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１ 調達案件の概要 

（１）調達件名 

令和５年度かつお・まぐろ・遠底システムに係る現行システムの運用保守・クラウ

ド移行・移行後の運用保守業務 

  

 

（２）調達の背景・目的 

水産庁においては、かつお・まぐろ資源を管理する５つの地域漁業管理機関等によ

りとられている厳しい資源管理措置を遵守するとともに、我が国かつお・まぐろ・さ

んま等漁船の操業秩序及び安全性確保の観点から、かつお・まぐろ・遠底システム

（以下、「本システム」という。）を構築し、平成 15年より運用を開始している。 

2018年６月に「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方

針」が決定（最終改定は、2022年 9月 30日）された。この中で「クラウド・バイ・

デフォルトの原則」が政府方針として出されている。農林水産省では、政府全体の動

向や利⽤者視点に⽴った、あるべき農林⽔産⾏政の姿を踏え、令和 4年 6月 7日に閣

議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計画」を受けて、「デジタル社会の

形成に向けた農林水産省中長期計画」（令和 4年 10月５日に農林水産省行政情報化推

進委員会決定）を策定し、情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤

となる農林水産省クラウド（以下「MAFFクラウド」という。）を利用することを前提

としたパブリッククラウドへプラットフォーム移行を進めることとしている。 

 MAFFクラウドでは、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能

を提供するとともに、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤等の⼀連の⼯程における、

PMOによる PJMOへの総合的な⽀援活動を実施する。なお、総合的な技術支援を行う組

織を MAFFクラウド CoEと言う。 

これらの状況を踏まえ、本システムについては、MAFF クラウドを利用できるプラッ

トフォームへ移行するとともに、移行後の運用保守を行うものである。 

   

（３）業務・情報システムの概要 

本システムは、かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムに係る業務について、我が国か

つお・まぐろ・さんま等漁船の操業秩序及び安全性確保に活用するためのシステムであ

る。 

ア かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムに係る業務内容等については、水産庁ホー

ムページを参照すること。 

ＵＲＬ：https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/itaku/220124vms.html 

イ 本システムの概要は次のとおりである。本システム開発時の要件定義書は別紙

１のとおり。 
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図 1 本システムの概要 

 

（４）プラットフォームの移行方針 

本業務におけるプラットフォーム移行では、移行期間の短縮化及び移行コストの抑

制のために OS等ソフトウェアは現行システムを踏襲する方式も選択可能とするが、運

用コスト低減に向けてパブリッククラウドの標準サービスを利用する形に改修する方

式を極力目指すこととする。なお、監視、資産/構成/リソース管理、バックアップ、ウ

ィルス対策、ログ管理等の基盤運用については、持込ソフトウェア等の新たなソフトウ

ェアを一切導入することなく、クラウド事業者サービスが提供する運用管理サービス

を利用することとする。 

その際、クラウドへの閉域網接続環境、監査ログ管理等のセキュリティ対策などの

「共通機能」を提供する本省所有の MAFF クラウドを可能な限り用いて、AWS 上もしく

は Azure 上に移行することとする。MAFF クラウドの概念図は次のとおりであり、サー

ビスの詳細は、別紙３「農林水産省クラウド利用ガイドライン」を参照すること。 
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図 2 MAFF クラウドの概念図 

 

（５） 履行期間 

契約締結日から令和６年３月 31日まで 

なお、プラットフォーム移行は令和５年９月 30 日までに終了し、令和５年 10 月１

日からは移行後の新システムの本番運用を開始するとともに、現行システムは新シス

テム不具合発生時に備え移行後の令和５年 12月 10日までに撤去する。 

 

（６）本業務の担当部署 

水産庁資源管理部国際課 

TEL：０３－６７４４－２３６４ 

 

（７）業務の概要 

本業務では、現行の本システムの運用保守を行うための業務を行うとともに、全ての

機能及び業務データの継続利用を前提としてプラットフォーム移行を行い、また、移行

後の運用保守を行うため、以下のアからチの業務を行うこと。  

なお、受注者は受注後に MAFFクラウドとの接続方法や仕様等を確認の上、十分に理

解し、MAFFクラウド担当部署と調整を行った上で、プラットフォーム移行を行うこと。 

ア 調査・収集等 

イ プラットフォーム移行業務実施計画書等の作成 

ウ インフラ基盤並びに運用保守の設計 

エ システム基盤、運用環境の設定、導入、導入時テスト 

オ テスト 

カ 受け入れテスト支援 
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キ 移行 

ク 緊急時対応マニュアルの更新支援 

ケ 定常時対応 

コ 障害発生時対応 

サ 情報システムの現況確認支援 

シ 情報資産管理標準シートの提出等 

ス 会議の開催 

セ 運用保守作業の改善提案 

ソ 引継ぎ 

タ 機器のデータ消去 

チ 機器の搬送 

 

（８）作業スケジュール 

現時点で想定する本業務の作業スケジュールは次のとおりであるが、詳細な実施

スケジュールについては、担当部署と受注者で調整の上、決定することとする。 

図 3 作業スケジュール 

 

２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 

（１）調達範囲 

本業務では、本システムに係る現行システムの運用保守、プラットフォーム移行業

務及び移行後の運用・保守業務を行うものとする。 

本業務にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めること
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とする。 

本業務の実施に当たって、ライセンス費用、サブスクリプション費用、クラウドに

係る費用（以下「ライセンス費用等」とする。ただし、MAFFクラウドが提供するサー

ビスの費用はこれに含まれない。）の発生が見込まれる場合は、本調達の契約期間内

に発生する費用を調達範囲とし、入札金額に含めること。 

また、本調達の契約期間終了後も、次期運用保守業務調達において同様のライセン

スや外部サービスを継続利用していくことを想定している場合、次年度以降の費用

については本調達の対象範囲外であるが、次年度以降において、ライセンス費用等が

契約更新に伴い増額する可能性がある場合には、その見込みを明らかにしておく必

要がある。そのため、提案書において、本調達の契約期間終了後 3年間の運用保守コ

ストの見込み（ライセンス費用等に加えて、運用保守人件費を含む）を示すこと。 

   

（２） 調達案件及びこれと関連する調達案件 

    本業務の調達範囲及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達様式、実施時期等

は次のとおりである。 

   図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 

 

（３）調達案件間の入札制限 

    相互に入札制限の対象とする調達案件は、ない。 

 

３ 本システムの稼働環境要件等 

ア パブリッククラウド上に構成するサーバ・サービスは自動スケーリング機能の利用

やスペック調整を容易にできるような構成にし、性能を容易に改善できること。 

 イ パブリッククラウド上で稼働するサーバやサービスに対しては冗長化などの構成を

行うなど、可用性を高めた構成とすること。可能であればクラウドサービスのベストプ
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ラクティスが自動で適用されるよう、SaaS形態のサービスを利用すること。 

ウ 将来クラウドサービスプロバイダーが変わっても、新たなクラウドサービスプロバ

イダーが提供するクラウドへのデータ移行が容易に可能であること。 

 エ 以下の各管理については、クラウドサービスで可能な限り実現することとし、自動化

を図ること。 

運用管理、死活監視、稼働状況監視、セキュリティ監視、ジョブ管理、バックアッ

プ管理、ログ管理（送受信ログ等の保存）、ウィルスパターン更新管理、セキュリティ

パッチ更新管理、依頼作業対応、構成管理、文書管理、アカウント管理、データ管理、

障害対応、定例報告 

 オ 受注者は、移行時に本システムで利用している OSやソフトウェアについて、移行先

のパブリッククラウド環境で提供されている最新バージョンとすること。 

カ 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき、

実施すること。また、同マニュアルに基づく対策については、別紙 3－2「情報システム

に係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づくセキュリティ対策要

件」を参照すること。クラウドアーキテクトのベストプラクティス（AWSの場合 AWS 

Well-Architected Framework、Azure の場合 Azure Well-Architected Framework）及

び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラ

ウド設計・開発編」に準拠すること。 

 また、以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点

検すること。 

・AWS/Azure設定確認リスト 

・Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 

キ 以下を満たすこと。なお、詳細については別紙３「農林水産省クラウド利用ガイドラ

イン」を参照すること。 

（ア）MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用すること。 

※ 2022年度利用しているクラウドサービスプロバイダーは：Amazon Web Services、 

Microsoft Azureである。 

※ MAFF クラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキ

ュリティ評価制度（ISMAP)の ISMAPクラウドサービスリストに登録されている。 

（イ）MAFFクラウド共通機能については利用を前提とし、詳細については MAFF クラウド

の関係者と協議の上決定する。 

（ウ）MAFF クラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバ

イダーが提供するサービスを活用することを基本とするが、提供サービス以外に必

要な機能に関しては、MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダ

ー上に独自にシステム構築を行う。 

 （エ）Azure を採用する場合は、サブスクリプションの紐づけ先に MAFF クラウドが用意
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した AzureADテナントを設定すること。また、契約種別は原則として CSP契約とす

ること。 

ク そのほか運用・保守業務の要件については別紙１「要件定義書」に記載のとおりとす

る。 

 

４ 業務の実施内容 

業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」の Normative文書、

具体的に以下の①から④に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等につい

ては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、

デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内

容に従うこと。 

① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 

② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方

針 

③ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライ

ン 

④ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い 

 

【参考】デジタル庁 HP 

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/ 

 

（１）調査・収集等 

ア 我が国かつお・まぐろ・さんま等漁船の操業秩序及び安全性確保の観点から、ＶＭ

Ｓシステム（Vessel monitoring system）を活用した操業実態及び安全性情報の調

査・情報収集を行う。 

イ 我が国かつお・まぐろ・さんま等漁業者自らが行うＶＭＳによる地域漁業管理機関

（※）への位置通報に不具合が生じた場合又はＶＭＳの位置情報が突然途切れた場

合は、その調査・原因究明を行う。(※)WCPFC（中西部太平洋）、IATTC（東部太平洋）、

IOTC（インド洋）、ICCAT（大西洋）、CCSBT（みなみまぐろ）等 

ウ 各地域漁業管理機関の定める資源管理措置等に基づき、必要なシステムの改修を

行うとともに、違法操業抑止及びＶＭＳ事故発生時の警報システムの改修を行う。 

エ ア～エの結果を取りまとめ、事業終了日までに報告書として提出を行う。特に上記

イについては、地域漁業管理機関へ不具合等及び対応状況の報告が必要となる場合

があり、水産庁が各地域漁業管理機関等へ提示するために必要な資料を求めた場合

は、上記収集データを活用し、水産庁の求めに応じた資料の作成、提出を行う。 

 



11 

 

（２）プラットフォーム移行業務実施計画書等の作成 

受注者は、本業務の作業内容を把握した上で、契約締結後 10開庁日以内（行政機関

の休日（行政機関に関する法律（昭和 63年法律第 91号）第 1条第１項各号に掲げた日

をいう。）を除く。以下、同じ。）にプラットフォーム移行業務実施計画書及びプラット

フォーム移行業務実施要領を作成して提出し、担当部署の承認を得ること。 

なお、プラットフォーム移行業務実施計画書及びプラットフォーム移行業務実施要

領の記載内容は「標準ガイドライン第 7章 設計・開発」で定義されているものとする

が、本業務の実施に当たって、必要な詳細化を行うとともに、具体的に以下の内容を記

述すること。 

また、業務実施計画に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び内容とともに修正

されたプラットフォーム移行業務実施計画書を担当部署に書面にて届け出て承認を得

ること。 

ア プラットフォーム移行業務実施計画書 

（ア）作業概要 

（イ）作業体制に関する事項 

（ウ）スケジュールに関する事項 

（エ）成果物に関する事項 

（オ）開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等 

（カ）その他、本業務を遂行する上での前提条件、時間、予算等の制約条件等 

イ プラットフォーム移行業務実施要領 

（ア）コミュニケーション管理 

（イ）体制管理 

（ウ）工程管理 

（エ）品質管理 

（オ）リスク管理 

（カ）課題管理 

（キ）システム構成管理 

（ク）変更管理 

（ケ）情報セキュリティ管理 

 

（３）インフラ基盤並びに運用保守の設計 

受注者は、以下の作業を現行の設計書及び農林水産省クラウド利用ガイドラインを

参照して要件確認の上実施し、内容及び成果物について、担当部署の承認を得ること。 

ア 基本設計及び詳細設計を実施すること。 

イ 本システムを稼働させるために必要な移行環境の準備及び方式の検証をすること。

その上で、「移行計画書」及び「移行手順書」としてとりまとめ、担当部署の承認を
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得ること。 

ウ 本システムを稼働させるために必要なインフラに係る設計を実施すること。設計

した内容は「インフラ基盤設計書」としてとりまとめ、担当部署の承認を得ること。

なお、受注者は、本業務受注後に MAFF クラウドとの接続方法や仕様等を確認の上、

十分に理解し、必要に応じ MAFFクラウド事業者と調整を行った上で、システム導入

を実施すること。 

エ 本システムを稼働させるために必要な運用保守に係る設計を実施すること。設計

した内容は、「運用設計書」としてとりまとめ、担当部署の承認を得ること。 

オ セキュリティ設計を実施すること。設計した内容は「セキュリティ設計書」にま

とめ、担当部署の承認を得ること。 

カ 定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作

業内容等をとりまとめた「移行後の新システムにおける運用保守実施計画書（以下、

「運用保守計画書」という。）」及び「移行後の新システムにおける運用保守実施要

領（以下、「運用保守実施要領」という。）」を作成して提出し、担当部署の承認を得

ること。なお、受注者は運用設計及び保守設計において MSP（マネージドサービスプ

ロバイダ）等を活用した設計とすることで運用コストの低減に努めること。受注者

は運用計画及び保守計画においてクラウドの責任共有モデルを理解し、クラウドサ

ービスプロバイダー、運用保守事業者の責任範囲が重複しないように役割分担を定

義すること。 

キ MAFFクラウドを新規で利用するための「農林水産省クラウド利用ガイドライン別

紙１_かつお・まぐろ・遠底 VMS システム共通機能_利用申請書」を作成し、担当部

署に提出すること。 

ク 操作マニュアルが変更になった場合は、修正し、担当部署の承認を得ること。 

ケ 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」の

1.6 クラウドサービスのスマートな利用によるメリット（マネージドサービス活

用によるコスト削減、サーバレスによるセキュリティ向上とセキュリティ対策コ

ストの削減、IaC による構築の 3 項目）に適合すること。適合が難しい場合は、

合理的な理由を MAFFクラウド CoEに連絡し、承認を得ること。 

コ 受注者は特にインフラの運用設計及び保守設計において、MSP(マネージドサービ

スプロバイダ)等を活用した設計とすることで運用コストの低減に努めること。 

サ 受注者は、運用設計及び保守設計においてクラウドサービスの責任共有モデルを

理解し、クラウドサービスプロバイダー、運用保守事業者の責任範囲に重複がな

いように役割分担を定義すること。 

シ 受注者は、プロジェクト開始後、速やかに MAFF クラウド CoE にシステム構成案

を提出し、レビューを受けること。レビューを受けた結果、インフラの運用設計

及び保守設計に指摘内容を反映すること。 
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ス 受注者は、インフラの運用設計及び保守設計した結果を踏まえ、設定については

パラメータシートを作成し、担当部署に提出すること。 

セ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書を

作成し、担当部署と MAFF クラウド CoE の承認を受けること。プロジェクト期間

中に利用申請書の内容が変更になった場合は、更新内容について、担当部署と

MAFFクラウド CoEへ説明し、承認を受けること。 

ソ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業（AWS の場合、Systems 

Manager Inventory と EC2 の設定。Azure の場合、インベントリ収集用 Log 

Analyticsの作成、仮想マシンと Azure Automationの設定）を実施すること。 

タ 運用保守で利用するメールについては SNS、システムのエンドユーザーへのメー

ルについては SESを利用すること。 

（４）システム基盤、運用環境の設定、導入、導入時テスト 

受注者は、インフラ基盤設計書、運用設計書、セキュリティ設計書を踏まえ、システ

ム基盤の設計並びに受注者にて準備するソフトウェアを設定し、導入すること。また、

動作確認等のテストを行うこと。 

なお、動作確認等の検証において、OS やソフトウェアのバージョンアップによる影

響がないかを確認すること。システムへの影響が発生する場合は、アプリケーションが

正常に動作するための設定変更、プログラムの改修等を行うこと。 

受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。 

 

（５）テスト 

本移行業務においては、業務アプリケーションは現行システムを踏襲するため、業務

アプリケーションに係るテストは最小限とすることに留意し、以下の作業を実施する

こと。 

ア 受注者は、総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジ

ュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部

署の承認を得ること。 

イ 受注者は、テスト計画に基づき、各テストの実施状況を担当部署に報告すること。

また、各テスト完了後、テスト計画時に定めた品質基準に対する品質評価を実施し、

「テスト結果報告書」にまとめ報告すること。なお、テスト結果報告書には、パブリ

ッククラウドやソフトウェアの導入設定作業結果並びに動作確認テストの結果も含

めること。 

ウ 本システムに影響を与える脆弱性が混入されていないことを確認するため、移行

後の環境において、脆弱性検査ツールなどを用いたソースコードへのチェックを行

い、検査結果を報告し、問題がないように対応すること。 
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（６）受入テスト支援 

本移行業務においては、運用保守に係る設計に変更があった場合に、担当部署に要否

を確認の上、実施するものとする。 

ア 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等

の支援を行うこと。 

イ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を

行うこと。 

ウ 受注者は、担当部署の指示に基づき、担当部署以外の本システム利用者のテスト実

施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。 

 

（７）移行 

ア 受注者は、担当部署の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。

なお、移行に当たっては、AWS又は Azureの仕様に準拠したデータ移行方式で行うこ

と。 

イ 受注者は、移行に当たり、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外デ

ータ等の処理方法等に関するデータ移行手順書を作成し、担当部署の承認を受ける

こと。 

ウ 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけ

でなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図り、その移

行結果について移行結果報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。 

エ 検証作業等でパブリッククラウド上に保管されたデータについては、ISMAPで規定

された方法でデータが消去されていること、それが正しく運用されているか第三者

による監査により証明されていること。 

 

（８）緊急時対応マニュアルの更新支援 

受注者は、担当部局が緊急時対応マニュアルを更新するに当たり、具体的な作業内容

や実施時間等に関する資料作成等の支援を行うこと。 

 

（９）定常時対応 

ア 受注者は、運用保守実施計画書の運用要件に示す定常時運用業務（システム操作、

運転管理・監視、稼動状況監視、サービスデスク提供等）及び保守要件に示す定常時

保守作業（定期点検、不具合受付等）を行うこと。具体的な実施内容・手順は運用保

守実施計画書に基づいて行うこと。 

イ 受注者は、運用保守実施計画書等に基づき、運用及び保守作業業務の内容や回数、

工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状

況（情報セキュリティ監視状況を含む。）、情報システムの定期点検状況、情報システ
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ムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について四半

期ごとに運用保守作業報告書を取りまとめること。 

ウ 受注者は、四半期間の運用及び保守作業実績を評価し、達成状況が目標に満たない

場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案する

こと。 

エ 受注者は、運用保守作業報告書の内容について、四半期ごとに定期運用及び保守作

業会議に出席し、その内容を報告すること。 

オ 受注者は、３月末までに半年間の運用及び保守作業実績を取りまとめ、その内容 

を報告すること。 

カ 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変

更が生じる場合には、担当部署にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾

条件に合致するか否かの確認を受けること。 

キ 受注者は、ソフトウェアの脆弱性の対応が行えるようサポート期限内のバージョ

ンを使用し、セキュリティパッチ適用を定期的に実施するとともに、バージョンアッ

プが必要な場合は実施すること。 

ク 受注者は、ソフトウェアにセキュリティの脆弱性が見つかった場合は、対応策につ

いて計画し、承認を得た上で対応すること。 

ケ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テ

ストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は、担当

部署へ提出すること。 

コ 受注者は、担当部署が情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情

報提供等の支援を行うこと。 

サ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し並びに月額の

運用サービスの費用実績（Shared 型の MSP サービスを利用した場合）を含め、それ

らを一覧表にとりまとめ、半年分と 1 年分を年に 2 回担当部署に提出すること。ま

た、担当部署の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システムの構成を適切に

見直すための資料（AWS Cost Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR、Azure Cost 

Management等の出力結果）を提出すること。 

なお、Shared型の MSPサービスの利用とは、以下の定義のいずれかとする。 

①受注者が自社で Shared型の MSPサービスを提供している企業の場合はそれを利

用すること。 

②受注者が自社で Shared型の MSPサービスを提供できない企業は、運用品質の均

一化と税金の無駄遣いを抑止するために外部企業が提供する MSP サービスを利用

すること。 

③受注者が自社で Shared型の MSPサービスを提供できない企業において外部企業

が提供する MSP サービスの利用ではなく、複数の運用案件を受注することで自社
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内で運用サービスの改善共通化（サービスデスク、監視サービス等）に取組んでい

ること。 

シ 受注者は、ソフトウェアの情報をクラウドサービスの機能（AWS の場合、SSM（AWS 

Systems Manager）。Azureの場合 Azure Automationの Inventory） を利用して取得

し、出力結果を提出すること。 

ス ・受注者は、構成管理及びパッチの適用について自動化すること。なお、自動化と

は、対象を選定し、タイミングをコントロールして適用することをいう。 

セ 受注者は、原則、メンテナンスの際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサ

ービスプロバイダーのサービス（AWS の場合、AWS Systems Manager Session 

Manager ・AWS Systems Manager Fleet Manager。Azureの場合、Azure Bastion ）

を利用して運用すること。 

ソ 受注者は、インフラの設定変更があった場合はパラメータシートを更新し、担当部

署に提出すること。 

タ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書の内

容（システム構成を含む）に変更がある場合、資料を更新し、担当部署と MAFFクラ

ウド CoEの承認を受けること。 

チ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業（AWS の場合、Systems 

Manager Inventoryと EC2の設定。Azureの場合、インベントリ収集用 Log Analytics

の作成、仮想マシンと Azure Automationの設定）を実施すること。 

※ サからチまでの作業については、クラウド移行後の作業とする。 

 

（１０）障害発生時対応 

ア 受注者は、情報システムの障害発生時（又は発生が見込まれる時）には、速やかに

担当部署に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、運用保守実施計画

書の運用要件に示す障害発生時運用業務（障害検知、障害発生箇所の切り分け、保守

事業者への連絡、復旧確認、報告等）又は保守要件に示す障害発生時保守作業（原因

調査、応急措置、報告等）を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを

含めるものとする。具体的な実施内容・手順は運用保守実施計画書等に基づいて行う

こと。 

イ 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析（発生原因、影響度、過去の発

生実績、再発可能性等）を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある

場合には、恒久的な対応策を提案すること。 

ウ 受注者は、災害等の発災時には、担当部署の指示を受けて、緊急時対応マニュアル

に基づく運用及び保守作業業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年

１回は事前訓練を実施すること。 
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（１１）情報システムの現況確認支援 

ア 受注者は、年１回、担当部署の指示に基づき、情報システム資産管理格納データと

情報システムの現況との突合・確認（以下「現況確認」という。）を支援すること。 

イ 受注者は、現況確認の結果、情報システム資産管理格納データと情報システムの

現況との間の差異がみられる場合は、要領に定める変更管理方法に従い、差異を解

消すること。 

ウ 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる

場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上担当部署に報告すること。 

エ 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかと

なった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上担

当部署に報告すること。 

 

（１２）情報資産管理標準シートの提出等 

受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹

事会決定。最終改定：2022年 4月 20日)の「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資

産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必

要な事項を記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 

また、受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙２ 情報システ

ムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子デー

タを契約締結後速やかに提出すること。 

 

（１３）会議の開催等 

ア 会議の開催 

受注者は、契約締結後、本業務の実施計画等に関するキックオフ会議を開催すると

ともに、定例会を四半期ごとに開催し、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告

すること。 

また、担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要

資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。 

なお、これらの会議は対面又は WEB会議にて開催するものとする。 

イ 議事録の作成 

受注者は、上記アで実施した会議の内容を取り纏めた議事録を作成し、５開庁日以

内に会議で使用した資料と共に担当部署へ提出すること。 

 

（１４）運用保守作業の改善提案 

受注者は、年度末までに運用・保守作業実績を取りまとめるとともに、運用保守実施

計画書、運用保守施要領及び緊急時対応マニュアルに対する改善提案を行うこと。 



18 

 

なお、上記の改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運用体制において、マネ

ージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの

活用についても検討し整理することとする。 

検討した結果、MSP サービスの活用を運用・保守計画に組み込めた場合は、実際にサ

ービス等の活用を開始すること。 

また、上記の改善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供する ベ

ストプラクティス準拠状況を定期的に調査（AWSの場合、Trusted Advisor。Azureの場

合、Azure Advisor）し、検出項目の対応可否を検討し、担当部署の承認の上、対応す

ること。 

クラウド構成のベストプラクティス（AWSの場合、AWS Well-Architected フレーム

ワーク（信頼性・運用上の優秀性）、Azureの場合、Microsoft Azure Well-Architected 

Framework（信頼性・オペレーショナル エクセレンス））を活用し、年に 1度システム

が適切に運用されているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。 

 

（１５）引継ぎ 

受注者は、必要に応じて次期本システム運用・保守作業業務事業者に対し、作業の経

緯、残存課題等の運用・保守業務を行うに当たって必要な情報についての引継ぎを行う

こと。 

ア 受注者は、現行システムの環境構築・運用及び保守作業事業者より、作業経緯、残

存課題及び改善提案等についての引継ぎを受け、本業務において反映させること。 

イ 受注者は、本契約の終了後に他の運用及び保守作業事業者が次年度の本システム

の環境構築・運用及び保守業務を受注した場合には、次期事業者に対し、作業経緯、

残存課題及び改善提案等についての引継ぎを行うこと。 

  また、パブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを行い、アカウン

トの契約（Azure の場合は CSPライセンスの契約）を移管すること。 

ウ 受注者は、担当部署が本システムの更改を検討する際には、次期情報システムにお

ける調査研究事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する

情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 

 

（１６）現行システムの機器のデータ消去 

ア 受注者は、引き渡す物品の磁気ディスクから、農林水産省（以下、「当省」という。）

に関する情報が一切流出することがないよう、引取後速やかに納入場所において機

器内のデータ消去を行うこと。また、データ消去後にデータ消去の実施者以外の者に

よるデータ消去の確認を行うこと。 

イ 受注者は、現況確認の結果、情報システム資産管理格納データと情報システムの現

況との間の差異がみられる場合は、要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消す



19 

 

ること。なお、対象となる機器について、個人情報又は機密性３情報が含まれる場合

は、米国国家安全保障局（NSA）方式又は米国国防省（DoD5220.22-M）方式で消去す

ること。 

ウ ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な

場合は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理

的な破壊などの方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行

い、その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等を提出すること。 

エ データ消去済みの機器については、データ消去完了後、受注者の責任において以下

の項目を網羅した一覧表を作成し、データ消去証明書と併せてデータ消去完了後１

週間以内に担当部署に提出すること。 

①コンピュータ名及びシリアル番号（内蔵されているハードディスク固有のシリ

アル番号） 

②データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者 

オ データ消去証明書を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が

漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。 

カ データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には担当部署に報告

を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。 

 

（１７）現行システムの機器の搬出 

ア 引き渡す物品の搬出月日については、担当部署と協議し決定すること。 

イ 搬出に必要な資材は受注者の負担において用意することとし、機器が破損しない

よう適切な措置を行うとともに情報漏洩防止策を講じ、担当部署の指示に従うこと。 

 

５ 成果物 

（１）成果物名及び納入期限 

受注者は、以下の表に記した成果物を納入期限までに担当部署へ納品すること。 

 

表 1 成果物一覧 
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成果物名 
仕様書 
記載箇所 

納入期限 

漁船位置データ ４（１） 
担当部署からの提出依頼後

速やかに。 

事業報告書 ４（１） 令和６年３月31日 

プラットフォーム移行業務実施計画書 ４（２） 契約締結後10開庁日以内 

最終版は令和６年３月31日 

プラットフォーム移行業務実施要領 ４（２） 同上 

移行計画書、移行手順書 ４（３） 令和６年３月31日 

設計書（インフラ基盤設計書、運用設計書、

セキュリティ設計書、情報システム関連図、

ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、

ハードウェア構成図、プログラム一覧等） 

４（３） 令和６年３月31日 

外部サービスを利用する場合、当該サービス

に係る設定情報その他必要な情報一式 

必要であれば 令和６年３月31日 

移行後の新システムにおける運用保守実施計

画書 

４（３） 令和５年11月30日 

移行後の新システムにおける運用保守実施要

領 

４（３） 令和５年11月30日 

農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙１_

かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステム共通機

能_利用申請書 

４（３） 令和５年11月30日 

操作マニュアル ４（３） 令和５年11月30日 

テスト計画書 ４（５） 令和６年３月31日 

テストデータ ４（５） 令和６年３月31日 

テスト結果報告書 ４（５） 令和６年３月31日 

脆弱性検査結果報告書 ４（５） 令和６年３月31日 

データ移行手順書 ４（７） 令和６年３月31日 

移行結果報告書 ４（７） 令和６年３月31日 

ソースコード 改修後のソース

コード 
令和５年11月30日及び 

令和６年３月31日 

実行プログラム 改修後の実行プ

ログラム 
令和５年11月30日及び 

令和６年３月31日 

運用保守作業報告書 

 

４（１） 

４（９） 

令和６年３月 31日 



21 

 

クラウドサービスの利用実績 ４（９） 毎月翌月５開庁日以内 

クラウドサービスの機能を利用したソフトウ

ェア情報等の出力結果 

４（９） 担当部署からの提出依頼後

速やかに。 

パラメータシート ４（９） 担当部署からの提出依頼後

速やかに。 

契約金額内訳及び情報資産管理標準シート ４（１２） 

 

契約金額内訳に関しては契

約締結後速やかに。 

その他は担当部署からの提

出依頼後速やかに。 

会議議事録 ４（１３） 会議後５開庁日以内 

引継資料 ４（１５） 令和６年３月31日 

データ消去証明書 ４（１６） データ消去完了後１週間以内 

年度末時点で本システムが保有するデータ一

式（データ引渡し用） 

 令和６年３月31日 

※年度末の納入期限の成果物については、最終納品物の納入とするが、プラットフォーム移

行業務実施計画書で示した時期に担当部署の承認を受けることとする。 

 

（２）成果物の納品方法及び留意点 

受注者は、納品時には以下のアからコに掲げることに留意の上、納品すること。 

ア 成果物は、全て日本語で作成すること。 

イ 用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知につい

て（令和 4年 1月 11日内閣文第 1号内閣官房長官通知）」を参考にすること。 

ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考に

すること。 

エ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場

合を除き、原則紙媒体は正１部・副１部、電磁的記録媒体は２部を納品すること。

なお、ソースコード、実行プログラム等のプログラムについては、電磁的記録媒体

のみで可とする。 

オ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A列４番

とするが、必要に応じて日本産業規格 A列３番を使用することも可とする。 

カ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office又は PDFのファイル形式

で作成し、CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。 

キ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて

納品することとし、Wordや Excel等の PDFファイルへの返還前の元ファイルも納品

すること。 
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ク 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得

ること。 

ケ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすること

のないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意す

ること。 

コ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる

確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に

対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定

義パターンバージョン、確認年月日）を記載したラベルを貼り付けること。 

 

（３）成果物の納品場所 

受注者は、原則として以下の場所において成果物の引渡しを行うこと。ただし、担当

部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

〒100－8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 

水産庁資源管理部国際課 

（電話：０３－６７４４－２３６４） 

 

（４）成果物の取扱いに関する事項 

ア 知的財産権の帰属 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下の定めるところに

よる。 

（ア）本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法（昭和 45

年法律第 48号）第 21条から第 28条に定める全ての権利を含む。）は、受注者が本

業務の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案

書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものと

する。 

（イ）農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複

製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任

意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改

変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）が

できるものとする。 

 ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がそ

の業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知した

ときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法

等について協議するものとする。 

（ウ）本調達に係るプログラムに関する権利（著作権法第 21 条から第 28 条に定める
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全ての権利を含む。）及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済

されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。 

（エ）納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び

使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当

該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産

省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の

原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において

一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、

受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講

じるものとする。 

 （オ）受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、

第三者をして行使させないものとする。 

  （カ）受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為

に十分配慮し、これを行わないこと。 

イ 検収及び契約不適合責任 

（ア）本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明

を実施して検収を受けること。 

（イ）検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修

正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定さ

れた日時までに再度納品すること。 

（ウ）農林水産省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致（バグも含

む。以下「契約不適合」という。）が発見された場合、受注者に対して当該契約不

適合の修正等の履行の追完（以下「追完」という。）を請求することができ、受注

者は、当該追完を行うものとする。ただし、農林水産省が追完の方法についても請

求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注

者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 

（エ）前記（ウ）にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達するこ

とができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前記（ウ）に

規定された追完に係る義務を負わないものとする。 

（オ）農林水産省は、当該契約不適合（受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

に限る。）により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することがで

きる。 

（カ）当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされ

ない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的
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を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一

部を解除することができる。 

（キ）受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後１年

以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただ

し、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知

らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する

ときにはこの限りでない。 

（ク））前記（ウ）から（キ）までの規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料

等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、受注者

がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの

限りでない。 

 

６ 作業の実施体制・方法 

（１）作業実施体制 

本業務の関係者及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図表のとおりとする。 

なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に担当部署と協議の

上、適宜見直しを行うとともに、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、

作業実施体制とは別に構成すること。 

また、本業務において、農林水産省が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われな

いことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていることとし、品質保

証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図などの品質保

証体制を証明する書類を提出すること。 

受注者の体制については、担当部署と円滑なコミュニケーションができていない場

合や、担当部署からの問い合わせ・指示等に適切な回答、対応がなされない場合等、本

業務の実施に当たり適切な執行が期待できないと担当部署が判断した場合には、受注

者の体制・要因の変更を申請するので、これに応ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制 
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表 2 本業務における組織等の役割 

組織等 本業務における役割 

PJMO 本情報システムの管理組織として、本業務の進

捗等を管理する。 

PMO 

MAFFクラウドCoE 

PJMOからの情報システムに係る相談対応を行

う。また、担当部署・受注者に対してクラウド

全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的支援を

行う。 

本業務受注者（令和５年度かつお・まぐろ・遠

底ＶＭＳシステム（現行システム）データベース

の運用・保守業務事業者 ） 

本業務を実施する。 

現行システムの運用・保守業務を行う。 

クラウドサービス事業者 現行システムで使用するクラウドを管理する。 

MAFFクラウド事業者 MAFFクラウドの運用及び移行業務への支援を行

う。 

 

（２）作業要員に求める資格等の要件 

ア 受注者における業務遂行責任者は、年間延べ 120 万件規模の情報を取扱いするシ

ステムの運用、保守管理の遂行責任者としての経験を有すること。 

イ 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうち、プロジェクトマネ

ージャー試験の合格者又は PMI（ Project Management Institute ）の PMP

（ProjectManagement Professional）の資格を有すること。ただし、当該資格保有者

等と同等の能力を有することが経歴等において明らかなものについては、これを認

める場合がある（その根拠を明確に示し、農林水産省の了解を得ること。）。 

ウ 支援メンバを含む作業体制全体として、クラウドサービスに係るすべての技術領

域において当該クラウドサービスの認定技術者としての上級資格［※1］を有するメ

ンバを配置すること。設計担当者は、クラウドサービスに係るすべての技術領域にお

いて当該クラウドサービスの認定技術者としての中級資格［※2］を有すること。ま

たは、クラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス（AWS プロフェッ

ショナルサービス、Azure 有償サポート）の利用での対応も可とする。 

  ※1 例として、以下のような資格が挙げられる。 

     AWS Certified Solutions Architect - Professional 

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert   

※2 例として、以下のような資格が挙げられる。 

     AWS Certified Solutions Architect - Associate 

Microsoft Certified:Azure Administrator Associate 

 

（３）作業場所等 
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本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備（クラウドサービスを含む）、備

品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて

担当職員が現地確認を実施することができるものとする。なお、本業務のうち、確認書

入力業務については、申請日に水産庁国際課内にて行うこと。 

 

（４）実施計画等に基づく管理等 

受注者は、担当部署が承認したプラットフォーム移行業務実施計画書の作業体制、ス

ケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物

を作成すること。その際、プラットフォーム移行業務実施要領に従い、コミュニケーシ

ョン管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、

変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 

また、受注者は、担当部署が承認した運用保守実施要領に基づき、運用保守業務に

係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システ

ム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 

 

７ 作業実施に当たっての遵守事項 

（１）機密保持、資料の取扱い 

ア 受注者は、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規

則」（平成 27年３月 31日農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）、「農林水産

省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」（平成 17 年３月 18

日農林水産省、林野庁、水産庁訓令第１号）等の説明を受けるとともに、本業務に係

る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群（以下

「統一基準群」という。）に準拠することとされていることから、受注者は、統一基

準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行う

こと。 

イ 受注者は、別紙４「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様書」に基づき、

作業を行うこと。 

 

（２）業務に関連する法規への対応 

受注者は、業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等

に関する法律、外国為替及び外国貿易法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律等の関連法規、労働関係法令及び関連する法令等を遵守すること。 

 

（３）その他の文書、標準への準拠 

受注者は、以下に従い業務を実施すること。 
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ア アプリケーション・コンテンツの作成規定 

（ア）提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。 

（イ）提供するアプリケーションに脆弱性を含めないこと。 

（ウ）実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログ

ラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 

（エ）電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等

がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケ

ーション・コンテンツの提供先に与えること。 

（オ）提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョ

ンのＯＳやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下

させる設定変更を、ＯＳやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ア

プリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 

（カ）サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報

が本人の意思に反して第三者に提供させるなどの機能がアプリケーション・コン

テンツに組み込まれることがないよう開発すること。 

（キ）「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供す

ること。 

（ク）詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供

に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテ

ンツの作成及び提供を行うこと。 

イ 農林水産省に承認を得たコーディング規約を遵守して業務を行うこと。 

 

８ 情報セキュリティの確保 

ア 受注者は、委託を受けた業務以外の目的で本システムにログインしないこと。 

イ 受注者は、本調達の受注により知り得た全ての事実については、契約期間中はもとよ

り、契約終了後においても永久に外部に漏らしてはならない。 

なお、本業務の一部を再委託する場合は、再委託を受ける者も本調達の受注により知

り得た全ての事実については、契約期間中はもとより、契約終了後においても永久に外

部に漏らしてはならない。 

ウ 受注者は、本システムのアクセス記録及び事案内容並びに事案への対応経過につい

て整理し、保存すること。 

エ 受注者は、本システムに接続するパソコンの脆弱性対応、最新のウィルスパターンフ

ァイルの適用及び OS 等の脆弱性対応プログラムの適用等、十分なセキュリティ対策を

講じること。 

オ 受注者は、本業務における事故及び不正行為対策等のため、以下の事項について決定

し、契約締結後 10開庁日以内に書面にて担当部署に提出の上、承認を得ること。 
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（ア）責任者、監督者 

（イ）作業者及び作業範囲（時間及び場所等） 

（ウ）設計・開発等の事故、不正行為等に係るリスク分析 

（エ）設計・開発作業中における稼働中の本システムの切り離し 

（オ）設計・開発で使用するソフトウェアの名称、バージョン、製造元（配布元）等 

（カ）設計・開発の際のアクセス権限を有する者の範囲 

（キ）使用するマニュアル等の保管場所 

カ 受注者は、本業務の実施に際し、本システムに重大なインシデントが発生した場合は、

直ちに担当部署に報告し、その指示に従うこと。なお、情報漏洩による損害が発生した

場合には、賠償すること。 

キ 受注者は、本業務を履行する上で本システムに重大なインシデントが発生した場合

には、直ちに担当部署に事案が発生した旨を報告し、担当部署と協議の上、速やかに対

応すること。 

 

９ 個人情報（事業者情報を含む）管理 

ア 受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）の取扱いに係る事項につ

いて、担当部署と協議の上決定し、契約締結後５開庁日以内に書面にて担当部署

へ提出すること。なお、書面には以下の事項を記載すること。 

（ア）個人情報保護取扱い責任者の所属・氏名等を記載した管理体制 

（イ）個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結果に

おいて問題があった場合の対応等） 

イ 受注者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱に関して原則とし

て１回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検

査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の

取扱に係る業務を再委託する場合は、受注者（必要に応じ農林水産省）は、原則

として１回以上再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により

実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。 

ウ 受注者は、本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保

持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施

し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産

省の了承を得た上で実施すること。 

エ 受注者は、個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。な

お、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復
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元できないように破棄・消去を実施すること。 

オ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等、安全確保の上で問題と

なる事案を把握した場合には、直ちに被害拡大防止等のために必要な措置を講ず

るとともに、担当部署に対して事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び

本人への対応等について、直ちに報告すること。 

オ 受注者は、個人情報の取扱において適正な取扱いが行われなかった場合には、

本業務の契約解除の措置を受けるものとする。 

カ 受注者は、本業務で知り得た事業者情報等については、上記個人情報と同等に

取り扱うこと。 

 

１０ 応札者の条件 

 ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

 （ア）品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は｢ISO9001」（登録活動

範囲が情報処理に関するものであること。）の認定を、業務を遂行する組織が有して

おり、認証が有効であること。 

（イ）上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを

有している事業者であること（管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質

管理手順規定等を提示すること。）。 

イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

（ア）情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」

の認証を有しており、認証が有効であること。 

（イ）一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受け

ているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 

（ウ）個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認

定された事業者であること。 

 ウ 応札者は、本業務と類似する申請審査業務、データ入力およびデータ分析に関するシ

ステム保守・管理事業の受注実績を過去５年以内に有すること。 

 エ 応札者は、本システムを導入予定のパブリッククラウドへの移行若しくは構築、又は

導入予定のパブリッククラウドにおける運用保守を行った実績を過去３年以内に有す

ること。 

 オ 複数事業者による共同入札 

 （ア）複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任

を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行う

こと。 

（イ）共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、

業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間
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の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決す

ること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。 

（ウ）共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独入札又は他の共同入札への参

加を行っていないこと。 

（エ）共同事業体の代表者及び構成員のそれぞれが下記カの要件に該当しないとともに、

代表者が上記はア及びイの要件を満たすこと。 

 カ 入札制限 

本業務を直接担当する農林水産省 ITテクニカルアドバイザー（旧農林水産省 CIO補

佐官に相当）、農林水産省全体管理組織（PMO）支援スタッフ及び農林水産省最高情報セ

キュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 38年大蔵省令第 59号）第８条に規定す

る親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有す

る事業者は、本業務に関して入札に参加できないものとする。 

 

１１ 再請負に関する事項 

（１）再請負の制限及び再請負を認める場合の条件 

ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。 

イ 受注者における業務遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることは

できない。 

ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

 

（２）承認手続き 

ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あら

かじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再

請負の必要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を農林水産

省に提出し、あらかじめ承認を受けること。 

イ 前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再

請負に関する書面を農林水産省に提出し、承認を受けること。 

ウ 再請負の相手方が更に請負を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合（以下

「再々請負」という。）には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに

再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。 

 

（３）再請負先の契約違反等 

再請負先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義

務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は、当該再請負
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先への再請負の中止を請求することができる。 

 

１２ 貸与資料及び事前資料閲覧 

（１）貸与資料 

本業務の実施に当たっては、以下に記す本システムに関する資料について、契

約締結後に受注者に電子媒体にて貸与する。また、これらの他に本業務を遂行す

る上で必要となる資料の貸与を希望する場合は、担当部署と協議の上、貸与申請

を提出すること（任意様式）。なお、貸与された資料は、厳重に管理し、本業務の

終了時に速やかに担当部署へ返却すること。 

〇 本システムの基本設計書、詳細設計書 

〇 ソースコード 

〇 操作マニュアル 

 

 （２）事前閲覧資料 

本業務の応札希望者は、公告期間中の開庁日 10：00～18：00の間に限り、上記

資料及び本業務の実施に参考となる資料の閲覧を可能とする。なお、必ず事前に

担部署まで連絡の上で閲覧日時を調整することとし、閲覧後担当部署の許可職員

が署名した別紙４「資料閲覧申込書」を証明書提出時に提出すること。 

また、閲覧に当たっては、担当部署の指示に従うものとし、閲覧場所以外への

資料の持ち出し、撮影及び複製は一切認めないものとする。 

応札希望者が閲覧できる資料一覧表 

ア 上記（１）に記載の資料 

イ 令和２年度かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステム運用・保守作業業務納入成

果物 

ウ 令和３年度かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステム運用・保守作業業務納入成

果物 

エ かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムプロジェクト計画書    

 

１３ その他 

ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優

先する。 

イ 本業務は、令和５年度の予算成立を条件とする。令和５年４月１日以前に令和５年度

予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う可能性がある。 

ウ 受注者は、本システムの構成や機能等を十分に調査し、分析した上で作業を実施

すること。 

エ 受注者は、本業務において本システムからデータを取得して作業を行った際に
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は、作業終了後、取得したデータを速やかに消去するとともに、消去完了報告書を

担当部署へ提出すること。 

オ 受注者は、必要に応じて図５の関係事業者と協議し、本業務を実施すること。  

  特に、MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及び MAFF クラウ

ド CoEと協議の上、作業を進めること。 

また、MAFFクラウド CoEからクラウドのシステム構成について、改善点の指摘

を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。 

カ 本システムの調査、データの取得、修正プログラムの適用等の作業において、

関係業者等と打合せ等が必要な場合には、受注者が主体的に調整を行うこと。 

キ 本業務の履行において、受注者の過失により農林水産省のシステム、機器等に

損害を与えた場合には、受注者の責任において復旧を行うこと。 

ク 担当部署は、受注者の業務状況・進捗状況に対し、本業務の目的を達成するた

めに必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うこと。 

ケ 本業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作

業等が生じた場合又は本業務の内容を変更する必要が生じた場合は、担当部署と

受注者が協議の上、対応を決定すること。この場合、受注者は当該協議に関する

議事録等を作成し、担当部署の承認を得ること。 

コ 受注者は、原則として本システムの運用を停止することなく作業を行うこと。

ただし、やむを得ず停止せざるを得ない場合には、担当部署と協議の上、その指

示に従うこと。 

サ 受注者は、本業務の実施に際して農林水産省関係施設及び敷地内に立ち入る場

合、農林水産省及び関係機関が別途定める諸規則等手続きに従い、許可された区

域以外へ立ち入らないこと。また、立ち入りに際しては常に社員証等の身分証明

書を携帯すること。 

シ 本調達において改修を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的

に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、

農林水産省が定めた実施内容（監査内容、対象範囲、実施者等）に基づく情報システム

監査を受注者は受け入れること。（農林水産省が別途選定した事業者による監査を含

む。） 

ス 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案

を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 

セ 本仕様書について質問等がある場合には、別紙５「令和５年度かつお・まぐろ・

遠底ＶＭＳシステムに係る現行システムの運用保守・プラットフォーム移行・移行

後の運用保守業務調達仕様書に係る質問及び回答」の様式により担当部署へ問合せ

を行うこととし、担当部署は質問書に対する回答を適宜行うこととする。 
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１４ 附属文書 

別紙１  ： 要件定義書 

別紙２  ： 農林水産省クラウド利用ガイドライン 

別紙３－１： 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

別紙３－２： 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュア

ルにも基づくセキュリティ対策要件 

別紙４  ： 資料閲覧申請書 

別紙５  ： 令和５年度かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステムに係る現行システムの

運用保守・クラウド移行・移行後の運用保守業務調達仕様書に係る質問及

び回答 

 


