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第１章 調達件名 

 ウェルフェア情報サイト CMS 等運用保守等業務 

  

第２章 作業の概要 

２．１ 業務の形態 

（１）運用・保守・技術的・専門的な支援・助言及び小規模開発・修正 

 

２．２ 背景と目的 

 全国的に少子高齢化が進み、当面大都市圏を中心に高齢者人口がさらに増加していくこ

とが予想され、国策である“地域包括ケアシステム”の構築を推進していくことが求められ

ているところ。 

住まいを提供する独立行政法人都市再生機構（以下、当機構）では、地域包括ケアシステ

ムの実現に資するべく、地域の関係者の方々と連携・協力しながら、豊かな屋外空間を備え、

多くの方々が住まう団地を“地域の資源”として活用し、地域に必要な住宅・施設・サービ

スの整備を推進する施策である「地域医療福祉拠点化の取組み」を推進させ、ＵＲ賃貸住宅

団地を含む地域一体で、”多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まち”《ミクス

トコミュニティ》の実現を目指している。 

本業務においては、当機構が進める地域医療福祉拠点化の取組背景や取組内容を正確に

理解した上で、更に地方公共団体等の地域関係者や民間事業者等と連携を強化するため、訴

求力効果の高い情報発信を行うことを目的とする。 

 

第３章 履行期間 

 本業務の履行期間は下記の通りとする。 

履行期間 契約締結日の翌日から令和２年６月 30日 

 

第４章 業務の概要 

４．１ 主な業務項目 

（１）既存コンポーネントを利用した新規コンテンツの作成業務 

（２）既存コンポーネントを利用した既存コンテンツの修正業務 

（３）アクセシビリティへの対応・改善業務 

（４）操作・運用マニュアルの提供 

（５）会議体の運営・維持業務 

（６）対象ページに対する保守・運用支援及び問い合わせ業務 

（操作説明会 1回を含む） 

※コンテンツ作成に必要なサイトデータの支給は当機構が実施することとする。 
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４．２ 対象となるサイト 

（１）CMS 管理化でのサイト作成 

https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/welfare/ 

（２）CMS 非管理化サイトの CMS への移行（※） 

   https://www.ur-net.go.jp/welfare/community/ 

   ※WEBInformation のアカウント払い出しのため、グローバル IP アドレスの取得必須 

 原則、上記 URL 配下の全てのコンテンツを本業務の対象とする。コンテンツは、PC・スマ

ートフォンに最適化したものとする。 

 

４．３ 現在の業務とシステム環境の概要 

現在の業務及びシステム環境の概要は次の通り。 

（１）コンテンツ 

 Web サイトのコンテンツは当機構職員が更新している。PC やタブレット端末のほか、スマ

ートフォンに最適化されている。１度の入力で PC用、スマートフォン用それぞれに最適化

されたページが生成され、Web サーバに配信される。 

（２）デザイン・CMS テンプレート 

 デザイン・CMS テンプレートは構築済でありテンプレート数は現時点で約 73ある。 

（３）CMS ソフトウェア 

 CMS ソフトウェアは Web Release２を利用している。デザイン・CMS テンプレート同様、

現在のサイト運用フローを継続するため、CMS ソフトウェアは Web Release２を継続利用す

る方針である。 

（４）対象範囲 

対象サイト 

 サイト名 URL ペ ー ジ

数概算 

1. UR 都市機構 

ウェルフェア情報サイ

ト（CMS 管理） 

ミクストコミュニティ 

（CMS 非管理） 

https://www.ur-

net.go.jp/chintai_portal/welfare/ 

 

https://www.ur-

net.go.jp/welfare/community/ 

HTML150 

PDF100 

 

HTML10 

2. 新規コンテンツ ・UR 支社等、取り組みページ 

（既存記事のリンク含む ※1） 

※新規コンテンツはウェルウェア情報サイト内に

登録することとする。 

約 10 ペ

ー ジ を

想定（※

2） 

※1 https://www.ur-net.go.jp/news/2019.html に掲載されているウェルフェア事業に係

る記事（2018 年度からの記事 200 件程度） 
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※2スクロールして見られる範囲を１ページとしてカウント 

フォーム等プログラム 

1.  プログラム 無し 

 

上記対象すべて CMS で管理・制御できるよう実装すること。 

 

４．４ 作業内容・納入成果物 

（１）作業内容 

 本調達は、下記のスケジュールに基づき、本調達に関し要求分析確認、基本設計、詳細設

計、テスト、データ移行、受入テスト支援等の調達支援を行い、本調達に係わる一切の業務

を令和２年６月 30日まで行うこと。 

 

スケジュール（想定） 

ページ作成要件定義 契約締結日の翌日から３週間以内 

ページ作成完了 令和２年３月中旬 

操作マニュアル作成 令和２年４月末 

操作説明会 令和２年５月中旬 

本調達に係わる一切の業務 契約日から令和２年６月 30 日 

（２）プロジェクト計画書・管理要領の作成 

 本業務実施にあたり、政策目的・目標、範囲、体制、全体スケジュール等を取りまとめて

計画的に遂行するためのプロジェクト計画書を作成するとともに、その計画管理のための

要領としてプロジェクト管理要領を作成すること。 

 プロジェクト計画書等は、プロジェクトの適切な管理に資するよう、その規模と性格に応

じた内容をもって策定するとともに、プロジェクトの進行等に合わせて段階的に詳細化し、

適時内容の改定を行うこと。 

（３）プロジェクト計画書等を作成する上での協議 

 各々の役割と責任分担、情報交換やスケジュール調整の方法、相互のシステム間における

改修等の内容の明確化等、課題管理方法、品質維持向上のためのチェック体制、成果物等、

連携に当たり必要な事項を整理し、プロジェクト計画書等に明記すること。なお、資料作成

にあたっては専門用語や業界用語の使用を避け、当機構職員が理解できるよう配慮するこ

と。これらの情報の共有については、当機構及び請負者間で共有できる Web ツールを利用す

ることとする。 

（４）業務実施体制 

 本業務の円滑な実施のため、プロジェクト計画書等に記載された体制・要員は本業務完了

時まで確保することに努め、万一疾病等やむを得ない事情で要員の交代を希望する場合に

は、事前に書面にて申し出、当機構の承認を得なければならない。その際、後任者は前任者
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と同等以上の能力を有することとする。しかし、業務状況を鑑み、本業務の発注内容（要件）

を十分に満たすことが出来ないと当機構が判断した場合には、要員交代を指示する場合が

ある。 

（５）進捗管理 

 請負者は、本業務における進捗管理を行うこととする。請負者は、各作業の状況把握及び

スケジュール管理を行い、進捗状況を当機構へ定期的に報告すること。計画から遅れが生じ

た場合は、原因を調査し、要員の追加及び担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提

示し、当機構の承認を得た上で、それを実施しなければならない。 

（６）納入成果物及び期限 

ア）納入成果物一覧と期限 

 本調達の成果物の納入期限は、下表のとおりとする。納入成果物は書面・電子媒体とする。

書面での提出書類は、原則として A4 判とし、日本語で記載すること。部数は、正 1部及び

副 1 部とし、それぞれ電子媒体 1 部（書面の完成図書から容易に脱落しないような加工を

すること。）を併せて提出すること。原則として、媒体の種類は、CD-R とし、ファイル形式

は、当機構で採用している読み書き可能な形式（Word、Excel、PowerPoint、イラストレー

タなどの型式及び PDF とする。）に合わせること。これ以外の形式を利用する場合は、当機

構と相談すること。なお、専門用語には必ず説明を付すこと。 

 

納入成果物及び納入期限 

開発作業 成果物 内容説明 納入期限 

プロジェクト計画書 プロジェクト計画書 プロジェクト計画書 契約日から 3 週

間以内 

操作マニュアル 操作マニュアル 操作マニュアル 別途打ち合わせ 

業務・機能設計 

ユーザーインターフ

ェース設計 

画面設計 

基本設計書 要件定義 

業務フロー 

画面遷移図 

画面一覧 

画面機能設計 

別途打ち合わせ 

テスト テスト計画書 

テスト実施管理 

テスト作業 

テスト計画書 

テスト実施報告書 

別途打ち合わせ 

作業体制、プロジェ

クト管理及び会議等

の資料 

体制図 体制・担当者名簿 別途打ち合わせ 

管理表 プロジェクト進捗管理

表、文書管理、品質管

理、課題・問題管理、変

更管理及び構成管理等 

別途打ち合わせ 
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打ち合わせ議事録等 進捗報告、作業報告、臨

時・緊急報告等、議事

録、その他会議資料 

別途打ち合わせ 

  

イ）納入場所、納入条件 

 当機構 ウェルフェア総合戦略部 ウェルフェア研究室 

 なお、詳細については、別途当機構の指示に従うこと。 

ウ）検収方法 

 令和２年６月に成果物を確認する会議を開始し、全ての納品物を確認し、合格した場合に

検収をおこなう。検収の予定日は、６月とする。 

 

４．５ 会議体制要件 

（１）会議体制 

 会議等は、双方協議のうえ、1当機構が別途定める場所にて実施する。なお、会議体制は

下記の構成で対応できるようにすること。ただし、当機構が別途定める場合はこの限りでは

ない。 

 

 請負者に求める会議体制 

役割 人数 

プロジェクト管理担当責任者 1 名 

設計開発担当責任者 1 名以上 

（２）議事録 

 請負者は、議事録を作成し、会議終了後 3日以内に当機構に提出すること。なお、修正箇

所等については、当機構担当者と協議のうえ修正すること。 

（３）プロジェクト課題管理専用サイト 

 本業務用にプロジェクト課題管理専用サイトを立ち上げ、利用できるようにすること。な

お、利用料等は本業務の範囲内に含めること。 

 

第５章 本業務のシステム要件等 

５．１ コンテンツ更新業務、コンテンツ付随業務 

番号 要件 

1 コンテンツの更新は原則 CMS にて行う。（CMS 非管理サイトからのデータ移

行時には、Web サーバから直接ファイルをダウンロードする可能性あり。）

日々のコンテンツ更新は当機構職員にて実施する。ただし、ページ構成の

変更を伴う新規ページの登録や大量のページ修正といった日々のコンテン

ツ更新業務外の作業、および CMS の利用方法等についての支援・助言は請
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負者によって行うものとする。 

また、当機構からの求めに応じ、機構職員向けに CMS の利用方法に係る指

導（研修）等を 1回程度実施する。 

 

５．２ デザイン・CMS テンプレート 

番号 要件 

1 既存のテンプレートを使用し当機構が別途指定するページを作成する。 

2 意図している視覚的な表現が可能である場合は、当機構が別途指定する以外

は、画像化された文字ではなくテキストを用いること。 

3 原則、フレームは利用してはいけない。特に、外部サイトを埋め込むタイプの

インラインフレームは行わないこと。 

4 閲覧者が、要件定義にて定めた利用環境（パソコン機種・OS・ブラウザ・通信

回線等）に依存することなく、閲覧することが可能なホームページを維持す

ること。 

5 1 回のページ作成で PC・スマートフォン版のページを同時更新できるマルチ

デバイス対応とすること。また、PC 版とスマートフォン版のページは同一 URL

とすること。 

6 組織改正・人事異動にともなう設定変更等、当機構職員が安定して当機構ホ

ームページを運用できるような支援を行うこと。 

7 FLASH コンテンツを利用しないこと。 

8 コンテンツにおいて、当機構職員の指示に基づき、アクセシビリティ対応チ

ェックとその修正対応を適時実施すること。 

・アクセシビリティ方針 

機構の策定するアクセシビリティ方針を遵守すること。 

更に、基準等が更新され、新たに公開が必要となった情報は、必要となるデー

タを集め、分析し、速やかに公開すること。 

9 当機構の既存サイトポリシーを遵守すること。 

・個人情報保護方針 

・著作権、リンク 

・法的事項 

・技術について 

推奨ブラウザ、プラグイン、JavaScript、CSS、RSS、PDF などに関する、入手

方法、インストール方法、利用方法、取り扱い上の注意及び情報システムのセ

キュリティなどについて記述する。 

・SNS 等の運用指針 

・その他、公開が必要となる事項 
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５．３ CMS ソフトウェア 

番号 要件 

1 CMS ソフトウェアは現行と同様「Web Release2」を利用する。 

2 当機構の CMS 操作に関する問い合わせに対し支援を行うこと。 

3 アクセシビリティ対応の観点で、ページ入力されたテキストについて、必要

な事項（全角英数字の有無、半角カタカナの有無、機種依存文字の有無、全角

スペースの有無、ページタイトルの有無、日付曜日の省略表記の有無）をチェ

ックし、警告、置換する機能を利用すること。用語は請負者が準備すること。 

 

５．４ ミクストコミュニティの完全移行 

番号 要件 

1 ミクストコミュニティのコンテンツを、ウェルフェア情報サイトに完全移行

する。 

 

５．５ 新規コンテンツの作成・移行・運用支援 

番号 要件 

1 ミクストコミュニティの移行と同時に、当機構の支社職員による支社等取り

組みページを作成する。請負者は、職員向けに CMS 操作マニュアルを作成し、

CMS 操作指導を行い、新規ページの登録および運用を支援すること。 

 

 

第６章 本業務の履行における留意事項 

６．１ 実行体制 

（１）当機構体制 

 ウェルフェア総合戦略部長を総責任者とし、担当部署をウェルフェア研究室とする。 

（２）請負者体制 

 請負者は、本作業を履行できる体制案を提出し、当機構の了承を得ること。また、請負者

は、本作業の履行が確実に行われるよう、本作業の全期間に渡って、必要となるスキル、経

験を有した要員の確保を保証すること。 

ア）請負者側の体制（責任者・実施責任者を含む実行部隊） 

① プロジェクト管理担当責任者 

 進捗管理手法に精通し、経験を有すること。 

イ）連絡体制（請負者側の対応窓口） 

 当機構が請負者に対し、常時契約履行状況に関する確認を行える体制とすること。なお、

請負者は作業体制図を作成・提出すること。 
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６．２ 知的財産権の帰属等 

（１）本調達の作業により作成する成果物に関し、著作権法（昭和 45 年 5月 6 日法律第 48

号）第 21 条、第 23 条、第 26 条の 3、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含むすべての著

作権を当機構に譲渡し、当機構は独占的に使用するものとする。なお、請負者は当機構に対

し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。ま

た、請負者が本調達の納入成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる

場合、当機構と別途協議するものとする。 

（２）成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている時は、当機構が特に使用を指示

した場合を除き、請負者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行う

ものとする。なお、この時、請負者は当該著作権者の使用許諾条件につき、当機構の了承を

得るものとする。 

（３）本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、

当該紛争の原因が専ら当機構の責めに帰す場合を除き、請負者は自らの負担と責任におい

て一切を処理するものとする。なお、当機構は紛争等の事実を知った時は、速やかに請負者

に通知するものとする。 

（４）請負者は、パッケージソフトウェアを利用してシステムの設計・開発を行った場合に

おける当機構独自に開発した箇所についての知的財産権は、著作者人格権を除き、当機構に

移転するものとする。 

 

６．３ 機密保持 

（１）請負者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、当機構から取得した資料（電子媒

体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本

調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のア）ないしオ）のいずれか

に該当する情報は、除くものとする。 

ア) 当機構から取得した時点で、既に公知であるもの 

イ) 当機構から取得後、請負者の責によらず公知となったもの 

ウ) 法令等に基づき開示されるもの 

エ) 当機構から秘密でないと指定されたもの 

オ) 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に当機

構に協議の上、承認を得たもの 

（２）請負者は、当機構の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるい

は複製しないものとする。 

（３）請負者は、本調達に係る作業に関与した請負者の所属職員が異動した後においても、

機密が保持される措置を講じるものとする。 

（４）請負者は、本調達に係る検収後、請負者の事業所内部に保有されている本調達に係る
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当機構に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やか

に抹消すると共に、当機構から貸与されたものについては、検収後 1週間以内に当機構に返

却するものとする。 

 

６．４ 情報セキュリティに関する請負者の責任 

（１）情報セキュリティポリシーの遵守 

 請負者は、当機構のセキュリティポリシーに従って請負者組織全体のセキュリティを確

保すること。 

（２）情報セキュリティを確保するための体制の整備 

 請負者は、当機構のセキュリティポリシーに従い、請負者組織全体のセキュリティを確保

すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保する

ための体制を整備すること。 

 当機構以外で作業を行う場合も、当機構のセキュリティポリシーに従い、情報セキュリテ

ィを確保できる環境において行うこと。 

（３）請負者、受託作業実施場所、及び受託業務従事者に関する情報提供 

 請負者は、当機構からの求めがあった場合に、請負者の資本関係・役員等の情報、受託作

業の実施場所に関する情報、受託業務の従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資

格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を提供すること。 

（４）私物の使用禁止 

 請負者は、本調達に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物（関係者個人の所有

物等、請負者管理外のものを指す。以下、同じ。）コンピュータ及び私物記録媒体（ＵＳＢ

メモリ等）に当機構に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュ

ータにおいて実施することを禁止し、それを管理し求めに応じて管理簿を提出すること。 

（５）納品物に対するセキュリティチェックの実施 

 納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上

でその証左と共に納品すること。 

 

６．５ 瑕疵担保責任 

 検収後 1年間において、納入成果物に瑕疵があることが判明した場合には、請負者の責任

及び負担において補修を完了するものとする。 

 

６．６ 法令等の遵守 

（１）請負者は、民法（明治 29 年法律第 89 号）、刑法（明治 40 年法律第 45 号）、著作権

法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11年法律第 128 号）等の関係法規を遵

守すること。 

（２）請負者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号）及び請負者が定め
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た個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

 

第７章 その他、特記事項 

（１）本仕様書は、業務の大網を示すものであり、定めがない事項についても本仕様書に付

随する業務は誠意をもって実施すること。 

（２）本業務の実施にあたっては、当機構と十分な協議の上実施しなければならない。 

（３）本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、当機構と協議を行うこと。 


