
公益財団法人 日本医療機能評価機構 

教育研修事業 Webサイト（ホームページ）の制作に関する 

提案・見積依頼書 

１．概要 

1-1 事業名

教育研修事業

1-2 事業目的

「医療の質」の向上のために、また、医療施設における継続的な質改善活動の実現の

ための支援として、医療施設に所属する職員が、必要や責任に応じて適切な教育プログ

ラムを選択でき、かつ、それぞれの環境や立場において十分に役割を果たすことができ

るよう、学びの場（セミナーや研修の開催、受講者の継続的な学習支援のための情報提

供〈動画教材のオンデマンド配信等〉）を提供する。 

1-3 Webサイト構築の背景

教育研修事業（以下、「当事業」）は、2018 年度に病院機能評価事業（以下、「評価事

業」）から独立したが、現在もなお評価事業のホームページ内で情報発信を行っており、

それが当事業の認知度向上の課題となっていた。この度、評価事業のホームページがリ

ニューアルされることを契機に、当事業として独立したホームページを立ち上げる。

（参考）現 Web サイト（評価事業のホームページ） 

https://www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/#education 

1-4 提案依頼範囲

各種情報（事業概要、各研修内容、お知らせ等）を発信する Web サイト（ホームペー

ジ）の構築と保守 

1-5 想定利用者

 病院関係者 (病院幹部、病院機能評価担当者、一般職員)

 同時利用者想定：100 名程度

 アクセス数  ：5,000 回程度/月 



 

 サイト更新頻度：1 回程度/月 

 

1-6 構築予算 

Web サイト（ホームページ）の初期費用として総額 200 万円程度を見込んでいる（税

込、初年度の保守運用費用を含む）。 

 

1-7 納期 

納期については、2022 年 10 月 31 日（月）とする。 

 

1-8 納品成果物 

以下を電子媒体で提出する。 

① Web サイト（ホームページ） 

② 上記①に関する仕様書 

③ 上記①に関する設計書 

④ 上記①に関するテスト結果報告書 

⑤ 上記①の操作マニュアル（管理者向け） 

⑥ 開発スケジュール 

⑦ 保守運用の実施内容に関する資料 

⑧ プログラムソース 

⑨ 打ち合わせ提示資料 

⑩ 打合せ議事録 

 

２．提案書作成要領 

 

2-1 提出物 

以下を電子媒体で提出する。 

① 提案書［デザイン、レイアウト、サイトマップを含むこと］ 

② 開発スケジュール 

③ 見積書 

④ 会社概要、業務実績、業務（プロジェクト）体制、検証体制、危機管理体制 

⑤ プロジェクト体制図 

 

2-2 提出期限 

2022 年６月 10 日（金）17 時を締切として、後掲の提出先担当者に、電子メールに添



 

付する形で提出する。 

 

３．選定方法 

 提出された提案書等について書類選考（1 次選考）を行う。 

 書類選考（1 次選考）の結果は、2022 年 6 月 17 日（金）までに、提案者（窓口担当

者）の連絡先に、電話または電子メールにて通知する。 

 その後、書類選考（1 次選考）を通過した提案に係るプレゼンテーション（2 次選

考）を 2022 年６月 27 日（月）13：00～15：00 にオンラインで実施する（Zoom を使

用）。 

 プレゼンテーションの時間は、1 社につき 40 分（説明 15 分、質疑 15 分）とし、プ

レゼンテーションの順番は、提案者（窓口担当者）ごとに通知する。 

 プレゼンテーション（2 次選考）の結果は、2022 年 6 月 30 日（木）までに、提案者

（窓口担当者）の連絡先に、電話または電子メールにて通知する。 

 

４．システム要件等 

 

4-1 基本要件 

以下の要件をすべて満たすこと。 

① 当機構の他事業の Web サイト（ホームページ）と被らない、当事業のイメージに

合った、かつシンプルな背景デザインである。 

② 当事業に関する各種情報が整理されている。 

③ トップページ上に新着情報やイベント情報を発信する仕組みが用意されている。 

④ シンプルかつ最小限の階層構造になっている。 

（想定する総ページ数は 30 ページ程度。サイト構成図は別紙参照） 

⑤ 当機構事務局（HTML の知識がないスタッフ）が、容易に Web ページの追加・更新、

掲載ファイルの差し替えができる（現在は WordPress を採用）。 

⑥ 動画の埋め込みをした場合に、スマートフォンで閲覧してもページ崩れしない。 

⑦ セキュリティ上の堅牢性が担保されている。 

 

4-2 技術要件 

以下の要件をすべて満たすこと。 

① OS およびブラウザに極力依存しないつくりとする。 

② 対象 OS は、iOS、Android、Windows、Mac の最新の安定バージョンとする。 

③ サポートブラウザは、Edge、Firefox、Google Chrome、Safari の最新の安定バージョンと



 

する。 

④ スマートフォン、タブレット端末からの利用を考慮する。 

⑤ SSL 証明書の手配・設定 

⑥ ドメインは、サブドメイン方式とする。 

 

4-3 システム開発の手法 

オープンソース、ASP サービス、パッケージソフトから最適なものを提案する。 

 

4-4 保守運用要件 

 不具合・障害対応、当機構からの問い合わせ対応、サイト全体に影響がある更新作

業 (必要に応じて年 1 回程度) について、平日 9 時～18 時に受け付けるものとす

る。 

 サーバーの管理を行うものとする。 

 

5．見積 

以下の事項に対し初期費用と保守費用（年間）の概算をそれぞれ示すこと。 

また、①については、内訳（工数・単価等）を示すこと。 

① 「Web サイト」の構築費用 

② 上記①を実装するための必要なソフトウェア等のライセンス費用 

③ 上記①を実装するために必要なハードウエア費用。または、ホスティング、クラ

ウドサービス費用。 

 

6．支払い条件 

検収完了後、翌月末支払いとする。 

 

7．プロジェクト体制 

 

7-1 貴社の体制 

 プロジェクトリーダーは、Web サイト制作の経験が豊富であり、本プロジェクトに

必要な時間を十分に割けること（具体的な開発実績もご提示ください）。 

 プロジェクトリーダーは、提案プレゼンテーション、受注後のミーティングに必ず

参加すること。 

 デザインやサイト構築に当たって、提携されている（又は予定している）業者があ

れば、ご提示ください。 



 

7-2 機構の体制 

 プロジェクトメンバーは、木村、岡本の 2 名を予定する。 

 

８．特記事項  

 

8-1知的財産権の取扱い（著作権） 

 ①本調達において納品された成果物に関する権利（著作権法（昭和 45 年法律第 48号） 

第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。）は、下記の場合を除いて当

機構に帰属するものとする。また受託者は当機構に対して著作人格権を行使しない

ものとする。 

 ②納品成果物に、受託者が権利を有する著作物（以下「受託者の既存著作物」という。） 

が含まれる場合、その、「受託者の既存著作物」。ただし、受託者が本調達の契約前 

から権利を有するもので、受託者が範囲について当機構の承認を得たものに限る。 

 ③納品成果物に、第三者が権利を有する著作物（以下「第三者の既存著作物」という。） 

が含まれる場合、その「第三者の既存著作物」。 

 ④当機構に加え、当機構が指定する者（本件対象システムの利用を目的とした改修等

を請け負う者に限る）についても、本調達の納入成果物の複製・改変ができるもの

とする。 

 ⑤上記の「受託者の既存著作物」については、受託者は当機構及び当機構の指定する

者（本件対象システムの利用を目的とした改修等を請け負う者に限る）に改変権等  

を含む利用許諾権を認めることとする。 

 ⑥上記の「第三者の既存著作物」について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に係る一切の手続きを受託者が行うこと。この場合、受託者は

当該契約の内容について、当機構の承認を得ることとし、当機構は当該既存著作物

について、当該許諾契約の範囲内で使用するものとする。なお、第三者との間に著  

作権に係る権利侵害の紛争が生じたときは、当該紛争の原因が専ら当機構の責に帰

す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。当機構はかかる

紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者

に委ねる等の協力措置を講ずる。本システムの開発における納入物の所有権は、受

託者の責任において、当機構に帰属させること。 

 

8-2検収 

納品後 1 か月間を検収期間とする。当機構及び受託者の協議により定めた検収条件を

満たすことにより検収完了とする。検収完了後、受託者の請求書の発行をもって支払い



 

義務が発生するものとする。なお、検収に合格しない場合は、遅滞なく是正もしくは改

修を行うこと。 

検収条件には少なくとも以下の事項が含まれていること。 

 

①当該機能の受入テストが完了し、発生した課題がすべて解決されていることが当機

構と受託者の間で確認できていること。 

②当該機能に付随するドキュメント（本書面で定める設計書、マニュアル等）が漏

れなく揃っており、内容に関して当機構の承認を得ていること。 

 

8-3瑕疵担保責任 

受託者は、以下の瑕疵担保責任を負うものとする。ただし、瑕疵担保責任期間は、検

収完了後、1 年間とする。 

 

①本委託業務において納入する全ての成果物について、受託者は瑕疵担保責任を負う

ものとする。 

②ソフトウェア等のプログラムの瑕疵に関しては、修正・対処を行うと同時に、関係

するドキュメントを修正の上、提出すること。 

 

8-4秘密の保持 

受託者は、本業務に関して当機構が開示した情報等（公知の事実等を除く）及び業務

遂行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本業務の目的以外に使用又は第三者に 

開示若しくは漏洩してはならないものとし、秘密漏洩防止のために必要な措置を講ずる    

こと。なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場 

合は、事前に当機構の承認を得ること。 

 

９．問い合わせ・提出先 

公益財団法人 日本医療機能評価機構 

教育研修事業部 教育研修課（木村・岡本） 

TEL：03-5217-2373 

Mail：kenshu@jcqhc.or.jp 

以 上 



教育研修事業　新ホームページ構成図

2階層 3階層 4階層

ヘッター サイト内検索

事業概要 🔶事業概要（詳細、動画掲載）

担当理事　挨拶 担当理事　挨拶

認定病院検索 （●機構本体サイトの検索ページへ）

イベントカレンダー
▲イベントカレンダー
　（開催月別/セミナー別）

◎各セミナー詳細ページ ■別サイトの申込フォームへ

学習支援サイト ログイン画面（別サイトへ遷移）

問い合わせ ★問い合わせ先・問い合わせフォーム

よくある質問 Q＆A集

🔶事業概要（詳細、動画掲載）

関連するサイト内ページへ

医療対話推進者養成セミナーとは

開催概要（動画、PDF掲載）

お申し込み ▲イベントカレンダーへ

認定・更新制度 制度詳細・申請 （■別サイトの申込フォームへ）

継続研修一覧（学習支援サイトからの遷移）
※トップページからは入れない

（■別サイトの申込フォームへ）

医療クオリティ マネジャーとは

開催概要（動画、PDF掲載）

お申し込み ▲イベントカレンダーへ

認定・更新制度 制度詳細・申請 （■別サイトの申込フォームへ）

継続研修一覧（学習支援サイトからの遷移）
※トップページからは遷移しない

（■別サイトの申込フォームへ）

医療安全マスター養成プログラムとは

開催概要（動画、PDF掲載）

(認定・更新制度) (制度詳細・申請)※現時点では非表示

お申し込み ▲イベントカレンダーへ

継続研修一覧（学習支援サイトからの遷移）
※トップページからは遷移しない

JQ医療安全管理者養成研修とは

開催概要（動画、PDF掲載）

１）　個人受講について

２）　団体連携について

お申し込み ◎各セミナー詳細ページへ

継続研修一覧（学習支援サイトからの遷移）
※トップページからは遷移しない

非表示（予備）
※今後新たな研修を立ち上げた場合に使用

非表示（予備）
※今後新たな研修を立ち上げた場合に使用

サイトマップ 詳細

リンク集 詳細

サイト利用に当たって
（プライバシーポリシー）

●機構本体サイトの該当ページへ

問い合わせ ★問い合わせ先・問い合わせフォーム

トップページメニュー（1階層）

メインコンテン
ツのリンク

JQ医療安全管理者養成研修

フッター

グローバル
メニュー

教
育
研
修
事
業

医療対話推進者養成セミナー
（CM）

医療クオリティ マネジャー養成セミナー
（QM)

医療安全マスタープログラム
（SM）

教育研修事業とは（詳しくはこちら）

新着情報（お知らせ一覧）

別 紙


