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１．件名 

独立行政法人国立高等専門学校機構事務局 Web サイトシステム 

構築・保守・運用支援業務 一式 

 

２．業務範囲 

本委託作業の業務範囲は次のとおりとする。 

（１） Web ページ用サーバの用意 

（２） コンテンツ管理システム（CMS）の導入及び管理・運用 

（３） Web ページの移行・構築 

（４） 初期導入支援 

（５） 保守管理 

（６） その他 

 

３．契約期間 

 契約締結日から令和６年３月３１日までとする。 

 期間内のスケジュールについては以下の通りとする。 

（１） Web ページの移行・構築（サーバの用意・CMS の導入含む）  

契約締結日から令和５年３月１３日 

（２） 運用支援業務 

契約締結の翌日から令和５年３月３１日まで行うこと。 

ただし、新 Web サイトと現行の Web サイトの並行稼働を、遅くとも令和５年

３月１３日から開始すること。 

（３） 現行の Web サイトから新 Web サイトへ切り替え 

令和５年３月３１日に行うこと。 

（４） 保守管理業務 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで行うこと。 

 

４．受注要件 

  受注者は、以下の全てを満たすこと。なお、これらの要件を満たすことを確認できる

書面を提出すること。 

（１）一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター、公益財団法人日本適合性

認定協会、もしくはその他認定機関により認定された審査登録機関による

ISO/IEC27001 又は JIS Q 27001 の認証、または、一般財団法人日本情報経済社

会推進協会からプライバシーマーク制度によるプライバシーマーク（JISQ15001）

使用許諾の認証を受けていること。 
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５．本業務の目的 

５－１．概要 

  独立行政法人国立高等専門学校機構（以下、「機構」という）の Web サイトは、全国の 

企業、研究機関、中学生とその保護者、報道、就職希望者等に対して機構の活動と高等専

門学校（以下、「高専」という）の魅力や情報を伝える媒体として、戦略的に極めて重要

である。 

  高専制度創設 60 周年を迎える今年度、Web サイトのデザインを大幅にリニューアルす

ることにより、高専のブランドイメージ向上、効率的な運用の仕組みの構築を可能にしつ

つ、より効果的かつ戦略的な広報展開を実現することを目的としている。 

 

５－２．基本方針及び重点目標 

 ５－２－１．基本方針 

  受注者は全体的な課題「（資料１）現行サイト構成の課題」を考慮し、以下の項目を十

分に理解した上で業務を実施すること。 

（１）機構の特長・魅力を表現できる Web サイトにすること。 

      機構の高専概要及び広報物等を戦略的・効果的に PR していくことで、機構の 

イメージや認知度の向上を図ることができる、視覚的訴求力のある Web サイト 

を実現すること。主として、中学生およびその保護者に対して、機構の特長・魅 

力を訴求できること。 

（２）必要な情報へのアクセスおよび情報の見やすさを向上させること。 

 閲覧者が必要な情報を迅速かつ確実に得られる Web サイトとすることを目指

し、機構 Web サイトで提供する情報について、閲覧者の特性を十分に考慮した

上で分類し、分かりやすいメニュー、階層構造を実現し、アクセスしやすくする

こと。その際、クリック数はできるだけ少なくすること。直感的に理解がしやす

く、迷いにくいナビゲーションの仕組み、掲載されている情報の識別がしやすく、

内容を読み取りやすいデザインを実現すること。 

（３）現行の Web サイトの情報量を確保すること。 

      「（資料２）現行のサイトマップ」を基に、現行の Web サイトの全体の構成を

見直し、再構成をする際に、重複するものを除き、現行の情報量をできるだけ確

保し、移行すること。 

（４）ページ作成・更新作業がしやすいこと。 

 Web サイト作成技術に詳しくない情報発信者でも、簡便な操作によってペー

ジを作成および内容の更新ができる仕組みを実現すること。操作に不慣れな情

報発信者でも、必要な操作を容易に理解することができるよう、捜査の手順をで

きるだけ簡単にし、画面遷移等において、直感的に理解しやすく、迷いにくいユ

ーザインターフェースを実現すること。 
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５－２－２．重点目標 

受注者は以下の重点目標を十分に理解した上で業務を実施すること。 

（１）高専のブランドイメージの向上 

（２）関係各所(中学生、高専生、企業、官公庁)への訴求力のある構成 

（３）情報ページの充実と閲覧者の情報到達度の向上 

（４）多様なモバイル端末・ブラウザ等への対応   

（５）効率的な運用・更新の仕組みの構築 

 

５－３．ターゲットと期待する効果 

５－３－１．主に以下のユーザを重点的にターゲットとする。 

（１）入学を志願している中学生と保護者（特に女子学生） 

（２）小中学生の子供をもつ保護者 

（３）官公庁・企業（産学連携・共同研究） 

（４）海外からの閲覧者 

（５）高専生及びその保護者 

（６）卒業生 

（７）教職員 

 

５－３－２．以下の効果を期待する。 

（１） 入学志願者の増加（特に女子学生） 

（２） 産学連携・共同研究を行う企業の増加 

（３） ユーザビリティ、アクセシビリティの向上 

（４） 記事の更新権限を高専単位にすることで、管理者の負担の軽減 

（５） コンテンツ管理システム（CMS）の導入による運用の効率化 

 

６．要求要件 

６－１．サーバの用意とWebページの構築・移行について（基本的要件） 

（１） 「ISMAP クラウドサービスリスト」上に登録されているクラウドサーバ（以下、

サーバとする）上に Web サイトを構築すること。【必須】 

（２） 現行の Web サイトの構成・内容を分析の上、「５．本業務の目的」を満たすサイ

トの構成・デザインの提案・作成を行うこと。その際、Web サイト全体で統一化

されたデザインにすること。また、トップページについては「（資料３）トップペ

ージについて」に記載されている指示を満たすこと。なお、第２階層以下のペー

ジについてもデザインを提示すること。【必須】【優れている場合加点】 

（３） 現行のページ（https://www.kosen-k.go.jp/）配下にある「（資料２）現行のサイト
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マップ」の「継続」ページを移行すること。ただし、「お知らせ」等の過去ページに

限り、機構が事前に指定する 100 件とする。【必須】 

（４） レスポンシブ Web デザインであること。スマートフォンからアクセスがあった場合

は、スマートフォン用ページが開き、PC（タブレット）からアクセスがあった場合

は、PC 用ページが開くようにする。スマートフォンからのアクセスを考慮して、デ

ザイン・レイアウトのためにフレームやテーブルを用いないものとする。【必須】【優

れている場合加点】 

（５） 新しいデザインの Web サイトに必要な魅力的な画像または動画等のコンテンツ作

成をおこなうこと。なお、新規の素材が必要だと受注者が判断した場合は、機構と

受注者で協議して定める。【必須】 

（６） JIS X 8341-3:2016 のウェブアクセシビリティ適合レベル A に準拠する Web ペー

ジの作成が行えること。【必須】 

（７） アクセス解析機能を導入して、導入後のサイトアクセス(ページ単位のアクセス数)

の分析が行えること。【必須】 

（８） 移行後の Web ページにアクセスするための FQDN は「www.kosen-k.go.jp」であ 

ること。【必須】 

（９） https 通信に対応していること。【必須】 

（１０）現行のサイト構成の課題を解決する有益な提案があれば、提案すること。【任意】

【優れている場合加点】 

（１１）令和５年３月３１日までに、サイトマップ等 Web サイトの構成情報を電子データ

で納入すること。【必須】 

 

６－２．コンテンツ管理システム（CMS）の導入および管理・運用について【必須】 

（１） サーバ上に、コンテンツ管理システム（CMS）を導入すること。 

（２） 即時性の高い情報の追加や各種情報の修正・変更等について、機構担当者が随時対

応できること。 

（３） 本 CMS は、機構 Web サイト内のすべてのコンテンツの作成及び運用を行うもの

であること。なお、60 周年記念サイト(https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/60th/) 配

下のページ(PHP)は例外として構築する CMS 内に組み込まず、サーバ上で閲覧でき

るようにすること。 

（４） ページ作成、更新及び承認に必要なライセンス（アカウント）は 200 ライセンス

以上であること。また、追加発行が可能であること。なお、ライセンスの追加発行に

別途費用が発生する場合は別途見積もること。 

（５） 「７－１．対応ブラウザ」に挙げる Web ブラウザソフトのみで操作できるもので

あること。 

（６） プラグインを利用する場合はその予定のプラグイン一覧を提示すること。 
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（７） CMS の操作にあたっては、「７－１．対応ブラウザ」に示す Web ブラウザソフト

上の GUI で操作できるものであること。 

（８） Web サイトの追加・更新において、ページ・エリア・コンテンツ等の区分ごとに 

以下に示す更新権限と承認フロー管理の機能を有すること。 

①システム管理者の機能 

（ア）寄稿者（Web サイトの編集権限を持つ者）、編集者（Web サイトへの掲    

載内容を承認する者）及び管理者の登録や権限のレベルを設定できる    

こと。 

（イ）システム管理者が寄稿者の編集可能ページを設定できること。 

②寄稿者・編集者の機能 

（ア）51 高専分と機構本部事務局の各課・係ごとに寄稿者と編集者の組み合わせ

を設定できること。 

（イ）各寄稿者はそれぞれ管理者が定めるページの編集・下書きの記入権限を持

っていること。 

（ウ）各編集者は寄稿者の書いた下書きを承認また編集を行い、ページの公開が

可能であること。 

（エ）複数の寄稿者ごとにグループとして管理できること。 

③承認フロー管理機能 

（ア）通常のページは、ページごとの区分ごとに寄稿者・編集者を設定できる     

こと。また、「お知らせ」の登録についても、各寄稿者・編集者を通常のペ

ージと同様の組み合わせで設定できるようにすること。 

（イ）以下のページは高専ごとに表示エリアを設け、各高専担当者からの登録         

を可能とするよう、エリアごとに寄稿者・編集者を設定すること。 

https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/allkosen/info.html 

https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/joho_kobo.html 

https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/contract.html 

（ウ）寄稿者は下書き状態で編集者の確認を求めることができること。 

（エ）寄稿者が更新したページは、編集者の承認により公開されること。 

（９） 更新履歴・承認履歴を管理できること。 

（１０） CMS 公開時に寄稿者及び編集者名が表示されない設定とすること。 

（１１） タイマー設定により、作成した情報の公開日時・公開終了日時の指定ができる

こと。 

（１２） お問い合わせ等の入力フォームを作成でき、入力確認ページの表示、受付完了

メールの自動送信が可能であること。また、入力フォームにて受け付けた内容

は、受付期間を指定して CSV 等で出力することができること。 

（１３） ユーザのログインは電話やアプリケーション等を介した多要素認証が可能であ
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ること。 

（１４） GUI から以下の拡張子ファイルがアップロードできること。 

jpeg、jpg、png、gif、pdf、docx、xlsx、pptx 

（１５） 表の追加及び編集ができること。 

（１６） YouTube 等にアップロードした動画をページに埋め込んで、動画のインライン

再生ができること。 

（１７） CMS 上に SNS 連携ボタンを別途用意し、CMS ページ作成、更新時に SNS 連

携ボタンが押された場合、その CMS の内容をあらかじめ CMS に登録された

SNS 上で通知すること。 

（１８） 以下の条件を満たす多言語への翻訳機能を有すること。 

① プラグイン等を用いて機械翻訳機能を設けること。自動翻訳を行う前に、

『本翻訳は機械翻訳であるため、一部翻訳に間違いがある可能性がある』

旨を記載すること。 

② 機械翻訳の対象は英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・スペイン語・

ポルトガル語・タイ語・ベトナム語・モンゴル語・アラビア語とするこ

と。 

③ 機械翻訳の範囲は Web サイトの画像を除く全範囲とすること。また、英語

については、一部機械翻訳をせず、独自に文書を編集できる領域を設ける

こと。領域の対象となるページについては、別途提示する。 

④ 機械翻訳の英語部分については、辞書ツールで翻訳に使う単語を定義する

機能を設けること。 

 

６－３．運用支援について【必須】 

（１） 契約締結時から令和５年３月３１日までの間、受注者は以下のとおり運用支援

を行うこと。なお質問及び相談に対する回答は、対面もしくは、オンライン会

議、電話、電子メールにて行うこと。 

(ア) ページの作成・更新に関する相談、支援 

(イ) 各種不具合の原因、対策の調査 

(ウ) Web サイト運用改善及び問題解決に有効な技術の調査、助言 

(エ) デザインの簡易な修正・更新 

(オ) 機構の指示に基づく指定コンテンツの更新 

(カ) CMS に関する事項 

 

（２） 運用マニュアルを紙媒体(A4 判)で 8 部及び Word もしくは PowerPoint 形式で

編集可能な電子ファイルで 1 部、納入すること。 

なお、運用マニュアルには以下のものを含めることとする。 
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① 管理マニュアル 

・サイトマップ 

・管理者機能(アカウントの作成・管理方法) 

・納入時のプラグイン及びそのパラメータ一覧 

② ユーザマニュアル 

・コンテンツの作成・編集方法 

(文字入力、テーブルの作成、画像貼り付け、その他注意すべきこと) 

・コンテンツの承認方法 

・コンテンツの公開方法 

※ユーザマニュアルは初心者にも分かり易いように、図付きの構成とするこ

と。 

（３）テレビ会議形式で、ユーザマニュアルを使用した操作説明を実施（質問及び要望

への回答含む。）すること。ただし、録画可能なものとする。なお、実施日は機

構と協議のうえ決定すること。 

 

６－４．保守管理について【必須】 

（１）保守管理体制 

 保守に関する責任者及び担当者を定め、保守管理体制図として提出すること。 

（２）障害対応 

ホームページに障害が発生した場合、速やかに復旧作業を実施し、機構へ対応内容を報

告すること。なお、復旧には自動復旧システムを使っても差し支えないものとする。 

障害発生後の平日（国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日及び１２月２９日

～１月３日の年末年始を除く月～金曜日）の 9 時～17 時の時間内に状況の把握、影響

範囲の調査を行い、速やかに機構への報告及び再発防止に努めること。 

 （３）CMS のアップデート対応 

保守管理期間中、常に CMS のバージョンを最新に保つこと。 

（４）トップページの HTML、CMS デザインの軽微な変更 

トップページの HTML、CMS デザインの軽微な変更(ボタンの追加・画像の位置変更・

プラグイン追加 等)に対応すること。なお、機構からの変更要求が軽微か否かについて

は都度機構と受注者にて協議することとする。 

（５）バックアップ 

1～2 日おきにバックアップをとること。なお、バックアップ数は 3 世代以上とする

こと。自動バックアップ機能を使っても差し支えない。 

（６）問い合わせ対応 

サーバ・CMS・Web ページに係る機構からの運用支援及び技術支援に関連する質問及

び相談に真摯に対応すること。 
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なお、問い合わせ対応時間帯は原則として平日（国民の祝日に関する法律第３条に規定

する休日及び１２月２９日～１月３日の年末年始を除く月～金曜日）の 9 時～17 時と

する。 

（７）業務完了報告書の提出 

Web ページ・CMS の稼働状況、発生した障害の内容と対応状況等を記載した保守管理

業務報告書を毎月末作成し、翌月初めに機構に提出すること。機構は提出された同報告

書により検収を行うものとする。 

1 ヶ月に 1 回、第三者機関の作成した CMS の脆弱性診断ツールを利用し、セキュリテ

ィ上問題がないか確認及び修正を行うこと。 

（８）入試期間アクセス集中対策 

 「（資料４）現行サイト情報」で指定する２月の第２日曜日及び第４日曜日について  

は、提示されているアクセス数に耐えることができるサーバ・CMS・Web ページを構

築し、13時～18時に以下の対応を取ること。 

・死活監視 

・障害対応 

・機構担当者からの問い合わせ対応 

（９）本業務を履行する上のサーバ及び有料のプラグインを利用する場合により発生する

費用は保守の費用に含めること。 

 

６－５．セキュリティ要件【必須】 

（１）ページ作成、更新及び承認に必要な全ライセンス（アカウント）は、電話やアプ

リケーションを用いた多要素認証をできるようにプラグインを設定すること。 

（２）パスワードを発行する場合は、16 文字以上かつ数字英字記号が混在したパスワ

ードを設定できること。 

（３）WAF（Web Application Firewall）を設定し、不正アクセス対策をとること。 

（４）セキュリティ関連のプラグイン(最新版)を導入し、以下の対策をとること。 

（ア）ブルートフォースアタック、パスワードリストアタックに対応できるよう設 

定すること。 

（イ）ログイン試行数制限、バージョン番号非表示、外部からの xmlrpc.php 無効

化に対応できる設定とすること。 

（ウ）SSL（Secure Sockets Layer）の導入を行い、Web ページに、機構が提供す 

るサーバ証明書を適用すること。 

（５）公開前に必ず第三者機関の作成した脆弱性診断ツールを利用し、セキュリティ上

問題がないか確認及び修正を行うこと。 

（６）Web ページ・CMS・サーバに脆弱性が発見された場合は、直ちに機構担当者に

連絡し、対応方法を提示すること。 
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７．その他 

７－１．対応ブラウザ【必須】 

次に示す Web ブラウザにおいて、閲覧者及び機構担当者が適切に Web サイトを利

用できること。なお、タブレット端末はパソコン用デザインを表示させ、各最新 OS の

標準ブラウザ最新版で正しく表示できること。 

（OS・ブラウザで、最新ないし一つ前のバージョンに対応すること） 

 

７－２．著作権の帰属【必須】 

（１） 入札時の提出物を除き、本件で作成されたドキュメント、データに関する一切の著

作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、受注者又は第三者が本件契約

前から保有していた著作権又はフリー素材の著作権を除き、機構に帰属するものとす

る。 

（２） 本件で作成されたドキュメント、データに関する一切の著作権について、機構又は

機構が指定する第三者に対し、著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）

を行使しない。 

（３） 本件で作成されたドキュメント、データに第三者が権利を有する著作物（以下、

「既存著作物」という。）が含まれる場合には、受注者は当該既存著作物の使用に必要

な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。また、著作権関

係の紛争が生じた場合、一切の受注者の責任において処理するものとする。 

 

７－３．第三者からの権利侵害【必須】 

 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生

じた場合は、当該紛争の原因が専ら機構の責に帰す場合を除き、受注者の責任、負担に

おいて一切を処理すること。 

 この場合、機構は係る紛争等の事実を知った時は、受注者方に通知し、必要な範囲で

訴訟上の防衛を受注者方に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

 

 OS ブラウザ 

Web ブラウジング Windows 

MacOS 

Android 

iOS 

Edge 

FireFox 

Safari 

Google Chrome 

CMS 作成 Windows 

MacOS 

Edge 

Google Chrome 
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７－４．機密保持【必須】 

（１） 受注により知り得た全ての情報について守秘義務を負うものとし、これを第三者

に漏らし、又は他の目的に使用しないこと。 

（２） 受注により知り得た情報については、契約期間はもとより、契約終了後において

も第三者に漏らしてはならない。正当な理由があってやむを得ず第三者に開示す

る場合、書面によって事前に機構の承諾を得ること。また、情報の厳重な管理を実

施すること。 

（３） 機構が提供した資料は、原則として全て複製禁止とすること。但し、業務上やむ

を得ず複製する場合であって、事前に書面にて機構の許可を得た場合はこの限り

ではない。なお、この場合にあっても使用終了後はその複製を機構に返納又は焼

却・消去する等適切な措置をとり、機密を保持すること。 

 

７－５．情報セキュリティを確保するための体制の整備【必須】 

（１） 受注者は、情報セキュリティの確保を目的とした体制を整備し応札時に機構に提

示すること。報告する体制には、情報セキュリティの確保に関する責任者を含める

こと。また、体制が変更になった場合は速やかに機構へ報告を行うこと。また、情

報セキュリティ侵害発生時には、機構の情報セキュリティ監査を受け入れること。 

（２） 受注者は、本業務における情報セキュリティ対策が適切に履行されていることを、

定期的に書面にて機構に提出すること。また、情報セキュリティ対策が不十分だっ

たことが判明した場合、受注者の責において、適切な対策を講ずること。 

（３） 受注者は、業務完了後、本件に係る情報を返却または抹消し、そのことを機構に

書面で報告すること。 

 

７－６．ログについて【必須】 

アクセスログ、認証ログ、システムログ、システムへのログイン履歴及び操作ログに

ついて 1 年以上保持すること。また、機構担当者から依頼があった場合に、これを提供

すること。 

 

７－７．再委託などの禁止【必須】 

受注者は本業務を自ら履行するものとし、本業務の全部を第三者に委託、又は請け負

わせてはならない。ただし、本業務の一部を第三者に委託する場合であり、かつ、機構

に書面によって外部委託の詳細を提出し許可された場合は、この限りではない。なお第

三者委託を許可された場合であっても、受注者は契約による責任を免れることはでき

ない。 
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７－８．実績【任意】 

  同規模以上案件の Web デザイン、CMS 導入及び保守等の制作実績について、リスト

（任意様式）をもって示すこと。【優れている場合加点】 

 

７－９．アピールポイント【任意】 

  上記に挙げた必須項目及び加点項目以外でその他アピールポイントがあれば、提示す 

ること。【優れている場合加点】 

 

７－１０．ワークライフバランス【任意】 

  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定企業（えるぼし認定企

業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業（くるみん認定企業等）及び、青少年

の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業（ユースエール認定企業）については加

点するので、認定されていることが確認できる書面の写しを提出すること。【優れている

場合加点】 

 

７－１１．疑義に関する協議 

  仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事

項についても、業務上当然必要な事項については、本業務の範囲に含まれるものとする。 

なお、疑義が生じた場合には、機構と受注者で協議して定める。それにより、追加業務

等が発生する場合は、契約係を通して発注するので、受注者はそれ以外の者からの発注や

依頼を受け付けないこと。 

 

以上 



 （資料 1） 

 

 

現行のサイト構成の課題 

 

機構において認識している課題は以下の通りである。 

これを参考に、専門的な観点で課題を洗い出し、可能な範囲で改善に資する Web デザイ

ンの提案をすること。 

 

分類 課   題 

デザイン 
・トップページに画像付の訴求力のある記事を掲載する場所が少ない。 

・全体が事務的で冷たい印象がある。 

操作性 ・情報が深く、情報へ到達するためのクリック回数が多い。 

情報の到達度 

・階層が深く情報を探せない。 

・目的別メニュー・訪問者別メニュー等の入り口が多くあるが、他大学

のように情報への到達に有効に機能していない。 

情報の整理 

・訪問者別メニューから入ったページで表示される情報が分かりづら

い。 

・トップページのお知らせが見づらい。 

入試ページ ・「高専入学希望の方へ」が雑然としていて見づらい。 

 



現行のサイトマップ （資料２）

継続・継続 199

移行しない 87

新規 0

番号 階層 ページ URL 状況

1 1 ホーム https://www.kosen-k.go.jp/ 継続

2 2 国立高専機構について https://www.kosen-k.go.jp/about/ 継続

3 3 機構の概要 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/ 継続

4 4 理事長挨拶 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/president_message.html 継続

5 4 はじめての方へ https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/hajimete_list.html 移行しない

6 4 機構の事業 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/hj_2-11kikogaiyou.html 継続

7 4 学校案内 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/guidance.html 継続

8 4 モデルコアカリキュラム https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/main_super_kosen.html 継続

9 4 KOSENフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/joho_kosen_forum.html 継続

10 4 “KOSEN（高専）4.0”イニシアティブ https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/main_super_kosen_4.0list.html 移行しない

11 4 国立高専機構における業務一元化 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/unify/ 移行しない

12 5 業務一元化（人事給与／共済業務／支払業務）の検証結果（Ⅰ） https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/unify/joho_ichigenka.html 移行しない

13 5 業務一元化検証結果に基づく課題・問題点への改善等対応状況 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/unify/ichigen_jokyo.html 移行しない

14 4 高専制度創設50周年 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/50th/ 継続

15 5 高専制度創設50周年 記念事業共通マークデザインについて https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/50th/50th_mark_kekka.html 継続

16 5 高専制度創設５０周年 記念事業の趣旨・背景について https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/50th/50th_rinen.html 継続

17 5 高等専門学校制度創設５０周年記念式典等の概要 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/50th/ceremony.html 継続

18 4 機構シンボルマーク https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/symbol_mark.html 継続

19 4 広報誌(高専概要) https://www.kosen-k.go.jp/company/public/joho_kouhou.html 継続

20 4 GEAR 5.0／COMPASS 5.0 https://www.kosen-k.go.jp/about/profile/gear5.0-compass5.0.html 継続

21 3 海外展開・国際交流 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/ 継続

22 4 高専KOSENの国際事業 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/project/ 移行しない

23 5 日本型高専教育制度の海外展開と国際化の一体的推進 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/project/overview.html 移行しない

24 4 海外展開 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/development/ 移行しない

25 5 タイ高専 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/development/thai_kosen.html 継続

26 4 国際協力 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/cooperation/ 継続

27 5 モンゴル https://www.kosen-k.go.jp/about/global/cooperation/mongolia.html 継続

28 5 タイ（プレミアムコース） https://www.kosen-k.go.jp/about/global/cooperation/thai_premium.html 継続

29 5 ベトナム https://www.kosen-k.go.jp/about/global/cooperation/vietnam.html 継続

30 4 国際交流 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/ 継続

31 5 学生交流 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/student.html 継続

32 5 教員交流 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/faculty.html 継続

33 5 包括的学術交流 提携校 https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/academy.html 継続

34 5 外国人留学生の受入れ https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/foreign_student.html 継続

35 5 グローバルエンジニア育成プログラム https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/GEprogram.html 継続

36 5 国際シンポジウム・セミナー https://www.kosen-k.go.jp/about/global/international_exchange/event.html 継続

37 3 各種資料・データ https://www.kosen-k.go.jp/about/document/ 移行しない

38 4 研究データ資料 https://www.kosen-k.go.jp/about/document/hj_2-24kenkyu.html 継続

39 4 就職・進学データ資料 https://www.kosen-k.go.jp/about/document/outline4.html 継続

40 4 機構資料 https://www.kosen-k.go.jp/about/document/outline5.html 移行しない

41 3 情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/ 継続

42 4 国立高専施設整備の中期的施設計画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/plan/ 継続

43 5 国立高専機構施設整備５か年計画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/plan/disclosure/ 継続

44 4 就業規則等 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure12.html 移行しない

45 4 PPP/PFI手法導入優先的検討方針画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure13.html 継続

46 4 附帯決議等を踏まえた総務省通知に基づく情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure2.html 継続

47 4 研究不正に対する取組 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/kenkyuufusei.html 継続

48 4 利益相反 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/riekisohan.html 継続

49 4 その他施設等に係る情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure11.html 継続

50 4 情報セキュリティポリシー https://www.kosen-k.go.jp/about/release/securitypolicy.html 移行しない

51 3 高専機構へのアクセス https://www.kosen-k.go.jp/about/access/ 継続

52 3 高専職員のページ https://www.kosen-k.go.jp/about/staff/ 移行しない

53 4 高専職員のページ https://www.kosen-k.go.jp/about/staff/joho_kosen_shokuin.html 移行しない

54 4 職員関連ほか情報 https://www.kosen-k.go.jp/about/staff/shokuin.html 移行しない

55 4 「ＫＯＳＥＮ健康相談室」 https://www.kosen-k.go.jp/about/staff/kenkou.html 継続

56 3 広報誌(高専概要) https://www.kosen-k.go.jp/company/public/joho_kouhou.html 継続

57 2 全国の国立高専 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/ 継続

58 3 高専制度の特色 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/ 移行しない

59 4 国立高等専門学校の学校制度上の特色 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/hj_1-12tokushoku.html 継続

60 4 高専教育の特色 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/hj_1-13kyoiku_jabee.html 継続

61 4 国立高専機構の沿革 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/hj_1-11kosen_enkaku.html 継続

62 4 高等専門学校で学ぶ一般科目と専門科目 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/hj_1-14kamoku.html 継続

63 4 専攻科 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/feature/hj_1-16senkoka.html 継続

64 3 全国の高専 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/allkosen/ 継続

65 4 全国の国立高専 https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/allkosen/all_kosen_linkmap.html 継続

66 4 高専情報ポータル https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/allkosen/info.html 継続 51高専の一覧表 各校が更新

67 2 高専入学希望の方へ https://www.kosen-k.go.jp/exam/ 継続

68 3 入試情報 https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/ 継続

69 4 入試過去問 https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/kosen_navi.html 継続

70 4 入学者選抜学力検査における解答方法について https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/marksheet.html 継続

71 4 入試情報第３学年編入学試験（外国人対象） https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/hennyugaku.html 継続

72 5 編入学試験資料PDFダウンロード https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/hennyugaku3.html 継続

73 5 第３学年編入学試験(外国人対象)　－制度の概要－ https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/hennyugaku1.html 継続

74 5 第３学年編入学試験(外国人対象)　－入試日程および募集人員－ https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/hennyugaku4.html 継続

75 5 第３学年編入学試験(外国人対象)　－過去の入試結果－ https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/hennyugaku5.html 継続

76 4 ２次募集（後期日程） https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/second_round.html 継続

77 4 最寄り地等受験制度 https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/moyori.html 継続

78 4 入試における合理的配慮 https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/gouritekihairyo.html 継続

79 4 WEB出願 https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/online_application.html 継続

80 3 イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/ 移行しない

81 4 イベントカレンダー［2018年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar.html 移行しない

82 4 イベントカレンダー［2017年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2017.html 移行しない

83 4 イベントカレンダー［2016年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2016.html 移行しない

84 4 イベントカレンダー［2015年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2015.html 移行しない

85 4 イベントカレンダー［2014年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2014.html 移行しない

86 4 高専イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/hj_1-22event.html 継続

87 4 国公私立高専合同説明会 https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kosenfair.html 継続

88 5 国公私立高専合同説明会の体験コーナーについて紹介します！ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kosenfair_taiken.html 継続

89 4 国公私立高専合同説明会2018 https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kosenfair2018.html 継続

90 4 KOSEN WINTER FAIR2021（国立高専説明会） https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kwf2021/ 継続

91 5 【オンライン会場】KOSEN WINTER FAIR2021（国立高専説明会） https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kwf2021/online.html 継続

92 4 KOSENFES（国公私立高専合同説明会）2022 https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/kosenfes2022.html 継続

93 3 受け入れの状況 https://www.kosen-k.go.jp/exam/receiving/ 移行しない

94 3 高専生の生活 https://www.kosen-k.go.jp/exam/life/ 継続

95 3 就職・進学データ資料 https://www.kosen-k.go.jp/about/document/outline4.html 継続

96 2 在校生・保護者の方へ https://www.kosen-k.go.jp/student/ 移行しない

97 3 学生支援 https://www.kosen-k.go.jp/student/support/ 継続

98 4 経済的支援 https://www.kosen-k.go.jp/student/support/hj_1-23shien.html 継続

99 4 国立高専機構の奨学金 https://www.kosen-k.go.jp/student/support/main_shogakukin.html 継続

100 4 いじめ防止等対策について https://www.kosen-k.go.jp/student/support/bullying_measures.html 継続

101 3 就職・進学データ資料 https://www.kosen-k.go.jp/about/document/outline4.html 継続

102 3 イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/ 移行しない
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103 4 イベントカレンダー［2018年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar.html 移行しない

104 4 イベントカレンダー［2017年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2017.html 移行しない

105 4 イベントカレンダー［2016年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2016.html 移行しない

106 4 イベントカレンダー［2015年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2015.html 移行しない

107 4 イベントカレンダー［2014年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2014.html 移行しない

108 4 高専イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/hj_1-22event.html 継続

109 4 高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ 継続

110 5 実施報告 ２０１１全国高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2011tokyo.html 継続

111 5 実施報告 ２０１２高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2012kansai.html 継続

112 5 実施報告 ２０１２全国高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2012tokyo.html 継続

113 5 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2013kansai.html 継続

114 5 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関東信越 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2013kantoshinetsu.html 継続

115 5 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ四国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2013shikoku.html 継続

116 5 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ中国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2014chugoku.html 継続

117 5 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ北海道 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2014hokkaido.html 継続

118 5 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2014kansai.html 継続

119 5 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ東海北陸 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2014tokaihokuriku.html 継続

120 5 実施報告 ２０１５高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2015kansai.html 継続

121 5 実施報告 ２０１５高専女子フォーラムｉｎ九州 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2015kyushu.html 継続

122 5 実施報告 ２０１５高専女子フォーラムｉｎ東北 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2015tohoku.html 継続

123 5 実施報告 ２０１６高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2016kansai.html 継続

124 5 実施報告 2017年度高専女子フォーラムｉｎ北海道・東北 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2017hokkaido.html 継続

125 5 実施報告 ２０１７高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/2017kansai.html 継続

126 5 高専女子フォーラム過去一覧 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/jyoshi_forum_links.html 継続

127 6 ２０１５高専女子フォーラム/発表申し込み（企業様） https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/company.html 移行しない

128 6 ２０１５高専女子フォーラム/参加申し込み　お問い合わせ https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/contact.html 移行しない

129 6 実施報告 ２０１１全国高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2011tokyo.html 継続

130 6 実施報告 ２０１２高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2012kansai.html 継続

131 6 実施報告 ２０１２全国高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2012tokyo.html 継続

132 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2013kansai.html 継続

133 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関東信越 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2013kantoshinetsu.html 継続

134 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ四国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2013shikoku.html 継続

135 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ中国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2014chugoku.html 継続

136 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ北海道 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2014hokkaido.html 継続

137 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2014kansai.html 継続

138 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ東海北陸 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/k2014tokaihokuriku.html 継続

139 6 ２０１５高専女子フォーラム/過去のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kako.html 移行しない

140 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/発表申し込み（企業様） https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kcompany.html 移行しない

141 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/参加申し込み　お問い合わせ https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kcontact.html 移行しない

142 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kindex.html 移行しない

143 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/概要 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kinfo.html 移行しない

144 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/過去のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kkako.html 移行しない

145 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/今後のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kkongo.html 移行しない

146 6 ２０１５高専女子フォーラム/今後のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kongo.html 移行しない

147 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/プログラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kprogram.html 移行しない

148 6 ２０１５高専女子フォーラムin関西/主催・後援 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ksponsor.html 移行しない

149 6 実施報告 ２０１１全国高専女子フォーラムin九州 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2011tokyo.html 継続

150 6 実施報告 ２０１２高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2012kansai.html 継続

151 6 実施報告 ２０１２全国高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2012tokyo.html 継続

152 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2013kansai.html 継続

153 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ関東信越 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2013kantoshinetsu.html 継続

154 6 実施報告 ２０１３高専女子フォーラムｉｎ四国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2013shikoku.html 継続

155 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ中国 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2014chugoku.html 継続

156 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ北海道 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2014hokkaido.html 継続

157 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2014kansai.html 継続

158 6 実施報告 ２０１４高専女子フォーラムｉｎ東海北陸 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2014tokaihokuriku.html 継続

159 6 実施報告 ２０１５高専女子フォーラムｉｎ関西 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2015kansai.html 継続

160 6 実施報告 ２０１５高専女子フォーラムｉｎ東北 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/ky2015tohoku.html 継続

161 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/バス送迎 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kyaccess.html 移行しない

162 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/発表申し込み（企業様） https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kycompany.html 移行しない

163 6 ２０１５高専女子フォーラム in 九州沖縄/参加申し込み　お問い合わせ https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kycontact.html 移行しない

164 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kyindex.html 移行しない

165 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/概要 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kyinfo.html 移行しない

166 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/過去のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kykako.html 移行しない

167 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/今後のフォーラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kykongo.html 移行しない

168 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/プログラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kyprogram.html 移行しない

169 6 ２０１５高専女子フォーラムin九州沖縄/主催・協賛・後援 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/kysponsor.html 移行しない

170 6 ２０１５高専女子フォーラム/プログラム https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/program.html 移行しない

171 6 ２０１５高専女子フォーラム/主催・後援 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/sponsor.html 移行しない

172 6 ２０１５高専女子フォーラムin東北 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/tindex.html 移行しない

173 6 ２０１５高専女子フォーラム/概要 https://www.kosen-k.go.jp/student/jyoshi_forum/info.html 移行しない

174 2 卒業生の方へ https://www.kosen-k.go.jp/graduate/ 継続

175 3 ご支援へのご案内 https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/ 継続

176 4 独立行政法人国立高等専門学校機構留学生支援基金 https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/hj_r-kikin.html 継続

177 4 寄附者のご芳名　（電子銘板） https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/hj_kifu_meiban.html 継続

178 3 同窓会 https://www.kosen-k.go.jp/graduate/dosokai/ 継続

179 2 企業・一般の方へ https://www.kosen-k.go.jp/company/ 継続

180 3 工事・調達情報 https://www.kosen-k.go.jp/company/procurement.html 継続

181 4 工事情報/設計・コンサルティング業務等情報 https://www.kosen-k.go.jp/company/construction4.html 継続

182 4 工事情報（発注の見通し） https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/ 継続

183 5 契約公表一覧 https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/contract.html 継続

184 5 独立行政法人の契約に係る情報の公表 https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/keiyakukouhyou.html 継続

185 5 「競争性のない随意契約」に係る契約情報の公表について https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/no-competitiveness.html 継続

186 5 公共調達に関する問合せの総合的な窓口について https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/supply-inquiry.html 継続

187 5 お取引業者様からの誓約書の提出について https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/seiyakusyo.html 継続

188 5 入札公告（過年度分） https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/procurement-past.html 継続

189 5 公募（過年度分） https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/solicitation-past.html 継続

190 5 企画公募（過年度分） https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/kanendokikaku.html 継続

191 5 随契事前確認公募（過年度分） https://www.kosen-k.go.jp/company/construction/kanendozuikei.html 継続

192 3 採用情報 https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/ 移行しない

193 4 機構本部事務局職員採用について https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/recruitsenkou.html 継続

194 4 教員公募 https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/joho_kobo.html 継続 51高専の一覧表 各校が更新

195 4 教員公募（女性限定，女性優先の公募） https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/joho_kobo_josei.html 移行しない

196 4 国立大学法人等職員採用試験によらない職員採用 https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/joho_uncomexam.html 継続

197 4 職員採用 https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/comexam.html 継続

198 4 教職員採用 https://www.kosen-k.go.jp/company/recruit/careers.html 継続

199 3 イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/ 移行しない

200 4 イベントカレンダー［2018年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar.html 移行しない

201 4 イベントカレンダー［2017年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2017.html 移行しない

202 4 イベントカレンダー［2016年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2016.html 移行しない

203 4 イベントカレンダー［2015年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2015.html 移行しない

204 4 イベントカレンダー［2014年度］ https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/event_calendar2014.html 移行しない

205 4 高専イベント https://www.kosen-k.go.jp/exam/event/hj_1-22event.html 継続

206 3 産学連携事業 https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/ 継続

207 4 共同教育 https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/kyoiku_career.html 継続

208 4 公開講座、理科教室・科学教室 https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/kyoiku_rika.html 継続

209 4 地域共同テクノセンター https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/mono_gijutsushien.html 移行しない

210 4 インターンシップ https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/mono_internship.html 継続

211 5 海外インターンシッププログラム報告会 https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/tabid522.html 移行しない

212 4 寄附講座・寄附研究部門 https://www.kosen-k.go.jp/company/intern_report/mono_sangaku_kyodo.html 継続
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213 3 情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/ 継続

214 4 国立高専施設整備の中期的施設計画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/plan/ 継続

215 5 国立高専機構施設整備５か年計画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/plan/disclosure/ 継続

216 4 その他施設等に係る情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure11.html 継続

217 4 就業規則等 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure12.html 移行しない

218 4 PPP/PFI手法導入優先的検討方針画 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure13.html 継続

219 4 附帯決議等を踏まえた総務省通知に基づく情報公開 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/disclosure2.html 継続

220 4 研究不正に対する取組 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/kenkyuufusei.html 継続

221 4 利益相反 https://www.kosen-k.go.jp/about/release/riekisohan.html 継続

222 4 情報セキュリティポリシー https://www.kosen-k.go.jp/about/release/securitypolicy.html 移行しない

223 3 広報 https://www.kosen-k.go.jp/company/public/ 継続

224 4 日経産業新聞・高専特集の掲載 https://www.kosen-k.go.jp/company/public/nikkei.html 継続

225 4 動画・映像 https://www.kosen-k.go.jp/company/public/joho_kouhou_movie.html 継続

226 4 広報誌 https://www.kosen-k.go.jp/company/public/joho_kouhou.html 継続

227 4 教育・広報関連情報 https://www.kosen-k.go.jp/company/public/kouhou.html 移行しない

228 3 ご支援へのご案内 https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/ 継続

229 4 独立行政法人国立高等専門学校機構留学生支援基金 https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/hj_r-kikin.html 継続

230 4 寄附者のご芳名　（電子銘板） https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/hj_kifu_meiban.html 継続

231 3 フォーラム・シンポジウム https://www.kosen-k.go.jp/company/event/joho_symposium.html 継続

232 2 寄附のご案内（ご支援へのご案内） https://www.kosen-k.go.jp/graduate/contribution/ 継続 178へのリンク

233 2 相談受付窓口 https://www.kosen-k.go.jp/consultation/ 継続

234 2 通報窓口 https://www.kosen-k.go.jp/report/ 継続

235 2 個人情報保護方針 https://www.kosen-k.go.jp/privacy/ 継続

236 2 Microsoft365利用に係る個人情報保護方針 https://www.kosen-k.go.jp/privacy_m365/ 継続

237 2 サイトマップ https://www.kosen-k.go.jp/sitemap/ 継続

238 2 お問い合わせ https://www.kosen-k.go.jp/information/ 継続

239 2 男女共同参画推進 https://www.kosen-k.go.jp/gender/ 継続

240 3 男女共同参画の取組 https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/ 継続

241 4 2012 2012 移行しない

242 5 10 10 移行しない

243 6 ニューズレター https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-10.html 移行しない

244 6 環境醸成等 https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-12.html 継続

245 6 男女共同参画推進体制 https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-4.html 継続

246 6 女子学生・女性教職員のための環境整備（施設整備） https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-5.html 継続

247 6 各高専の「男女共同参画の取組」 https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-7.html 継続

248 6 文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」の取組について https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-8.html 継続

249 6 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）～文部科学省科学技術人材育成費補助事業～ https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/10/post-13.html 継続

250 5 独立行政法人国立高等専門学校機構一般事業主行動計画 https://www.kosen-k.go.jp/gender/about/2012/post.html 継続

251 3 ダイバーシティ推進宣言 https://www.kosen-k.go.jp/gender/declare/ 継続

252 4 2019 2019 移行しない

253 5 6 6 移行しない

254 6 男女共同参画行動計画 https://www.kosen-k.go.jp/gender/declare/2019/06/post.html 継続

255 3 女子高専生、中学生向け情報 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/ 継続

256 4 2012 2012 移行しない

257 5 10 10 移行しない

258 6 高専女子フォーラム https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/2012/10/post.html 継続

259 6 KOSEN女子学生の活動紹介 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/2012/10/activity.html 継続

260 6 キラキラ高専ガール https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/2012/10/post-1.html 継続

261 6 イベント情報等 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/2012/10/post-2.html 継続

262 6 各高専からの『進路お役立ち情報』 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/2012/10/post-3.html 移行しない

263 4 高専GCON2022 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/gcon.html 継続

264 4 過去の高専GCON https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/gconarchive/ 継続

265 5 高専GCON2021 https://www.kosen-k.go.jp/gender/girl/gconarchive/2021.html 継続

266 3 各種情報 https://www.kosen-k.go.jp/gender/information/ 継続

267 3 関連サイト https://www.kosen-k.go.jp/gender/link/ 継続

268 3 理事長メッセージ https://www.kosen-k.go.jp/gender/message/ 継続

269 3 サイトマップ https://www.kosen-k.go.jp/gender/sitemap/ 継続

270 3 教員紹介・体験談 教員紹介・体験談 移行しない

271 4 2012 2012 移行しない

272 5 7 7 移行しない

273 6 仙台高等専門学校　知能エレクトロニクス工学科　教授　藤木なほみ https://www.kosen-k.go.jp/gender/teacher/2012/07/post.html 移行しない

274 6 沖縄工業高等専門学校　生物資源工学科　教授　平山 けい https://www.kosen-k.go.jp/gender/teacher/2012/07/post-10.html 移行しない

275 6 富山高等専門学校　電子情報工学科　教授　新開 純子 https://www.kosen-k.go.jp/gender/teacher/2012/07/post-9.html 移行しない
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276 3 ワーク・ライフ・バランス https://www.kosen-k.go.jp/gender/worklife/ 継続

277 4 2012 2012 移行しない

278 5 7 7 移行しない

279 6 ファミリー・サポート・センター事業のご案内 https://www.kosen-k.go.jp/gender/worklife/2012/07/post-2.html 継続

280 6 Q&A https://www.kosen-k.go.jp/gender/worklife/2012/07/qa.html 継続

281 4 2014 2014 移行しない

282 5 10 10 移行しない

283 6 同居支援 https://www.kosen-k.go.jp/gender/worklife/2014/10/post.html 継続

284 5 12 12 移行しない

285 6 ワーク・ライフ・バランスに配慮した休暇等制度 https://www.kosen-k.go.jp/gender/worklife/2014/12/105-105-814.html 継続

286 2 お知らせ https://www.kosen-k.go.jp/news/ 継続 51高専の一覧表 各校が更新

286
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  （資料３） 

 

トップページについて 

 

トップページについては、以下の項目を必須項目とし、ユーザインタフェースを意識して作

成すること。 

『キービジュアル』 

『メニュー』 

『Pick Up』 

『高専からのお知らせ』 

『機構本部からのお知らせ』 

 

〇キービジュアルについては以下のとおりとする。 

・一定期間で切り替わる構成とすること。 

・キービジュアルをクリックすると指定のページに飛ぶことができること 

 

〇メニューについては以下のとおりとする。 

・ページを下にスクロールしても、常時上部に表示すること 

・メニューバーをクリックするとプルダウンメニューが表示され、指定のページに飛ぶこと

ができること 

 

〇トップページに掲載する『Pick Up』については以下のとおりとする。 

・『Pick Up』は機構が更新できる CMSとすること 

・タイトル、画像、URLが入力できるようにすること 

・最大４件まで掲載できるようにすること 

・『Pick Up』は CMSに登録された順番に表示をすること 

 

〇トップページに掲載する『高専からのお知らせ』については以下のとおりとする。 

・各高専の担当者が更新できるよう CMSとすること。 

・『高専からのお知らせ』はタイトル、画像、URLが入力できるようにすること。 

・『高専からのお知らせ』は CMSに登録された順番に表示をすること 

 

〇トップページに掲載する『機構本部お知らせ』については以下のとおりとする。 

・機構担当者が更新できる CMSとすること 

・『機構本部からのお知らせ』はタイトル、URLが入力できるようにすること 

・『高専からのお知らせ』は CMSに登録された順番に表示をすること 
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現行のサイト情報  

 

独立行政法人国立高等専門学校機構 Webサイト 

 https://www.kosen-k.go.jp/ 

 

（１）更新頻度 

①ニュース＆トピックスは毎日更新する可能性がある。 

②その他は１回／月～１回／年で更新頻度は高くない。 

 

（２）アクセスビュー数 

①２０２１年の機構の総ページビュー数は 1,969,329PVであり、月平均で 166,110PV 

の閲覧数がある。 

② 入試の関係から、２月第２日曜日、第４日曜日のうち、16 時 00 分の前後 10 分間  

で最大累計 5,000PV のアクセスがある。この２日間は入試の都合により前後する可

能性がある。 

令和３年度のアクセスビュー事例(Google Analyticsからの実数)は以下の通り。 

 

令和４年２月１３日 

 

  

https://www.kosen-k.go.jp/
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令和４年２月２７日 

 

 

 


