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１．事業名 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 Web サイトリニューアル業務 

 

２．目的 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下、「本研究所」と言う。）の Web サイ

トを以下に掲げる方針に従いリニューアルし、平成 30 年 4 月に外部公開を開始すること

を目的とする。 

（１）ナビゲーション及び階層構造の再構築によるアクセシビリティ・ユーザビリティ

向上 

（２）ページデザイン変更によるイメージの向上・統一 

（３）効率的な運用を可能とする更新システムの導入 

（４）必要な情報がどこにあるかわかりやすいデザイン、サイト構成の実現 

 

３．作業範囲 

本研究所 Web サイトの TOP ページ以下の各ページデザイン及び階層構造の再構築 

（http://www.nise.go.jp/cms/以下の和文・英文サイト） 

ただし原則として平成 28 年度以前のデータについては、あらたに作る Web サイトには

移行せず、アーカイブ化して参照できるようにする。 

新サイトは和文 410 ページ英文 60 ページを製作ページ数として想定 

・教育コンテンツ（障害のある子どもの教育の広場等） 

※その他判断に迷う内容があった場合は、その都度確認の後、進めることとする。 

 

４．契約期間 

委託契約締結日 ～ 平成 30 年 3 月 15 日(木)  

 

５．納入期限及び納入場所 

（１）納入期限 

平成 30 年 3 月 15 日(木) 

 

（２）納入場所 

神奈川県横須賀市野比 5 丁目 1 番 1 号 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

 

６．応礼者に求める要求要件 

（１）要求要件の概要 

① 本仕様書に記載する内容は、すべて本調達における必須の要求要件であり、最低

限の要求要件を示している。これを満たしていないと判断された場合は、不合格

http://www.nise.go.jp/
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として落札の決定の対象から除外される。ただし、「望ましい」としている要件に

ついては、満たしていれば望ましい要件であるため、満たしていなくても不合格

とならない。 

② これらの要求要件を満たしているか否かの判断は、技術審査職員が提案書(要件対

応表、作業体制図、応札者の実績、作業従事者の実績、作業スケジュール)及び別

添の総合評価基準をもとに行う。 

③ 提案書の作成にあたっては、「８．要件」のすべての項目について言及すること。 

④ 提案書に添付資料がある場合は、提案書に「別途○○○の○○ページ参照」等、

参照先を明確に記載すること。添付資料は、1 冊に綴じて提出すること。 

⑤ 要件対応表の作成にあたっては、どのように実現するかを要求要件の 1 項目ごと

に記述し、具体的にわかりやすく説明すること。したがって、本仕様書の要求要

件に対して単に「できます」、「貴研究所と相談の上、提案します」といった記載

の場合は提案書とはみなさないので十分留意して作成すること。 

⑥ 審査するにあたって、提案の根拠が不明確、説明が不十分であるなどして、技術

審査に重大な支障があると技術審査員が判断した場合は、要求要件を満たしてい

ないものとみなすので、十分留意すること。 

⑦ 本仕様書に記載されていない事項について、応札者が必要と考える場合は、提案

に含むことができる。その場合、文字色や下線、枠囲み等により、仕様書に記載

されていない事項であることが明確にわかるよう区別すること。 

⑧ 提出する資料は、原則として全て日本語で記述されていること。 

⑨ 提案された内容等について確認を行う場合があるので誠実に対応すること。 

 

（２）要求要件の詳細 

本業務に求める要件の詳細は、「８．要件」に示すとおりである。 

 

７．応礼者の適格性 

（１）事業実施主体の実績の有無 

過去 3 年以内に、本調達と類似の Web サイトの構築・導入(管理者等への教育含む)

実績を、3 件以上有すること。なお、応札者の実績を証明するため、一覧形式で受託業

務の名称、概要、そのときのサイト構築方法、開発工数、期間、体制を記述した書類

を提出すること。 

   

 （２）作業体制の明示 

作業体制図を作成し、以下の事項を明記すること。原則として体制の変更は認めず、

やむを得ず変更する場合は事前に本研究所の了承を得ること。 

・請負者側の体制（連絡窓口は一本化すること） 

・請負者側の責任者 

・連絡体制（請負者側の対応窓口） 

 

（３）作業従事者の経験・能力 

作業体制図に記述される作業従事者のうち主要な担当者は、本調達と類似する構

築・導入の経験を有し、業務を的確に遂行する能力を有すること。なお、実績を証明

するため、過去 3 年以内の実務実績を 3 件以上記載した書面を提出すること。 
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（４）ワーク・ライフ・バランス等の取組 

以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けてい

ることが望ましい。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定

(えるぼし認定企業)。又は、一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数

が 300 人以下のものに限る。) 

・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ

認定企業)。 

・青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定。 

 

８．要件 

（１）新デザインの設計 

① 課題に対応した新デザインを作成すること。 

② トップページ 

現行のトップページを継承しつつも、増えすぎたバナーの整理を行い、アクセ

シビリティに配慮し、時流に沿ったデザインを作成すること。 

③ バナー 

リニューアル後、一定数のバナーを上限や掲載期間を定めて運用することを想

定している。アクセシビリティに配慮し、一部非表示にすることは極力避ける表

示方法を作成すること。 

④ パソコンの他、スマートフォン等の閲覧環境も考慮したデザインとすること。 

⑤ 新デザインは 3 つ以上の異なる案を提示し、本研究所担当者と協議の上決定する

こと。 

 

（２）コンテンツの整理・分類 

① 課題に対応したコンテンツの整理・分類を行うこと。 

② サイト構造案 

ターゲット別のサイト構造案は以下の通りである。 

１）特別支援教育に関係する教師、研究者向けの強化をすること 

「特別支援教育に関係する教師、研究者」に対する情報発信を強化し、情

報発信の方策はこれまでと大きく変更せず、整理分類を行い効率的に情報が

取得できることを目指すデザインを作成すること。 

２）特別支援教育に関係する家族、当事者向けの強化をすること 

「特別支援教育に関係する家族、当事者」に対する情報発信を強化したデ

ザインを作成すること。特別支援教育に関する当事者が対象ということもあ

り、精度の高い情報を求めていると思われている。そのため、Web サイト上

での行動に留まらず、具体的な相談や訪問ができる場所の案内や支援をする

ことにより、リアルでの活動につなげることができ、Web サイトおよび研究



4 

 

所の役割を補完することを目指したデザインを工夫すること。 

３） 一般利用者向けの強化をすること 

一般利用者は話題になっている言葉をキーワードとして検索し、ほしい情

報を読み、去っていく行動を取っている。そのため、話題の言葉を取り扱う

コンテンツを用意したり、過去の記事を紹介したりといった施策で、一般利

用者への利便性を高めることを目指すこと。 

また、教師、研究者、当事者等に対応しつつも、同時に広く国民一般にと

ってわかりやすいデザイン及び操作が設計されていること。 

 

（３）キーワードによってリニューアル後の Web サイト及び本研究所が運用する他 Web

サイト（発達障害教育推進センター等）を横断的に検索する機能を有すること。 

なお、本機能の実現にあたっては外部 Web サービス等を利用することを可とする

こと。外部 Web サービス等を利用する場合の費用は本調達に含むこと。 

 

（４）ユーザーの管理については、複数の職員をユーザとして登録し、Web サイト管理

者やページ編集者等の権限付与が可能であること。 

 

（５）ページ内容の更新については二段階以上の承認機能（ワークフロー）を有するこ

と。 

 

９．開発 

Web サイトは本研究所が所有する Web サーバ上に構築すること。 

なお、本 Web サーバでは現行の Web サイトの他に、NetCommons2 で構築した複数の

Web サイトが稼働しているため、リニューアル後の Web サイトを構築・運用することによ

り、これらの Web サイトの動作に影響を及ぼさないこと。 

（１） Web サーバ 

・OS：Red Hat Enterprise Linux 6.8 

 

（２）CMS 

Net Commons3 により構築すること。 

 

（３） ネットワーク環境 

開発及びメンテナンス等のため、研究所外から Web サーバへの SSH によるリモート

接続を許可する。ただし、通信元の IP アドレスを事前に申告し、必要最小限の接続台数

のみ許可するものとする。 
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10．運用・管理環境の構築 

（１）課題に対応した運用環境を構築すること。 

 

（２）運用マニュアル 

現在の運用体制を改め、綿密な運用マニュアルを策定し、永続的な Web サイト運営を

目指すこと。 

 

（３） デザインガイドライン 

デザインの変更はガイドラインに沿って行うものとし、その土台となるガイドライン

を策定すること。 

 

11．コンテンツの移行 

現行 Web サイトのコンテンツを整理・分類し、あらたな Web サイトに移行すること。 

 

12．表示・動作試験 

（１）Web サイトの表示・動作の試験を行うこと。 

 

（２）アクセシビリティ基準 

JIS X8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針 – 情報通信における機器、ソフト

ウェア及びサービス – 第 3 部：ウェブコンテンツ」及び、みんなの公共サイト運用モデ

ル（2010 年度改定版、総務省）に基づき、当面 CMS 管理下にあるコンテンツが JIS X 

8341-3:2010 の等級 A に準拠することを目標とすること。 

試験は、情報通信アクセス協議会が定めた JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン

によるものとすること。 

 

（３） W3C 

Web サイトで扱う HTML/CSS は W3C の仕様に準拠すること。ただし、CMS の制限

により準拠が難しい場合は、研究所担当者と協議の上対応を決定するものとする。 

 

13．関係ドキュメントの作成 

次に示す関係ドキュメントを作成すること。 

（１）ドキュメント一覧 

① 工程表 

② 要件定義書 

③ サイトマップ 

④ コンテンツリスト 
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⑤ ワイヤーフレーム 

⑥ サイト仕様書 

⑦ コーディングガイドライン 

⑧ 検証結果報告書 

⑨ 運用マニュアル 

 

14．説明会および研修会の実施 

CMSならびに Web サイト運用における説明会及び操作研修会を実施すること。 

 

15．その他 

（１）機密保持等 

① 本調達において、機密情報とは、契約締結日以降、Web サイトリニューアルのた

めに本研究所が請負者に公開する一切の情報のうち、公には入手できないものを

いう。 

② 請負者は、落札後 1 週間以内に機密情報管理者を選任するとともに、機密情報に

アクセスする作業者の名簿及び誓約書を作成し、本研究所に提出すること。また、

人事異動等により変更が生じた際には、速やかに必要事項を修正の上、本研究所

に提出すること。 

③ 請負者は、本研究所から開示された機密情報を機密として保持し、また、本研究

所の書面による事前の承諾を得ることなく、作業者名簿に記載されていない第三

者に機密情報を開示、遺漏、公表してはならない。 

④ 本研究所が提供する情報は、原則として全て本研究所の所有物であり、請負者は、

本業務の遂行のためにのみ使用するものとし、その他の目的及び用途で使用して

はならない。 

⑤ 機密情報の複写については、原則禁止とする。なお、事前に書面にて本研究所の

許可を得た場合についてはこの限りではない。 

⑥ 請負者は、契約終了後速やかに機密情報の現物、複製、要約及び各業務において

直接発生した二次情報を本研究所に返却または廃棄し、一切のこれらの資料を保

管しないものとし、その証明書を提出すること。なお、本研究所が別に指示した

場合についてはこの限りではない。 

⑦ 請負者が契約に違反して機密情報及び機密資料を外部に漏洩したり、持ち出した

りしたことを起因として本研究所または関係機関が損害を被った場合には、本研

究所は請負者に対して損害賠償を請求し、かつ本研究所が適当と考える必要な措

置をとる権利を有する。 

 

（２）再委託 

① 請負者は、請負業務の全部または主要部分を第三者に再委託することができない。

請負業務の一部を再委託する場合には、契約時に再委託する業務、再委託先等を

本研究所に書面で提出し、承認を受けること。請負者は、機密保持、知的財産権

等に関して、本仕様書で定める請負者の債務を再委託先事業者も負うよう必要な

処置を落札後速やかに実施し、その内容を本研究所に書面で提出し、承認を得る

こと。なお、第三者に再委託する場合には、その最終的な責任を請負者が負うこ

と。 
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（３）知的財産権等 

① 本調達により作成された成果物に関する所有権及び著作権（著作権法第 27 条、同

第 28 条に定める権利を含む）は、本研究所に帰属する。著作者人格権を行使しな

いこと。 

② 請負者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、請負者に留

保されるものとする。この場合において、請負者は、本研究所に対し、当該著作

物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作

権法に基づく利用（複製、翻案、改修すること、及び当該作業を第三者に委託し、

当該者に行わせること等）を無償で許諾するものとする。 

③ 請負者は、本調達におけるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の

権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、請負者の責に帰すべ

き事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。 

 

（４）その他 

① 本仕様書の内容の具体的な実現方法については、必要に応じて実現案を提示する

とともに、本研究所の指示に従うこと。 

② 請負者は、本研究所の服務に関する規程及び情報セキュリティ関連規程を遵守し

本業務を実施すること。 

③ 請負者、業務に携わる者は、日本語による円滑なコミュニケーション能力を有し、

かつ、協力的な姿勢及び良好な関係が保てること。 

④ 本調達に係る経費は見込まれる全ての事項を見込み、すべて請負者の負担とする

こと。 

⑤ 本研究所は、請負者に対して本業務遂行に関して問題があると判断した場合、異

議を申し立てることができる。請負者は、本研究所から異議申し立てを受けた場

合、請負者側で問題の把握、業務に携わる者の交代等改善策の検討を行い、本研

究所と協議の上、改善策を実施すること。 

⑥ 請負者は、本仕様書に記載なき事項であっても、本業務遂行に必要と認められる

事項・作業については、本研究所と協議の上、誠意を持って対応すること。 

 



現状の課題 

 

１．デザインについて 

一昔前の 3 段組みレイアウトであり、古い印象を与えるため、時流に沿い使いやすい

デザインに再構築する必要があると思われる。Web サイト内には画像が多くモバイ

ル・ノート PCなどの低スペックや低速通信環境においての表示速度を落とし、アクセ

シビリティを低下させる原因となっているため、どのようなユーザーにも快適に利用

できるような環境を構築すべきである。各コンテンツには付加情報を設け、気付きを

与え認知向上につながる機能を設けることが望ましい。 

 

２．コンテンツについて 

情報が網羅されまんべんなく情報が閲覧されているものの、一般利用者向けのカテゴ

リーは直帰率が高く、求めている情報とマッチしていない可能性が高いと考えられる。

そのため、Webサイトの全体構造を整理し、情報ラベル（表記やタイトルなど）につ

いてもターゲットユーザーに配慮した分かりやすい内容に改善する必要があると思わ

れる。ライトユーザーを考慮し、階層が深くなりすぎず、目的の情報にたどり着ける

構造にしたいと考える。 

 

３．保守・運用について 

ソースコードの不足や漏れ、重複、イレギュラーな画面構成やトップページのバナー

の量の肥大化があり、仕様に準拠した HTMLが記述されていない。そのため、破綻し

ない運用ルールを設計したい。将来の変化に対応するためにも可変性・拡張性のある

テンプレート設計を十分に行い、壊れないWebサイトを設計することが望ましいと思

われる。 
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