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別添 2 

仕 様 書 

 

１ 業務の目的 

 (1) 法的リスク管理を行う上で必要な法律知識の習得を図るとともに、弁護士相談や社

内検討等の際の法的な論点整理能力、契約書審査における法的課題に対する指摘・助

言等の能力を備えた法務担当者の育成と法務実務能力の向上を図るため、法務実務研

修を実施する。 

(2) 集合研修、自主学習等を行った上で、効果測定として「ＵＲ法務実務試験」を実施

し、法律知識の定着を図る。 

 

２ 業務実施概要 

  事業者は、次に掲げる業務を実施する。 

 (1) 研修テキストの作成 

   イ 平成 28 年４月１日時点で施行されている次に表示する適用法令等（以下「法令

等」という。）及び判例にあわせて研修テキスト（以下「テキスト」という。）を作

成する。なお、それぞれの法令等は次に表示する各資格の難易度及び昨年度使用テ

キスト（Ａ４判、文字の大きさは 10.5 ポイント）におけるページ数を参考に作成す

るものとする。 

  【テキストで解説すべき法令とその難易度の表示】 

項番 法令名称 参考とすべき資格 昨年度使用テキスト

におけるページ数 

１ 一般法学 法学検定（スタンダードコース） ８ページ 

２ 民法 法学検定（スタンダードコース） 

ビジネス実務法務検定２級 
143 ページ 

３ 商法 法学検定（スタンダードコース） 20 ページ 

４ 会社法 ビジネス実務法務検定２級 36 ページ 

５ 民事訴訟法 法学検定（スタンダードコース） 

ビジネス実務法務検定２級 
19 ページ 

６ 民事執行法 該当する資格はないが、民事訴訟法の難

易度を勘案して同程度の難易度となる

よう作成する。 

11 ページ 

７ 民事保全法 該当する資格はないが、民事訴訟法の難

易度を勘案して同程度の難易度となる

よう作成する。 

５ページ 
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８ 破産法 ビジネス実務法務検定２級 ９ページ 

９ 会社更生法 ビジネス実務法務検定２級 ７ページ 

10 民事再生法 ビジネス実務法務検定２級 10 ページ 

11 借地借家法 宅地建物取引士試験 20 ページ 

   ※編集に当たっては、記載内容の加筆修正等の指示をする場合がある。 

ロ 上記イにより作成したテキストを、次に表示する仕様により 70 部を上限として

別途指示する部数を印刷し、原則として７月に実施する第１回集合研修実施日の 10

日前までに納品するものとする。なお、著作権については機構に移転しない。 

【テキストの仕様の表示】 

 Ｂ５版 簡易製本 おおむね 400 頁を超える場合は分冊とする。 

 (2) Web 講義の実施 

   イ  テキストを用いて、２(1)に表示した法令等のうち、項番３から 10 までの法令（以

下「諸法」という。）に係る講義を次の仕様により Web 講義にて実施する。 

     a 学習機能 

      講師が行う講義をストリーミング配信し、受講者（約 60 名）が私物のパソコン、

タブレット端末又はスマートフォン（以下「ＰＣ等」という。）で視聴して受講で

きるようにすること。 

     ・一般的なＤＶＤプレイヤー等と同程度の操作感で容易に視聴できるよう配慮す

ること。 

・契約期間中受講者が繰り返し視聴できるようにすること。 

・受講者が自らの受講状況を随時確認できるようにすること。 

・受講者が選択したチャプター等から視聴を始めることができる機能を有するこ

と。 

・受講者が講義の途中で視聴を停止した場合でも、次に視聴する際に当該箇所か

ら開始できる機能を有すること。 

・講座１回当たり１～２時間程度の内容とし、全講座の受講時間の合計が８時間

以上となるようにすること。 

・受講者は私物のＰＣ等で視聴することから、一般的なＰＣ等で起動することが

できるシステム構成とすること。 

     b 学習支援機能 

 受講者が円滑に学習を進め、終了するよう適宜受講者に必要な情報の提供、支

援及び管理を行うこと。 

     ・学習ガイダンスの提供 

・受講者へのＩＤ・パスワードの送付（電子メールにより行うこと。） 

・メール配信（受講開始案内、受講促進、受講期限案内等） 

・メール等による学習内容及び Web 講義の操作方法に関する問合せへの対応 
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     c 管理者機能 

      管理者が、受講者及び受講者全体の学習進捗状況・結果を把握できる機能を提

供すること。 

     ・管理者が随時受講者の進捗状況について把握できるものとし、当該状況につい

てＣＳＶ形式等の加工のしやすい形式でデータ出力できるものとすること。 

     ・管理者が受講者の受講状況について、当機構の各本部、支社等ごとに確認でき

るものとすること。 

     ・全講座終了後、受講者アンケートを行い、その結果を集計し、分析した上で提

供すること。 

   ロ 納期 

Web 講義は、平成 28 年７月１日までに配信すること。順次配信する場合は、平

成 28 年７月１日までに少なくとも第１回の講義を配信し、平成 28 年９月 30 日ま

でに全ての講義を配信すること。この場合において、配信スケジュールが一定の間

隔となるよう努めること。 

   ハ その他 

    ・事業者は当仕様書記載の内容を備えつつ、さらに有効と考えられる機能を提供

できる場合は、それを提案することができる。 

     ・PC 等を保有しない受講者のため、講義を収録したＤＶＤ10 組を併せて作成し、

機構に貸与すること。 

       （例）補助教材がある、板書等をＰＤＦ形式でダウンロードできる機能がある等。 

 (3) Ｅラーニングによる問題演習の実施 

    法令等のうち、一般法学を除いたものについて、ＰＣでＥラーニングの方法により

問題演習ができるコンテンツを提供すること。 

 イ Ｅラーニングの内容 

 a 問題等の内容 

   次の２通りのコンテンツを作成し、提供すること。なお、問題作成に当たっては、

当機構職員と十分に協議の上、作成すること。 

  ・Web 講義の確認問題 

   Web 講義のチャプター等ごとに、当該チャプターにおける基礎的な知識を確認

するための１問１答形式の問題（各チャプター当たり 10 問～15 問程度）及び解

答・解説を提供する。 

  ・練習問題 

   次の区分に応じ、区分ごとに最低１回（１回当たり 30 問程度）の練習問題（５

肢選択式）及び解答・解説を提供する。 
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   【練習問題の区分の表示】 

区分 対象法令等 

１ 民法（総則・物権総論・物権各論） 

２ 民法（債権総則・債権各論（借地借家法を含む。）・家族法） 

３ 諸法 

４ 区分１～３の全て 

 

    b 学習機能 

     受講者（約 60 名）が学習するための E ラーニングによる問題演習を実施できる

ようにすること。 

・契約期間中受講者が繰り返し問題演習をできるようにすること。 

・受講者が自らの受講状況を随時確認できるようにすること。 

・受講者が選択した個所から演習を始めることができる機能を有すること。 

・受講者が演習の途中で受講を停止した場合でも、次に受講する際に当該箇所か

ら開始できる機能を有すること。 

・受講者は私物のＰＣで演習を行うことから、一般的なＰＣで起動することがで

きるシステム構成とすること。 

     b 学習支援機能 

 受講者が円滑に学習を進め、終了するよう適宜受講者に必要な情報の提供、支

援及び管理を行うこと。 

     ・学習ガイダンスの提供 

・受講者へのＩＤ・パスワードの送付（電子メールにより行うこと。） 

・メール配信（受講開始案内、受講促進、受講期限案内等） 

・メール等による学習内容及びＥラーニングの操作方法に関する問合せへの対応 

     c 管理者機能 

      管理者が、受講者及び受講者全体の学習進捗状況・結果を把握できる機能を提

供すること。 

     ・管理者が随時受講者の進捗状況について把握できるものとし、当該状況につい

てＣＳＶ形式等の加工のしやすい形式でデータ出力できるものとすること。 

     ・管理者が受講者の受講状況について、当機構の各本部、支社等ごとに確認でき

るものとすること。 

     ・全講座終了後、受講者アンケートを行い、その結果を集計し、分析した上で提

供すること。 

   ロ その他 
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     ・事業者は当仕様書記載の内容を備えつつ、さらに有効と考えられる機能を提供

できる場合は、それを提案することができる。 

       （例）提供問題数を多くできる、補助教材がある、受講者管理システムによるメー

ル配信機能がある等。 

     ・Ｅラーニングによる問題演習のコンテンツを構成する問題及び解答・解説につ

いて、ＰＣを保有しない受講者のため、機構においてこれらを印刷し、配布する場合

がある。 (4) 集合研修の実施 

   次に表示するスケジュールに従い、講師を派遣して講義等を実施するものとする。 

     【集合研修スケジュール（予定）の表示】 

 実施時期 実施日 所要時間 受講者数 場所 

集合研修

① 
平成 28 年７月 

７月４日～６日 

（連続３日間） 
19.5 時間 

約 60 名 
横浜ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 15 階 

研修フロア研修室 集合研修

② 
平成 28 年 11 月 

機構が別に定める日 

（１日） 
6.5 時間 

  イ 講義内容 

   a 集合研修① 

         法令等のうち、民法及び借地借家法について講義等を実施する。 

     講義等の内容はテキストに従ったものとすることを基本とし、その具体的な内容

については機構と別途調整した上で決定するものとする。 

      b  集合研修② 

     ＵＲ法務実務試験に出題する記述式問題を意識した基礎的な事例演習、法務実務

に関する知識・技能に関すること及び法務担当者として必要となるリーガルマイン

ドの育成に資する内容とし、具体的な内容は事業者の提案を基に機構と別途調整し

た上で決定するものとする。 

    

 (5) 練習問題（記述式）の作成 

   次に表示するところに従い、法令等に係る記述式の問題及びその模範解答を作成し、

提供する。 

  【練習問題（記述式）の表示】   

 提出時期 難易度 備考 

練習問題① 
集合研修②実施日

の１か月前 

基礎的かつ比較的短

い記述式の問題 

集合研修②において講師に

よる解説を行うこと。 

練習問題② 
集合研修②実施日

の１週間前 

ＵＲ法務実務試験と

同程度の難易度の記

述式の問題 

解説資料（70 部）を作成し、

提出すること。 

 ※ 問題の内容については、事業者の提案を基に機構と別途調整した上で決定するもの
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とする。 

 ※ 練習問題②については、事業者が採点を行うこと（採点期間２週間程度）。 

 

 (6) 試験問題の作成等 

本業務の趣旨等を考慮した上で、過年度の「ＵＲ法務実務試験」を分析し、過年度

の出題内容との整合性を図りながら、下記①～⑥を作成（修正を含む。）するものとす

る。 

  イ 問題作成について 

下記①～⑤各 70 部を上限として別途指示する部数を印刷し、原則として試験実施

日の 10 日前までに、納品（データを含む。）するものとする。なお、著作権につい

ても当該納品時に機構に移転するものとする。 

①試験問題（択一式用・記述式用） 

②解答・解説（択一式用） 

③模範解答（記述式用） 

④マークシート用紙（択一式用） 

⑤答案用紙（記述式用） 

⑥採点基準（※機構と別途協議した上で確定する。） 

≪ＵＲ法務実務試験の概要≫ 

    実施日 

・平成 28 年 12 月（予定）のうち、機構が別に定める日 

〇試験概要 

・択一式試験（110 分間） 出題数 30 問（5 肢択一） 配点 60 点 

・記述式試験（120 分間） 出題数 大問 2～3 問   配点 40 点 

〇試験範囲 

a 平成 28 年 4 月 1 日において施行されている次に掲げる法律（関連法令を含

む。）に関する知識（テキストに記載のある知識を活用して解答できる難易度

とする。） 

・民法、借地借家法 

・商法、会社法 

・民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、破産法、会社更生法、民事再生法 

b 上記 a のほか記述式問題の解答に当たって必要となる消費者契約法、不動産

登記法、建物の区分所有等に関する法律、宅地建物取引業法、建築基準法、

都市計画法又は住宅の品確確保の促進等に関する法に関連した知識 

c 契約書作成時のリーガルチェックに必要となる知識及び能力 

ロ 試験解説ＤＶＤの作成 

 ＵＲ法務実務試験に対する解説講義を収録したＤＶＤ（５枚）を作成し、原則と
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して試験実施日の 10 日前までに、納品するものとする。なお、ＤⅤＤの利用につい

ては、本研修の受講者による閲覧に限るものとする。 

ハ 採点・結果分析等 

択一式試験及び記述式試験の答案について採点（複数名による採点）を行い、試

験結果に対する分析等を行うものとする。なお、記述式試験の採点に当たっては、

イ⑥の採点基準に基づいて行うものとする。 

成績結果通知のための個別成績表を作成し、平成 29 年 1 月の機構が別に定める日

までに、機構に提出するものとする。 

 

(7) その他助言業務 

本研修の目的を達成するため、適宜、必要な提案、助言等を行うものとする。 

 

３ 業務遂行上の留意点 

(1)  当機構の業務に支障を来たすことがないように十分配慮すること。 

(2)  誠実な態度をもって受講者に対して研修を行うこと。 

(3)  本業務が終了するまでの間、集合研修及び Web 講義による講義並びにＥラーニング

及び練習問題（記述式）による問題演習の解答・解説に関し、受講者からの質問等に

対応するための常設の窓口（電子メールによるもの）を設けること。 

(4)  本業務は、この仕様書に定めるほか、機構の担当者と十分協議しながら実施するこ

と。 

(5)  本業務を実施するために機構から提供を受けた重要な情報、個人情報（資料、電子

データ等を含むがこれらに限らない。以下「重要な情報等」という。）の取扱いを適

正に行うこと。また、重要な情報等を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはな

らない。なお、業務が終了した後も同様とする。 

(6)  集合研修の講義内容については、当研修の記録保存のため録画等を行うことがある。 

(7)  本業務に係る成果物等については、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号））に適合したものとすること。 

 

４ その他 

(1)  機構は、集合研修における講義のために要する、以下の設備等を受注者に無償で使

用させるものとする。 

  ①研修室 

  ②パソコン 

  ③プロジェクター 

  ④ホワイトボード等 

(2)  上記以外で必要な備品・消耗品等は、原則として受注者の負担で用意すること。 
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以 上   

 


