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別添１ 

業 務 説 明 書 

 

１． 業務名称 

令和４年度ＤＸ・ＢＰＲ推進・支援業務 

 

２． 履行期間 

令和４年４月１日から令和５年 12月 31日まで 

 

３． 業務の目的 

（1） 背景 

当機構では、平成 28年度に顧客の立場に立ち情報技術（ＩＴ)を活用すること等によって業

務プロセスを根本的に再構築し経営の効率化を追求するＢＰＲ(Business Process Re-

Engineering)を行うこととし、この取組みを進める「ＢＰＲ推進プロジェクト」を当機構内に

立ち上げ、業務改善策の検討深化・実施を継続的に行い、テレワーク用ツール・インフラの整

備や電子決裁システムの導入を始めとする具体的な施策を講じてきたところである。 

他方、ＤＸ（Digital Transformation）が世の中の注目を集めることとなり、政府における

デジタル庁発足の動きや、住生活基本計画（全国計画）でＤＸが位置づけられたほか、不動産

業界や建設業界でも各種サービスの試行実施や商業化等の動きが見られている。 

当機構においてもＤＸ推進を加速するべく、第四期中期計画（令和元年度～５年度）におい

て、業務の電子化や職員の生産性向上等に資する職場環境の整備、急速なＡＩ・ＩｏＴ等の技

術革新やＢＩＭ（Building Information Modeling）・ＣＩＭ（Construction Information 

Modeling）推進への対応を掲げるとともに、「ＤＸ推進方針」の策定や個別施策の検討・実装

を進めているところである。 

（2） 本業務の目的 

上記（１）を踏まえ、当機構におけるＤＸやＢＰＲをさらに加速していくため、本業務にお

いて、専門的知見や世の中の動向把握、最新事例の収集等を通じ、下記４に記載する項目にか

かるＤＸ・ＢＰＲ推進室の業務支援を行うことを目的とする。 

 

４． 業務の範囲 

ＤＸ・ＢＰＲ推進室が行う以下の(1)及び(2)に関する業務 

（1）専門的知見やナレッジの提供等によるＤＸ及びＢＰＲの推進 

（2）個別施策の推進 

 

５． 業務内容 

(1) 専門的知見やナレッジの提供等によるＤＸ及びＢＰＲの推進 

①ＤＸ及びＢＰＲに関する人材育成（ＩＴ情報リテラシー向上に資するＤＸ人材研修並び

にＤＸ勉強会（計 10回程度）等の実施） 

②ＤＸ及びＢＰＲに資する国、民間企業の動向、新技術・施策に関する情報収集及び活用 

検討並びに社内説明用資料の作成 
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(2) 個別施策の推進 

① ＤＸ関連施策 

（イ）職員提案により、ＤＸ・ＢＰＲ推進室の支援対象となった提案部署が実施主体と

なる個別施策（20件程度）に関する情報提供、関係部署への提言 

（ロ）上記（イ）の内、当機構が自ら調達するツール・機器等に関する導入検討（セキ

ュリティ検証等）、導入支援（調達仕様書案の作成等）（10 件程度） 

② ＢＰＲ関連施策（各施策の詳細は、閲覧資料「第３回ＤＸ・ＢＰＲ推進委員会資料及

び付属資料」及び「ＢＰＲ個別施策に関する令和４年度及び令和５年度業務内容」を参

照。） 

下記に記載する個別施策に関する情報提供、導入検討（セキュリティ検証、実証実験

等）、導入支援（調達仕様書案の作成等）並びに施策実施に関する評価方法検討及び評

価支援 

（イ）令和３年度において検討中の施策５件（議事録作成、電子契約、お客様個人情報

電子化、名刺管理、ペーパレス会議システム）を予定する。 

（ロ）令和４年度以降に新たに検討を進める施策２件（法人文書電子化、公租公課支払

事務）を予定する。 

（ハ）ＲＰＡの効果的・効率的な導入に関する情報提供、具体策の検討 

    ③ 上記①（イ）並びに②（イ）（ロ）のいずれの施策も進捗状況、新たな施策対応により

予定件数は増減するものとする。また、実証実験に必要な製品（サービス）の調達に

必要となる費用は、本調達には含まないものとする。 

   ④ 各施策の実施に当たっては、別添の「１．当機構の情報セキュリティの概要」及び「2.

業務の主な流れ」を熟知し、最新版の政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解し

た上で、「3．業務を実施するにあたって参考とする文書等」を遵守し、システムの構

成や特性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保したうえでデジタル

化要望を実現できるようにすること。 

 

６． 業務実施に当たっての留意事項 

（1）当機構におけるＤＸ及びＢＰＲの位置付けや業務の進め方を十分理解し、それらを踏まえ

て業務を実施すること。（別添９「参考資料一覧」を参照。） 

（2）具体的な施策の提案に当たっては、関連する業務担当部署の理解を得られるよう工夫する

こと。 

（3）５（2）②に当たっては、前年度までの成果等をよく理解し、それらを踏まえて業務を実施

すること。なお、５（2）①及び②の進捗管理に関する定例会議を開催する際は、５（2）①と

②を分けて定期的に開催することとし、必要に応じて５（2）①及び②合同の会議を開催する

ものとする。 

   

７． 成果品 

（1）業務実施計画書 

契約締結後速やかに提出すること。 

（2）進捗管理表、課題管理表、スケジュール表、議事録 

随時提出すること。 
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（3）業務全体の中間報告書及び概要版 

当機構が指定する時期においてそれまでの成果を中間報告としてまとめる。 

記載する項目内容については、当機構と協議して決める。 

（4）施策ごとの実施報告書 

提出時期、記載する項目内容については、当機構と協議して決める。 

（5）業務全体の実施報告書及び概要版 

提出時期、記載する項目内容については、当機構と協議して決める。 

（6）留意点 

① 成果品は、全て日本語表記とすること。 

② プリントアウトしたものを５部及び電子データ（一式）を納品すること。 

③ プリントアウトしたものは、用紙の大きさをＡ４版とし余白下中央に頁を挿入して両

面印刷・長辺綴じとし、表紙と目次を付けること。必要に応じて分冊することも差し支

えない。 

④ 電子データは、Microsoft 365（同ソフトで編集可能な形式であれば可）と、PDF形式

の両方を作成し、DVD-Rに保存したものを納品すること。必要に応じて複数枚に分けて

作成することも差し支えない。 

⑤ 成果品は、当機構が指定する場所に納入すること。 

 

８． その他 

（1）本業務は、契約書及びこの業務説明書に定めるほか、当機構と十分協議しながら本業務を

実施すること。 

（2）本業務の契約締結と同時に当機構と受注者は、本業務に係る個人情報等の保護に関する特

約を取り交わすものとする。 

（3）本業務を実施するために必要な資料・データ等のうち当機構が保有しかつ一般に公開され

ていないもの（以下「機構保有資料等」という。）について、受注者の総括責任者が業務遂行

のために必要と認めたときは、受注者は総括責任者名義の書面により貸し出しを請求し、当

機構の承諾を得た上で機構保有資料等の貸し出しを受けることができる。貸し出しを受けた

機構保有資料等については、本業務に係る個人情報等の保護に関する特約条項に従うととも

に、紛失、毀損、盗難等のないよう細心の注意を持って厳重に管理し、使用目的を達成の後、

速やかに当機構に返却すること。 

（4）本業務により作成された一切について著作権が生じるときは、その権利は全て当機構に帰

属するものとする。 

（5）本業務に係る成果品等の作成に当たっては、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）に適合した物品を使用すること。 

（6）本業務の実施に当たっては、法令、条例等の関係諸法規を厳守するとともに、社会倫理及

び信義則にのっとり良識ある行動を心がけ、当機構に損害を与えないよう配慮すること。 

（7）本業務の一部を受注者以外の者に請け負わせ、又は委任する場合については、以下のとお

りとする。 

① あらかじめ書面にて承諾願を当機構に提出し、当機構の承諾を得なければならない。 

② 書面には相手方との契約を明確にしておくとともに、その相手方に対し、業務の適正
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な履行を求めること。 

③ 他の者に請け負わせ、又は委任した業務に係る契約書、請求書、領収等の書面の写し

を提出すること。 

 （8) 業務実施内容について機構の承諾なしに本業務実施担当者以外への情報共有等を行わない

こと。 

（9）本業務実施において、業務説明書に記載のない事項や疑義等が生じた場合は、その都度当

機構と協議すること。 

 

以 上  

  



5 

 

別添 

 

１．当機構の情報セキュリティの概要 

当機構では平成 28 年度から CSIRT を設置しており、現在は令和３年９月に改訂を行った情報

セキュリティポリシ（※１）に基づき、当機構が保有する情報資産を様々な脅威から保護し、機

密性、完全性及び可用性を恒常的に維持及び向上させるための対策を行っている。現行の情報セ

キュリティポリシは、平成 30 年７月に制定された「政府機関等の情報セキュリティ対策の統一

基準群（平成 30 年度版）」（※２）（以下「政府統一基準群」という。）に基づき策定されたもの

である。なお、現在の情報セキュリティポリシは、令和４年３月末を目途に、令和３年７月に制

定された「政府機関等の情報セキュリティ対策の統一基準群（令和３年度版）」に基づき改訂予

定である。 

当機構では、職員一人一台のパソコンの配備と LANを中心としたネットワークで構成された当

機構パーソナルコンピュータネットワークシステム（以下「UR-NET」という。）が導入されてお

り、UR-NETを含め、当機構の情報資産を利用する際には情報セキュリティポリシが適用されてい

る。UR-NETは、組織全体における業務・事務の効率化を目的として構築、運用しており、当該シ

ステムは当機構の業務遂行において必要不可欠なものとなっている。他方、当初の設計思想と当

機構を取り巻く業務環境や IT 環境は大きく変化してきており、これらの変化に対応し、より一

層の業務・事務の効率化を実現・推進していくことが求められている状況である。 

なお、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変更について（令和

元年 6 月 14 日閣議決定）に基づき、政府としては、コスト削減、柔軟なリソース配分等を図る

ため、システム更改を契機として、取り扱う情報の特性、セキュリティ水準等を踏まえつつ、ク

ラウド・バイ・デフォルト原則、すなわち、クラウドサービスの利用を第一候補として情報シス

テムを導入することとされている。さらに、令和２年度３月に政府情報システムのためのセキュ

リティ評価制度（ISMAP）に基づく ISMAP クラウドサービスリストが公開され、令和４年４月１

日からは、独立行政法人もその対象となることが決定されているところであり、当機構において

もこれらを意識した活動を推進する必要がある。これらの政府動向を踏まえ、クラウドサービス

の活用及びデジタル化とクラウド化に対応したセキュリティ対策を視野に入れつつ、当機構にお

いても、目まぐるしく変化する環境に伴うリスクに対して対応していく必要がある。 

UR-NETでは、令和２年２月から仮想ブラウザ及び仮想デスクトップの導入により、インターネ

ットを利用する環境（ウェブ閲覧、メール送受信）を当機構内のネットワークから分離を行った

ところである（以下「インターネット分離機能」という。）。また、令和２年 12 月には、外部ユ

ーザから受信したメールを無害化する機能（以下「メール無害化機能」という。）の稼働を行っ

た。インターネット分離機能及びメール無害化機能の詳細は受注者に開示する。 

また、UR-NET 及びインターネット分離の環境では、不正アクセス等に係る予兆を検知するた

め、個々のプロキシサーバのログについて月次で解析を行っている。更に、当機構では中長期的

な情報戦略として、メインフレーム上で稼働しているアプリケーションのオープン化（既存サー

バの基盤更改及び新たな基盤への移行を含む。）を実施する上での指針として、平成 30年５月に

次期基幹系システム最適化方針を策定し、おおむね令和６年度中に段階的に次期システムに移行

を行う方針とした。 

なお、UR-NET については、令和３年 10 月から 12 月末までにかけて新システム（以下「次期

UR-NET」という。）への移行を行い、令和４年３月に更改を行う予定である。 
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 受注者は、これらの状況をふまえ、デジタル化の推進に求められる情報セキュリティ要件の整

理、手続き等の支援を行う必要がある。 

  

（※１）情報セキュリティポリシとは次のものを指す。 

 「独立行政法人都市再生当機構情報セキュリティ管理に関する規程」 

 「独立行政法人都市再生当機構情報セキュリティ管理に関する達」 

（※２）政府機関等の情報セキュリティ対策の統一基準群（平成 30年度版）とは次のものを指す。 

 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範 

 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針 

 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 30年度版） 

 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（平成 30年度版） 

 

２ 業務の主な流れ 

 受注者は、１．当機構の情報セキュリティの概要を熟知し、最新版の政府機関統一基準等関連

ガイドラインを理解した上で、３．業務を実施するにあたって参考とする文書等を遵守し、シス

テムの構成や特性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保したうえでデジタル化

要望を実現できるようにすること。主な業務の流れは以下のとおりであるが、詳細は受注決定後、

本社総務部情報システム課と打合せを行い進めること。 

（１）原部による業務の主な流れ 

稼働開始までに原部で必要な手続き等は主に以下のとおり。 

 

（２）受注者による業務の主な流れ 

イ 各部からのデジタル化要望の内容に関する聞き取りを行う。 

   ① 目的、運用及び管理する主体、利用する人、取り扱う情報の格付けなどの確認 

   ② 必要な機器、回線、サービス、運用体制などの整理 

   ③ 利用環境、手段、情報の流れが具体的にわかる概要書やシステム構成図などの作成 

   ④ UR-NET環境下で実現可能かどうかの検討 

   ⑤ 実現までのスケジュール、手続きの助言 

  ロ デジタル化実現に必要な手続き等の確認 

   ① イに基づき、デジタル化実現に必要な手続きの整理 

   ② 外部サービス（クラウドサービスを想定）の利用にあたっては、原部に対し、別途情報

システム課で定めるヒアリングシート等の作成支援、根拠資料の収集 

   ③ 手続き等の確認の中で、実現が難しい場合の代替案の策定 

ハ 情報セキュリティポリシの洗い出し 
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   ① デジタル化の実施にあたり遵守すべき情報セキュリティポリシの項目の洗い出し 

ニ 導入実績事例等の収集、ヒアリング等 

   ① 業務実施にあたり、他団体（中央省庁、公共団体、独立行政法人を想定）の導入実績事

例等の収集、ヒアリング等の実施 

  ホ 調達にあたって必要な仕様書等の作成支援 

   ① 原部で調達するにあたって必要な、仕様書等の作成支援 

   ② デジタル化を運用するにあたり必要な、連絡体制図やインシデント対応マニュアル、運

用者向け運用マニュアル、利用者向け運用マニュアルの作成支援 

  ヘ 情報セキュリティポリシとの突合 

   ① ホで作成した資料に、ハで洗い出した情報セキュリティポリシが反映されているかどう

かの突合及び情報セキュリティ要件対策表への反映、根拠となる資料の収集 

   ② ①で突合した結果、不十分と判断する場合の仕様書等への反映 

   ③ ②が終了し、本社総務部との合意に必要な資料の作成 

   ④ 原部から本社総務部情報システム課への説明及び資料引継の支援 

  ト 調達後の運用 

   ① 原部に対し、調達した結果に基づく必要な手続き等の助言 

   ② 原部に対し、調達後の構築に対する確認・助言（ただし、稼働開始後の確認は除く） 

 

３ 業務を実施するにあたって参考とする文書等 

 業務を実施するにあたっては、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、次の当

機構の定めるセキュリティ関連規程及び個人情報保護規程を遵守し、機器の構成やサービスの特

性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し取組を行うものとすること。また、

契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。 

なお、令和３年７月にサイバーセキュリティ戦略本部で決定された政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準群の改定に基づき情報セキュリティポリシも令和３年度中に改定す

る予定のため、業務にあたっては、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令

和３年度版）を参考にすること。 

【当機構の定めるセキュリティ関連規程及び個人情報保護規程】 

イ 独立行政法人都市再生機構情報化等管理規程（平成 21年規定第 21号） 

ロ 独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する達（平成 21年達 21号） 

ハ 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する規程（平成 21年規程第 22号） 

ニ 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する達（平成 21年達第 22号） 

ホ 独立行政法人都市再生機構個人情報保護規程（平成 17年規程第１号） 

【当機構が策定したガイドライン等】 

 イ セキュリティ要件ガイドライン 

 ロ 外部サービス調達時の留意事項及び作業手順 

 ハ その他当機構が提供するもの 

【政府機関統一基準等関連ガイドライン】 

イ 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン（平成 26 年 12 月３日各府省

情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定） 

ロ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（令和 3年度版７月 7日内閣サイバ
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ーセキュリティセンター） 

 （イ）政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範 

 （ロ）政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針 

 （ハ）政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（令和 3年度版） 

 （ニ）政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和 3年度版） 

ハ 「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」（内閣サイバーセキュリテ

ィセンター） 

 （イ）『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人情報処理推進機構） 

 （ロ）『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド（独立行政法人情報処理推進

機構） 

 （ハ）『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人情報処理推進機

構） 

二 「クラウドセキュリティガイドライン活用ガイドブック（2013年度版）」（経済産業省） 

ホ 「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針（総務省）」 

 （イ）「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン（2021年 9月）」 

 （ロ）「ASP・SaaS事業者連携ガイド（平成 24年７月策定）」 

 （ハ）「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 23年 12月改定）」 

 （ニ）「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 23年 12月策定）」 

 （ホ）「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針（平成 19年 11 月策定）」 

へ「安全なウェブサイトの作り方（2021年 3月 31日改訂第 7版）」（独立行政法人情報処理推進

機構） 

 （イ）付属：「セキュリティ実装 チェックリスト」 

 （ロ）別冊：「安全な SQLの呼び出し方（2010年 3月 18日公開）」 

 （ハ）別冊：「ウェブ健康診断仕様（2012年 12月 26日公開）」 

ト「ISO／IEC 15408(CC) IT セキュリティ評価及び認証制度(JISEC) 」（独立行政法人情報処理

推進機構） 

チ「サイバーセキュリティ経済基盤構築事業クラウドセキュリティ監査制度の見直し（平成 27

年 2月）」（経済産業省） 

リ「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）」（令和 2年 1月 30日サイバーセ

キュリティ戦略本部決定） 

 

４ その他留意事項 

 業務を進めるに当たっては、必要に応じて、別途本社総務部情報システム課が発注している、

情報システムのセキュリティ運用支援業務受注者や CIO 補佐官業務受注者等と打合せを行うこ

と。 


