザがポスト名を入力して決定するボタンを押下したら、入力

内容をチェックする。 

6 
入力内容のチェックが問題なければ、タブレット番号入力画面を

表示する。 

7 
タブレット

番号入力画

面 

ユーザがタブレット番号を入力して決定するボタンを押下した

ら、入力内容をチェックする。 

8 
入力内容のチェックが問題なければ、サーバにタブレット番号の

照会を行い存在有無を確認する。 

9 
サーバにタブレット番号が存在したら、通知設定画面を表示す

る。 

10 

通知設定画

面 

ユーザが通知の有無、通知周期を入力し、設定するボタンを押下

したら、システムがポスト色・形状を設定し、サーバにポスト情

報を登録し、ポスト画面を表示する。 

ポストの色・形状は、一意になるよう既設のポストと異なる組み

合わせを自動設定する。 

11 ポスト画

面 

TOP画面 ユーザがポストを押下すると、詳細画面を表示する。 

12 

TOP 画面表示する際、設定されたポストの最新のなみえ新聞の閲

覧履歴をサーバから取得し、未読日数を算出しバッチをつける。

履歴データは、Google Analytics のユーザーの最終閲覧を取得する

想定。 

13 
ポスト詳細

画面 

新聞の閲覧履歴として、最新の閲覧日時と最新の閲覧日時から現

在までの日数を表示する。 

14 
ユーザが「さらに表示」を押下すると、過去 5 回分の新聞閲覧履

歴を表示する。 

15 
ユーザが、「ポストの色・形を変更する」ボタンを押下すると、

ポスト色・形変更画面を表示する。 

16 
ユーザが、「通知設定変更」ボタンを押下したら、通知設定画面

を表示する。 

17 
ユーザが「ポスト名称変更」ボタンを押下したら、ポスト名変更

画面を表示する。 

18 
ポスト色形

設定画面 

ユーザは、ポストの形状と色を変更可能とし、決定ボタンを押下

したらサーバのポスト情報を更新し、詳細画面を表示する。 

19 
通知設定画

面 

ユーザが通知の有無、通知周期を入力し、設定するボタンを押下

したら、サーバのポスト情報を更新し、詳細画面を表示する。 

20 
ポスト名変

更画面 

ユーザが、ポスト名を入力して決定するボタンを押下したら、入

力内容をチェックする。 

21 
入力内容のチェックが問題なければ、サーバのポスト情報を更新

し、詳細画面を表示する。 
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（別添１） 

24  

9 画面遷移図（一部） 

▼初回起動時（ポスト登録）画面 

  
▼新聞がたまった状態 
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▼ポストが複数設定された場合の画面イメージ 

 
▼ポスト設定変更画面 
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(6)管理ツール 

1. コンセプト 

(1)〜(5)で述べた各アプリの設定変更やコンテンツ追加を行うための管理画面。基本的には限

られた運用管理者が利用する。シンプルで使いやすく、必要十分な機能を提供する。 

アプリはリリース後にユーザーに使ってもらいながらさらなる改良をしていくものという概

念のもと、リリース後の運用によりさらにアプリの利用が促進されていくような、運用支援
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ツールの性格を強く持つ。 

2. 主な機能 

  管理者のみがサイト内部にアクセスできるようにするためのログイン認証機能 

  タブレット自体やアプリの利用状況が一覧できるダッシュボード機能 

  サポートに役立てるためのユーザー１人１人のタブレットに関する情報を検索する機能 

3. 機能要件一覧 

no 大分類 小分類 概要 

1 ログイン 認証 ユーザが URLにアクセスしたら、ログイン画面を表示する。ユ

ーザ IDパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押すと、な

みえタブレットサーバへアクセスして、ユーザ認証を行う。セッ

ションは、30分で破棄する。 

2 浪江町ダ

ッシュボ

ード 

データ収

集機能 

ソフトバンク社の提供する MDMシステムより、自動で電源のデバイス

ID別の電源のオンオフ状況、インストールアプリ状況などのインポー

トを行えること 

（参考）ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント 

http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/ 

3 ユーザー

利用状況

確認機能 

浪江町が指定した KPIに基づき、GoogleAnalyticsの情報とデータ収集機

能にて集めた情報を基に、直近 1週間、1か月、3ヶ月、1年と切り替え

てグラフ・一覧表示を行う。以下に追加で１０のレポートを追加する。 

・デバイス管理 

①電源オン率・折れ線グラフ(都道府県別) 

・なみえ新聞アプリ 

①セッション数・折れ線グラフ(全体) 

②平均セッション時間・積み上げグラフ(県内・県外・仮設・借り上げ) 

③セッションあたり平均閲覧ページ数 

④記事 PV数・いいね数ランキング(全体・県内・県外・仮設・借り上

げ) 

⑤都道府県別セッション数ランキング(都道府県別） 

⑥アクティブユーザ数 

・なみえ写真投稿アプリ 

①セッション数・折れ線グラフ(全体) 

②投稿数・積み上げ折れ線グラフ(写真・音声投稿) 

③既存・新規セッション数・折れ線グラフ(全体) 

④離脱率、離脱ページ 

・なみえタブレット道場 

①動画再生数（離脱） 

・サポートページ 

①導線 

・放射線アプリ 

①登録データ件数・折れ線グラフ(全体) 

②セッション数・折れ線グラフ(全体) 

4 ユーザー

利用状況

確認レポ

ート機能 

ユーザー利用状況確認機能に記載をしている KPIをレポートとしてメー

ルで送付する。 

5 ユーザ管

理 

一覧表示 町民以外でなみえのアプリにユーザ登録した人の一覧を表示する。 

http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/
http://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/
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6 検索 名前、連絡先、メールアドレスでユーザを検索できること。 

7 利用停止

機能 

選択したユーザに対して、浪江町アプリを利用不可とすることができ

る。 

8 町民利用

状況閲覧 

町民一覧 配布したタブレットに関する町民情報の一覧表示を行えること。 

・問い合わせ番号 

・個人番号 

・世帯番号 

・避難先自治体 

・タブレット最終操作日時 

・タブレット最終操作日時からの日数 

9 町民検索 各種番号や避難先自治体で検索を行うことができる。 

10 ソート機

能 

タブレット最終日時または、タブレット最終操作日時からの日数で昇

順、降順の並べ替えができる。 

11 町民タブ

レット利

用状況追

跡 

町民の最終操作日時は、MDMや Google Analyticsから取得したデータを

もとに行う。 

Google Analyticsを使って、浪江町アプリの利用履歴を取得し蓄積す

る。 

15 CSV出力 検索結果の一覧から対象ユーザの情報を CSVでダウンロードできる。

ダウンロードする項目は、当該ユーザに紐づくすべての情報とする。 

16 なみえ新

聞記事管

理 

記事一覧 投稿日時を選択し、記事の表示・非表示・記事の並べ替えを実施で

きる。 

17 
ページ分

割 

記事が２１件以上ある場合は、ページ分割して表示する。「次の

ページ」「前のページ」「ページ番号」を表示し、今見ているペ

ージが何ページ目にあたるかわかるよう二する。 

18 記事プレ

ビュー 

記事一覧にて表示している一覧画面から当日のなみえ新聞の表示内

容をプレビューできる 

19 記事編集

機能 

新たに記事を追加したり、投稿済みの記事の編集を可能とするこ

と。写真の埋め込み、Youtubeの埋め込み、外部リンクの埋め込み、

音声データの埋め込み（SoundCloud等）、タブの埋め込みを可能と

する。 

20 記事カテ

ゴリの設

定 

なみえ新聞のカテゴリに合わせて、投稿する記事のカテゴリを設定

可能とする。 

21 掲載期間

の設定 

記事には掲載期間を設定可能とする。 

22 なみえ写

真投稿管

理 

なみえ写

真投稿一

覧 

投稿された写真と写真(音声)に紐づく内容が一覧形式で閲覧できる事→

非表示機能 
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23 投稿写真

追加・更

新 

写真をアップロードするとともに写真に紐づく内容投稿できること 

24 投稿写真

編集 

写真をアップロードする際に、自動でファイル圧縮、リサイズを行うこ

とで、ファイルを軽量にして、アップロードすること。 

25 なみえ写

真投稿詳

細 

投稿された写真と写真に紐づく内容を閲覧できると共に、コメントをテ

キスト・音声データとして投稿できること。また問題のある投稿の非表

示を設定出来ること。 

26 スライド

ショー管

理 

画像一覧 スライドショーにて表示させる画像を一覧表示出来ること。 

27 画像追
加・更新 

スライドショーにて表示させる画像を登録・更新・削除を行えるこ

と 

28 ウェジェ

ットメッ

セージ管

理 

キャラク

ター登録

管理 

キャラクター画像を登録・編集・削除を行えること 

29 吹き出し

登録管理 

吹き出し背景画像を登録・編集・削除を行えること 

30 メッセー

ジ登録一

覧 

なみえ新聞をインストールしてある Android端末にて、ホーム画

面に表示されているウィジェットの吹き出しに出力されるメッセ

ージと、メッセージ表示条件（GoogleAnalyticsログ）、キャラク

ター登録管理、吹き出しを一覧形式で閲覧できること。 

31 メッセー

ジ追加・

更新 

メッセージ登録一覧にて表示されている内容を追加・更新できること 

32  音声追加 タイミングは固定。音声差し替えはあり。 

33 道場デー

タ管理 

達成状況

確認 

道場の動画閲覧状況をユーザーごとに閲覧できる。 

 

 

4. 現状の UI 

管理画面における画面イメージは現行アプリのイメージであり、既存システムを利用しない場

合、変更してもかまわないものとする。 

 

(1) 記事管理画面 
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(2) 新規記事投稿画面（記事） 

 

 
(3) 新規記事投稿（イベント） 
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(4) スライドショー管理 

 
(5) メッセージ管理 

 
(6) キャラクター管理 
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(7) 車載線量計データ登録画面（更新しない） 

 

(7)記事投稿 webアプリ版 

1. コンセプト 

なみえ新聞の記事を投稿するための簡易 CMS。執筆者は各自のアカウントを用いてログインし、

なみえ新聞に掲載される記事を書いて保存する。必要に応じて管理者が承認すると実際に掲載

される。 

(6)が内部管理者向けのツールであるのに対し、本アプリは、外部（一般町民・ボランティアな

どを含む）の不特定多数にアカウントを発行するところが異なる。 

2. 主な機能 

アカウントを持つユーザーのみが内部にアクセスできるようにするためのログイン認証機能 

記事を新規投稿する機能 

投稿済みの記事を確認・編集する機能 

3. 機能要件一覧 

no 大分類 小分類 概要 

1 ログイン 認証 

ユーザが URL にアクセスすると、ログイン画面を表示する。ユーザ

ID パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押すと、なみえタブ

レットサーバへアクセスして、ユーザ認証を行う。セッションは、30

分で破棄する。 

2 

TOP 

記事一覧表示 
ログイン認証が成功したら、TOP画面を表示する。過去当該ユーザが

投稿した記事の一覧を、日付でソートして表示する。 

3 新規投稿 
ユーザが「新規記事投稿」ボタンを押下したら、新規記事編集画面に

遷移する。 

4 
新規記事

投稿 
記事編集 

記事を入力する。タイトルと、記事本文（テキストおよび画像）を入

力するフォームがある。 
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ユーザが、記事編集画面の「確認画面へ」をタップすると、記事のプ

レビュー画面に遷移する。 

5 確認画面 
ユーザが、「投稿」をタップすると、なみえ新聞の記事としてテキス

ト、画像を登録し、TOP画面に遷移する。 

6 

記事詳細 

記事詳細確認 

TOP画面の記事一覧で「詳細へ」のボタンをタップすると、記事詳細

確認画面が表示される。記事詳細画面では、記事テキストと写真を確

認することができる。 

7 

投稿編集 

詳細画面中の「編集」ボタンをタップすると、記事編集画面に遷移す

る。 

8 
記事編集画面で「確認画面へ」をタップすると、記事のプレビューを

確認できる。 

9 
ユーザが、「投稿」をタップすると、なみえ新聞の記事としてテキス

ト、画像を登録し、TOP画面に遷移する。 

10 

投稿削除 

詳細画面中に「削除」ボタンをタップすると、ポップアップでダイア

ログが表示される。 

11 
「削除しますか？」の問いに対し、OK をタップすると、記事管理テ

ーブルから実態削除する。 

 

4. 現状のユーザインタフェース 

 

現行アプリ画面であり、既存システムを利用しない場合、変更して差し支えない。 

 

TOP画面（記事一覧） 

 
  

新規投稿画面 
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イベント詳細画面 

 
 

2. アクセス解析 

(1)機能要件一覧 
 

no 大分類 小分類 概要 

1 

アクセ

ス解析 

 

Google 

Analytics 
Google Analyticsを利用して、ユーザー端末からの操作の計測

を行う機能を有すること。操作するアプリケーション、操作

する画面、操作内容について把握可能であること。 

またトラッキング コードに 町民番号や端末番号、県外、県

内、仮設、借り上げ等属性情報を含める事によって、Google 

Analytics上で個別追跡可能にすること。 

2 

テキストロ

グの出力 

Google Analyticsに送信したのと同等のユーザーの操作ログ

を、構造化されたテキストログとしてアプリケーションサー

バーへと出力し、S3などのファイルストレージへと保存し、

任意のツールで解析可能とすること。 
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3. ユーザーインタフェースへの配慮 

(1) 理解性：初期利用時のわかりやすさ 

● アプリケーション内で用いる機能名および機能アイコンについては、利用者にとって

わかりやすい文言またはメタファーを用い、容易に理解できるものにすること 

● 機能名や見出しなどの目立たせたい文字表示は、タブレット端末に不慣れな方やシニ

アにとっても、見やすい大きさと太さにすること 

● 色彩表現については、各種色覚障害者への視認性を配慮すること 

○ 図と地の明暗のコントラストを充分に確保し、図にあたる文字や表象の可視性

を確保する 

○ 色味だけで判別させる表現は避け、モノクロ色調にした場合でも判別できるよ

う、形や文字表現なども合わせて個体の判別性を確保する 

● 基本的にはシングルタップのみで主要操作を完遂できるようにする 

○ ジェスチャー操作や複雑なタッチ UI（ダブルタップや長押し操作等）の操作方

法を適用しない 

● タッチ操作を行うエリア（ボタン）は、操作可能であることが見た目だけで推測でき

るような表現（凹凸のあるボタンのような表現など）にすること 

(2)習得性：操作の覚えやすさ 

■ 基本的な操作方法や機能の配置のルールは、関連するアプリ間において可能な限り一

貫性をもたせ、利用者の習得容易性を高めること 

例１）「戻る」機能ががある場合には、同様の場所（左上など）に配置する 

例２）主要操作の導線となるボタンは、同様のボタン表現（角丸四角表現など）

を行う 

■ 使いながら習得していくという使用性を考慮し、初回に複雑な操作を求め過ぎないこ

と 

例１）初回起動時の文字入力操作は極力少なくし、スキップを可能とする。さら

にスキップした機能等については、後から常時編集可能とするなど配慮する 

例２）主要機能については、操作手順説明をヘルプ機能として提供する 

■ 現行の UIに慣れ親しんだユーザーが違和感を感じず操作できるように、基本的な操作ルー

ルについては大幅な変更を極力行わないようにすること。変更が必要な場合には、ユーザ

ー調査を行った上で判断する。 

(3)運用性：繰り返し利用時の扱いやすさ 

● 全てのタッチ操作については、明確なフィードバックを提示し、操作対象および操作

状況を認知しやすい環境を提示すること 

○ 例１）待機時間がある場合には、その旨を明示的に提示する 

○ 例２） 音声入力が発生する場合には、収音タイミングをわかりやすく伝えるた

めに、カウントダウン表示を行うなど、留意する 

● 利用者のコンテンツ閲覧時間および使用時間を充分に確保する 

● 利用者が誤操作した場合を想定し、安全策を講じること 
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○ 例１）リカバリーできない操作を行う際には、ダイアログボックスを表示しユ

ーザーに確認を行う 

○ 例２）利用者が誤操作を行った際には、誤操作である旨とその理由を利用者に

理解しやすいメッセージで提示する 

● 連続したスクロール操作が必要な画面では、特にタッチ UIに不慣れな利用者にとって

扱いやすいよう配慮すること 

○ 例１）画面右側にスクロールバーを搭載する 

○ 例２）スクロールバーの上下には、継続押下によって上に推移するボタン、下

に推移するボタンを搭載する 

(4)魅力性：感性的な満足度 

● 事務的で硬い印象を与える画面にならないよう、ビジュアルデザインを行う 

○ 例１）特に上位階層の画面においては、写真やイラスト等を効果的に用い、文

字だけで構成される画面がないようにする 

○ 例２）アプリ別にテーマカラーを設け、効果的に配色する 

● アイコンの表現やボタン表現については、全アプリを通じてトーン・マナーを可能な

かぎり揃え得られるようビジュアルデザインを検討する 

○ 例１）線の太さ、色のトーン、効果の使い方等に類似性を保持する 

● 煩雑な印象をさけるため、利用するフォントの種類は必要以上に多くならないように

する 

 

4. ユーザーの利用端末について 

(1)タブレット端末 
OS はいずれも Android 4.4で、ディスプレイは 1920x1200ドット 10.1型ワイド IPS 液晶とな

っている。 

詳 し い ス ペ ッ ク は 各 社 サ イ ト を 参 照 の こ と 。 

現在、配布タブレット 

https://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Pad_TF303CL/ 

2015/10月以降配布タブレット 

http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/lenovo/yoga/yoga-tablet-2-10 

 

（参考）共通してプリインストールされているアプリ 

 

乗換案内 

らじるらじる（NHKラジオ） 

radiko.jp 

LINE 

QRCode リーダー 

ゆれくるコール 

Skype 

https://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Pad_TF303CL/
http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/lenovo/yoga/yoga-tablet-2-10
http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/lenovo/yoga/yoga-tablet-2-10
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Hangout 

Facebook 

Google Map 

Gmail 

YouTube 

Google Play 

カメラ 

ソフトバンク MDMアプリ（ウィルス対策ソフト、端末管理ツー

ルなど４種） 

Google端末ポリシー 

 

(2)スマートフォン端末 

・Android 

スマートフォン対応のため、Android OSバージョン 4.1以上で動作すること。 

国内主要機種 Galaxy、xperia、Arrowsのディスプレイサイズ 4.0インチ、解像度 720×1,280以

上の端末に対応すること。 

・iOS(iPhone) 

iPhone5、iPhone5s、iPhone6、iPhone6plus、および 2015 年秋にリリースされる新 iPhone

端末に対応すること。iPadについては対象外とする。 

5. システムアーキテクチャ     

(1)全体構成 
昨年度開発完了時点でのシステム構成を示す。今年度の開発においてこのアーキテクチャを一部生か

した形とするか、全て再構築するかは事業者との協議により決定する。 
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(2)サーバー構成 
2015 年 7 月現在、浪江町タブレット用サーバは、Amazon Web Service の東京リージョンに構

築されている。EC2 による Webサーバ 2台と Elasticsearchサーバ、NFS サーバが 1台ずつ、

データベースは、RDS の MySQL のデータベースを用いている。ロードバランサは ELB を用

いている。 

各サーバのネットワーク構成、サイズは下記の通り。 

 
上記構成に加えて、なみえ新聞のプッシュ配信機能や管理ツールのダッシュボード機能を実現する

ため、必要に応じてサーバを構築すること。 
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(3)ソフトウェア構成 
現行サーバにインストールされているソフトウェアは以下の通り。 

カテゴリ 名称 バージョン  
OS Amazon Linux 2014.09.0  

x86_64 HVM EBS 
プログラム実行環境 JDK 8u25 

Java 

アプリサーバ 
Tomcat 8.0.14 
commons-daemon 1.0.5 

WEBサーバ Nginx 1.7.6 
Headers More 0.25 

モバイルバックエンド personium.io 1.3.20 

logback logback 1.0.3 
slf4j 1.6.4 

memcached memcached 1.4.21 
MySQL RDS 5.6.19a 

mysql-client Ver 14.14 

Distrib 5.5.40 
Elasticsearch Elasticsearch 1.3.4 

AWS plugin 2.3.0 

6. 規模・性能要件 
 本システムの規模に係る要件を以下に示す。 

(1)規模要件 
1 ユーザー数 

本システムを利用するユーザー及び利用端末数を以下に示す。 

 

タブレット配布数 

（2015/06/30現在） 
約 5700台 

※希望世帯に世帯毎に１台タブレットを配布中 

タブレット配布予定数 

（2016/03/31予定） 
約 7000台 

データ保存期間 運用上増えたデータについては最低 2年保存する。 

記事データ、町民投稿データ

保存期間 
2ヶ月間サーバに保持した後、Amazon S3に移行して 1年

間保存すること。 

 

 

また定期的にタブレットの講習会を行っており、通常のアクセス数とは別に、一時的に講習会の参

加者が同時アクセスを行う場合がある。代表的な講習会の参加人数を記載する。 

 

講習会会場 参加者（名） 

東京 110 

いわき 140 

郡山 94 

二本松 110 

福島 150 

 

2 データ量 

 

本システムのデータ量を以下に示す 

アプリ データ量 

なみえ新聞 40記事/日 

なみえ写真投稿 20投稿/日 

※今年度目標 60投稿/日 
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スライドショー 15枚配信/週 

ウィジェット 50メッセージ数/日 

放射線データ 登録 

道場データ 24動画 

・本システムリリース時に 3本差し替え 

・毎週 1本程度サポート記事追加 

(2)性能要件 
 

町民の中には、ネットワーク速度が非常に遅い地域に住んでいる場合がある為、LTE ネットワーク環

境と、3G回線の環境で性能を満たす必要がある。 

 

画面表示レスポンスタイム アプリの初回起動は 5秒を目標とする。 
LTE回線の場合、１ 秒以内を目標とする。 

3G回線の場合、3 秒以内を目標とする。 

 

また参考までに 1 時間当たりのアクセス数が最も大きかった日のアクセスレポートを添付する（別

添 3）。もっともアクセスの多かった 3月 22日 14時のアクセス数は 1 時間で 3786 PV、かつ 4040

アクションであった。 

(3)メディアファイルの取り扱いについて 
1 画像 

1. 画像ファイルをアップロードする際には、アップロード作業の前に事前に JavaScript もし

くは、ネイティブ API 等を利用して、リサイズや圧縮処理を行い、アップロード帯域が細

くても、画像のアップロードおよび閲覧が快適に出来るようにすること。 

2 音声 

1. 音声ファイルをアップロードする際には、録音時間を制限し、アップロード前に圧縮処理

を行う事で、アップロード帯域が細くても、音声のアップロードが出来るようにすること。 

2. 音声の再生に際しては、追加ライセンスが発生するサーバの構築はできる限り行わないよ

うにすること。 

7. 信頼性要件     

(1)可用性対応について 
 

バックアップ 本システムにトラブルが発生した場合に、正常にリカバリできるように、バックアップを行う

事。バックアップタイミングと保存期間は 1か月とする。 
● システム … リリースタイミング毎に２世代以上取得し 1か月保管する 

● データベース … 日次、週次にバックアップを取得し、1週間分保管する 

● ログファイル … 日次、週次にバックアップを取得し、2年保管する 

● メディアファイル … 多重化したサーバに保管する。 

本番・開発環境 モニター配布版の開発中には開発環境を、本稼働版開発に移った際には、開発環境と本稼働版

を分けて構築することとする。 
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8. 情報セキュリティ要件     

(1)権限要件 
1 本システムの利用権限については、OS 管理アカウントと Web アプリケーションサーバ管理ア

カウント、データベース管理アカウントを分離する等、セキュリティに配慮して、適切に設定

すること。 

(2)情報セキュリティ対策 
1 情報セキュリティ対策については、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」

及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」「地方公共団体における情報

システムセキュリティ要求仕様モデルプラン（Web アプリケーション）」の最新版に基づくセ

キュリティポリシーを踏まえると共に、以下の要件を満たすこと。 

(3)脆弱性対策 
1 Webアプリケーションの場合には別添 4で示す脆弱性に対応すること。 

(4)アクセスログ要件 
1 システム監査、障害調査を目的として次のログを出力すること。 

1. Webアプリケーションサーバへのアクセスログ 

2. アプリケーションログ 

3. データベースのアクセスログ 

4. エラーログ 

2 アクセスログの出力について 

1. 各サーバへのアクセスログについては、アクセスした時間、ユーザ、接続先サーバ、アク

セスした機能/API、接続元が分かるようログを蓄積すること。 

2. ログファイルは、日別に管理し、過去 7 日分については、サーバ上で確認できること。ま

た、過去 180日分は必要に応じて内容を確認できること。 

3 アクセスログの取得について 

4 蓄積されたアクセスログは、浪江町役場からインターネット経由で取得可能とする。当町のみ

が取得できるよう権限設定を行うこと。 

9. 拡張性要件 

(1)性能の拡張性 
状況に応じて、設定変更等により、スケールアウト、スケールアップによるシステム基盤の増強が可

能なシステム構成とすること。 

(2)機能の拡張性 
 画面表示部分とデータ処理部分を分離させるとともに、各機能を疎結合に保つことにより、機能の

追加・変更が容易な構成となるように配慮すること。 
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10. テスト要件 

(1)対象とするテストの範囲 
アプリケーションの正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト、総合テスト及び

外部連携テストを本テスト要件の範囲とする。また、本番運用リハーサルの作業支援についても本テスト

要件の範囲とする。 

(2)テスト実施計画 
受託者は、評価基準、開始・終了条件、テスト実施体制、テスト方法（使用ツール等を含む。）、 テスト

データ、テスト環境、テスト運営方法、テスト観点について記述したテスト計画書を作成し、本番運用時

に想定されるすべてのケースを検証のうえ、全ケースについて網羅的にテスト実施することが可能となる

よう、テスト実施計画を策定すること。テスト計画書は、単体テスト、結合テスト、総合テスト、外部連

携テスト及び本番運用リハーサルについて、作成すること。 

(3)テスト環境 
単体テスト及び結合テストのために必要な機器等は、受託者の負担と責任において準備すること。総合テ

スト、外部連携テスト及び本番運用リハーサルについては、現在運用している Amazon Web Service上に、

本番環境と同等の環境を受託者が構築して実施すること。なお、本番環境へ接続するインターネット回線

については受託事業者負担とする。なお、必要となる台数等について事前に当町と協議するとともに、こ

れらを利用するに当たり別途必要となる資材等については、受託者の責任において準備すること。 

(4)テスト方法 
1 単体テスト 

単体テストは開発したモジュール等の単位で、プログラムが正常に動作すること等のテス トを行

うこと。また、単体テスト結果については、イテレーションごとに報告すること。単体テストに

ついては、自動テストであることが望ましい。 

2 結合テスト 

開発した機能・サブシステムが正常に連動して動作すること等のテストを行うこと。また、結合

テスト結果については、イテレーションごとに報告すること。 

3 総合テスト 

総合テストでは本番環境と同等の環境にてテストを行うことで、業務が遂行可能であること、適

切にセキュリティが確保されていること、業務ピーク時を想定した状況下で性能要件を満たして

いること等、 システムとしての最終品質確保のためのテストを行うこと。 受託者は、総合テスト

を円滑に行い、必要なテストが漏れなく実施されるよう、なお、業務ピークを想定したテストを

実施する際に負荷発生装置等を利用する場合は、Amazon Web Services上に必要な環境を構築する

こと。テスト工程で発見された 不具合については、総合テスト工程終了時までに対応を完了する

こと。また、総合テスト終了時については、総合テスト報告書を作成すること。 

4 外部連携テスト 

外部のサービスやサーバーと連携が必要である場合は、外部連携可能であること等のテストを行

うこと。なお、外部連携テストは、総合テストの一部と して実施すること。 

(5)テストデータ 
テスト結果の検証や再現性確認のために、テストで使用したテストデータやログは、テスト環境に保存し

ておくこと。テスト環境は、本番稼動が安定したら停止する予定であるため、必要に応じて、データ、ユ

ーザ ID、プロセス、サービス等は移行導入業務の実施前に、より低コストでファイル保存ができる S3な

どにバックアップをとりサーバからは完全に消去すること。 
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11. 移行要件 

(1)アプリケーションの移行 
 

本システムを構築するにあたり、既存システムのバージョンアップでも、新規システム構築でも問題

ない。ただし、既存システムからのスムーズな移行を実施すること。 

(2)アプリのバージョンアップに係る要件 
端末へインストールするアプリについては、バージョンアップのみ許容する。Google Play から配布

するものとして、「なみえ新聞」「なみえ写真投稿」「なみえタブレット道場」をアップデートす

ること。 

ただし、「なみえ放射線情報」は今回アプリケーションの改修がないため、移行不要とする。 

(3)ハードウェアの構築 
移行に際しては、現行システムへの影響を最小限にするため、AWSの同一アカウント上に別途新た

にサーバを構築する。ただし、データベースは、現行 RDS内に別領域を設けるなど既存のリソース

を活用することも可とする。 

■新規構築イメージ 

 
RDSは共有してもよい。 

(4)データベースの移行 
5 既存のアプリを含めて全て作り替える方法を取る場合は、データ移行および並行稼働を考慮し

た作りとすること。 

6 新旧アプリの切り替えは、１ヶ月程度の並行運用期間を設けること。 

7 並行運用開始時点までに、新しいデータベースにこれまでの記事データを全て移行すること 

8 記事収集は、クローラーから新旧両方にデータ登録させる仕組みを作ること。 

■データ移行イメージ 
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12. 運用・保守要件 
以下にアプリケーションの運用保守要件を記載する。 

有人対応時間 平日 9 時から 18 時とする。 

稼働率 システム基盤の稼働率は 99.9％以上を目標とする。 

※計画停止は除く。OS やソフトウェアの障害対応により相当時間を要する場合は、当

町と協議の上、計画停止による保守作業を実施する。 

重大障害復旧時

間 

サービス停止やセキュリティ事故につながる重大障害については、障害検知時点から、

平日かつ 24時間以内に障害復旧確認を完了させることを目標とする。 

なお、恒久対処に 24時間を超えて時間を要する場合は、当町と協議の上、暫定対処に

より障害復旧させることとする。 

稼働時間 24 時間 365 日連続稼働とする。 

※計画停止は除く。 

 


