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１ 調達案件の概要 

（１）調達件名 

水産基盤整備事業情報管理システムのアプリケーションバージョンアップ及び試行

運用業務 B 

  

（２）調達の背景・目的 

水産基盤整備事業を実施している補助事業者（都道府県等）は、水産物の安定供給

等のため、水産基盤整備事業を実施しているが、水産庁には地方組織がないことか

ら、補助金交付に係る事務手続きのほぼ全てを本庁で実施している。また、手続き段

階ごとに補助事業者（都道府県等）と水産庁の担当者間との連絡・確認事項が多く、

両者にとって多大な負担となっている。 

このような状況を解消するため、双方が容易に連絡・確認状況を的確に把握できる

よう、システム化を図ることが強く求められていることから、平成 30年度よりシス

テム開発に着手し、これまでに水産基盤整備事業情報管理システム（以降「本システ

ム」という。）の構築を進めてきたところである。 

令和４年度の下半期において令和４年度水産基盤整備事業情報管理システムの MAFF

クラウド移行業務 A（以降「別業務 A」という。）にて行う MAFFクラウドへの移行と

併せ、本業務にて行う移行後の試行運用を経て、令和５年度より本格運用を行う。 

 

（３） 業務・情報管理システムの概要   

本システムは、水産基盤整備事業の補助事業者（都道府県等）及び水産庁の担当者が

以下２点を WEB 上で行うことで効率的な申請・審査業務を実現するためのシステムで

ある。 

・進捗状況の見える化と資料の迅速な共有 

・契約額と支出額の集計 

 

【都道府県】 事業基本計画書

審査【水産庁(審査担当)】

＜補助金交付申請＞

【都道府県】 認可設計書 補助金交付申請書

ヒアリング

審査

【水産庁(事業担当)】

実施設計作成

集計（契約額ベース）

集計（支払額ベース）

執行状況資料入札・契約

提出

実績報告書

提出

額の確定

工法協議資料

ヒアリング【水産庁(審査担当) 】

【都道府県】

＜実績報告＞＜状況調査＞

＜事業基本計画書＞
＜工法協議＞

委託・工事

予算内示

提出

提出 協議 承認
提出 協議 確認

【水産庁(予算担当)】

【水産庁(交付申請担当)】

割当内示

通知

：公文書でのプロセス
（eMAFF実装予定）

予算内示

予算内示

共有

共有

＜予算内示＞

提出 協議 確認

＜補助事業の実施＞

申請

協議

交付決定

自動集計

事業執行における各種金額（予算額、交付決定額、執行額、額の確定）の整合について、水産庁と都道府県で共有し業務効率化を図る

凡 例

矢印：プロセス

赤着色：システム化対象プロセス
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図 1 本システムの概要 

 

（４）情報管理システムの移行   

本業務と並行して実施する情報管理システム移行（別業務 A）では、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目指すこ

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」を提供する農林水産省本省所有の 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。 

農林水産省では、政府全体の動向や利用者の視点に立った、あるべき農林水産行政の

姿を踏まえ、2020 年 3 月に「農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画」を改定し、

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

の移行を進めることとしている。本システムでは MAFF クラウドを利用しており、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。引き続き、本システムでは MAFF クラウドを利用することを前提と

する。 

 

 

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５年３月 31日まで 
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なお、MAFF クラウド移行後の試行運用については令和５年３月１日から同年３月１

５日までとする。 

 

（６）本業務の担当部署 

水産庁漁港漁場整備部整備課 

TEL：０３－６７４４－２３９０ 

 

（７）業務の概要   

本業務では、別業務 Aで行う「本システムの全ての機能の移行」後に、その試行運用

を行うため、以下のアからタの業務を行うこと。  

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、別業務 A受注者と調整を図った上で、試行運用を行うこと。 

ア 情報管理システムアプリケーションバージョンアップ業務実施計画書等の作成 

イ バージョンアップに伴う設計 

ウ 改修、テスト 

エ アプリケーションのバージョンアップ 

オ 別業務 A「システム基盤、運用環境の設定、移行、導入時テスト」に対する支援 

カ 別業務 A「テスト」の支援 

キ 別業務 A「MAFFクラウド移行」の支援 

ク 別業務 A「受入テスト」への協力 

ケ 緊急時対応マニュアルの作成支援 

コ 試行運用の実施 

サ 障害発生時対応（アプリケーション部分） 

シ 情報管理システムの現況確認支援 

ス 情報資産管理標準シートの提出等 

セ 運用保守作業の改善提案 

ソ 引継ぎ 

タ 会議の開催 

 

（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。 
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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、本システムにおけるアプリケーションのバージョンアップ及び別業

務 Aで行う MAFF クラウドへの移行後のシステムの試行運用・保守業務を行うものと

する。このため、本業務の実施に当たっては別業務 Aの受注者と連絡を取り合い連携

して行うものとし、必要に応じて水産庁と本業務受注者、別業務 A受注者の３者打合

せを行いつつ業務を進める。 

本業務において、パブリッククラウドにおけるクラウドサービス移行を行う別業

10 11 12 1 2 3

別業務A  1．設計開発業務

クラウド移行  システム移行業務実施計画書等の作成

インフラ並びに運用保守の設計

システム基盤、運用環境の設定、導入、導入テスト

確認テスト

データ移行（～2月14日）

受入テスト支援

　クラウド移行後のシステムの引継ぎ

試行運用支援（期間：3月１日～15日）

障害発生時対応（～３月15日）

情報資産管理票等シートの提出等

　会議の開催 ○ ○ ○

本業務  ２．運用・保守業務

保守・運用  業務作業計画書等の作成

バージョンアップに伴う 設計

改修、テスト

アプリケーションのバージョンアップ

緊急時対応マニュアルの更新支援

試行運用（期間：3月１日～15日）

障害発生時対応（～３月15日）

情報システムの状況確認支援

情報資産管理票等シートの提出等

　運用保守作業の改善提案

　引継ぎ（①～１月10日、②～３月31日）

　会議の開催 ○ ○ ○ ○ ○

次年度  ３．本運用（開始：4月1日～）

作業項目
2022年 2023年
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務 Aの環境を引き継ぎ運用する上で必要な金額を入札金額に含めることとする。 

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。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、移行後業務開始時において、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、実施時期等 

 
（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   

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

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。 

作業項目 2020（R2年度） 2021（R3年度） 2022（R4年度） 2023（R5年度）

調達方式
最低価格落札
方式

最低価格落札
方式

最低価格落札
方式

最低価格落札
方式（予定）

水産基盤整備
事業情報管理

システム

システム

開発

システム

開発

クラウ

ド移行

試行

運用

保守運用

別業務A

本業務
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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 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

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。 

キ 農林水産省は、令和 5 年度に農林水産省統合ネットワークをガバメントソリューショ

ンサービス（GSS）に移行する予定である。当該 GSSについてはデジタル庁において検

討されており、詳細について順次検討が進められているところ、担当部署の求めに応じ、

移行に必要な情報提供、質疑応答、移行を考慮した設計を行うこと。 

※ なお、本システムのシステム概要・改修規模は以下の通り 

アプリケーションが利用する言語は PHPの Larabel及び Javascript 

アプリケーションが利用する DBは Postgre SQL 

ソースコードの総ステップ数は 7716、実ステップ数は 4423である。 

利用者は 40 都道府県と水産庁職員であり、利用者は 100～200名程度である。 

取り扱うデータ容量は、年間 100GB程度を想定している。 

 

４ 業務の実施内容   

業務の遂行に当たっては、「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。以下、「標準ガイドライン」という。）
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に基づき、作業を行うこと。 

また、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（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）」及び「デジタル・ガバメン

ト推進標準ガイドライン実践ガイドブック（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）」

を参考とすること。 

なお、「標準ガイドライン」群が改定された場合には、最新のものを参照することとし、

その内容に従うこと。 

【参考】デジタル庁 HP https://www.digital.go.jp/resources 

 

（１）情報管理システム業務作業計画書等の作成 

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。）に作業実施計画書を作成して提出し、担当部署の承認を

得ること。 

なお、作業実施計画書には、以下の内容を記述し、作業実施計画書の内容に変更の必

要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業実施計画書を担

当部署に書面にて届け出て承認を得ること。 

また、受注者は、承認を得た作業実施計画書に基づき、本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。 

 

ア 全体スケジュール（作業工程名、各作業工程の実施内容、実施期間、作業担当、各

作業工程の完了条件を含む。） 

イ WBS 及び詳細スケジュール（作成した WBS を元に、各作業の関連性（作業間の依存

関係が明確になるようにスケジュールをガントチャートとして記述し、明確にする

こと。）、作業担当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係

を踏まえ整理するもの。） 

ウ プロジェクト体制図（要員数、要員の経験・スキル、連絡先、作業計画と要員配置

との対応関係も含む。） 

エ 会議体ルール 

オ コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

カ 本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系 

キ ドキュメント管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

ク 情報セキュリティ管理（委託先等を含む。） 

ケ 作業体制の管理手法 

コ 品質管理、品質基準の設定 
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サ リスク管理 

シ 課題管理 

ス 変更管理 

 

（２）バージョンアップに伴う設計 

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 本システムを稼働させるために必要な環境整備の準備及び方式の検証をすること。

その上で、担当部署の承認を得ること。   

イ 本システムを稼働させるために必要なアプリケーションのバージョンアップに係

る設計を実施すること。必要に応じて、既存の基本設計書、詳細設計書を修正し、担

当部署の承認を得ること。なお、導入するソフトウェアは十分なサポート期限があ

るものを選定し、A事業者及び 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。 

ウ 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については、別業務 A

にて実施する。このため、本業務では、別業務 A にて作成した「運用設計書」を受

け取り、確認した上で更新した内容にて運用業務を実施する。 

エ 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。 

オ 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。 

 

（３）改修、テスト 

   バージョンアップ後のアプリケーションに問題ないか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。 

 

（４） アプリケーションのバージョンアップ 
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バージョンアップ設計に従い、期日までに引継ぎを行えるよう適切に実施する。 

 

（５）システム基盤、運用環境の設定、導入、導入時テストの支援 

受注者は、別業務 A にて実施するシステム基盤の設計並びに別業務 A 受注者にて準

備するソフトウェアを設定・導入して、動作確認等のテストを行う際に支援を行う。 

 

（６）テストの支援 

本業務においては、別業務 Aが行う以下のテストの実施に対して支援を行う。 

ア 別業務 A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 別業務 A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 別業務 A 受注者は、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。 

エ 別業務A受注者の実施する総合テストにおいて、アプリケーションプログラムで

不具合が発生した場合、受注者がアプリケーションの障害の原因を切り分けるこ

と。過去の改修における不具合であった場合は、過去の改修事業者に修正対応を依

頼想定のため、支援すること。  

 

（７）ＭＡＦＦクラウド移行への支援 

ア 受注者は、別業務 Aにて行う移行作業を確認し、必要な支援を行う。なお、移行は、

AWS又は Azureの仕様に準拠したデータ移行方式で行うものとしている。 

イ 受注者は、別業務 A受注者が移行に当たり行う、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作成に関し、必

要な情報提供を行うこと。 

ウ 受注者は、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

等についてもデータの信頼性の確保を確認し、別業務 A 受注者が移行結果報告書を

作成する際に必要な助言、情報提供を行う。 

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旨を確認

すること。なお、移行の対象となるデータはマスターデータのみである。 
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（８）受入テストへの協力 

本業務においては、運用保守に係る設計に変更があった場合に、別業務 A受注者が実

施する受入テストへの支援に協力するものとする。 

ア 別業務 A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 別業務 A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 別業務 A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。 

 

（９）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。 

 

（１０）試行運用の実施 

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。なお、今回は試行運用期間であるので、不具合に

かかる相談や利用者からの意見については、水産庁が一度受けた上で、水産庁と受注

者との間で協議して対応方針を決めることとする。このため、受注者が保守における

即日対応が可能となる体制を構築する必要はないものとする。 

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、情報管理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。）、情報管理システムの定期点検状況、情

報管理システ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

について運用保守作業報告書を取りまとめること。 

ウ 受注者は、全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、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 15 日までの試行運用期間２週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
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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、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及びそれらを

一覧表にとりまとめ、毎月、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管理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。 

サ 受注者は、担当部署が情報管理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。 

 

（１１）障害発生時対応（アプリケーション部分） 

ア 受注者は、情報管理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、情報管理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。 

エ クラウド移行業務が原因の障害が発覚した場合には、別業務 A に連絡し対応して

もらうこと。 

 

（１２）情報管理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、情報管理システム資産管理格納デー
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タと情報管理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、情報管理システム資産管理格納データと情報管理シ

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。 

 

（１３）情報資産管理標準シートの提出等 

受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、情報管理シ

ステム移行業務実施要領及び運用保守実施要領において定める時期に提出すること。 

ア 開発規模の管理 情報管理システムの開発規模（工数、ファンクションポイント等）

の計画値及び実績値 

イ ハードウェアの管理：情報管理システムを構成するハードウェアの製品名、型番、

ハードウェア分類、契約形態、保守期限等 

ウ ソフトウェアの管理：情報管理システムを構成するソフトウェア製品の名称（エデ

ィションを含む。）、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サ

ポート期限等 

エ 回線の管理 情報管理システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業

者名、使用期間、ネットワーク帯域等 

オ 外部サービスの管理：情報管理システムを構成するクラウドコンピューティング

サービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等 

カ 施設の管理：情報管理システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報管

理システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラ

ック数、各区域に関する情報等 

キ 公開ドメインの管理：情報管理システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、

有効期限等 

ク 取扱情報の管理：情報管理システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、

個人情報の有無、格付等 

ケ 情報セキュリティ要件の管理：情報管理システムの情報セキュリティ要件 

コ 指標の管理：情報管理システムの運用及び保守の間、把握すべきＫＰＩ注）名、Ｋ

ＰＩの分類、計画値等の案 

サ 各データの変更管理：情報管理システムの運用保守において、開発規模の管理、ハ
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ードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の

管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の

管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行っ

た項目 

シ 作業実績等の管理：情報管理システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、

課題及び障害事由 

 

（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。 

 

（１５）引継ぎ 

受注者は、別業務 A受注者及び令和５年度の本システム運用・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、現行システムの開発時の報告書をよく読み、必要に応じて本業務におい

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管理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、担当部署が本情報管理システムの更改を検討する際には、次期情報管理

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）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、情報管理システム移行業務実施期間中においては、定例会を隔週開催し、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、３開庁日以



17 
 

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。 

 

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。なお、

既存のドキュメントについては、本移行作業において発生し、または変更が必要となった

個所のみを更新することでよく、変更がないものについては新たに作成する必要はない

ものとする。 

 

表 1 成果物一覧 

成果物名 
仕様書 
記載箇所 

納入期限 

情報管理システム作業計画書 ４（１） 契約締結後10開庁日以内 

最終版は令和５年３月31日 

情報管理システム作業実施要領 ４（１） 同上 

設計書類（更新したもののみ） ４（２） 令和５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５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（２） 令和５年２月２８日 

移行後の新システムにおける運用保守実施要

領 

４（２） 令和５年２月２８日 

操作マニュアル ４（２） 令和５年２月２８日 

テスト計画書及び結果報告書 ４（４） 令和５年３月31日 

ソースコード 改修した場合の

み、改修後のソ

ースコード 

令和５年３月31日 

実行プログラム 改修した場合の

み、改修後の実

行プログラム 

令和５年３月31日 

運用保守作業報告書 ４（８） 令和５年３月 31日 

クラウドサービスの利用実績 ４（８） 毎月翌月５開庁日以内 

情報資産管理標準シート ４（１１） 
 

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（１２） 会議後５開庁日以内 

引継資料 ４（１４） 令和５年３月31日 
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成果物名 
仕様書 
記載箇所 

納入期限 

年度末時点で本情報管理システムが保有する

データ一式（データ引渡し用） 

 令和５年３月31日 

 

（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、「公用文作成の要領（昭和 27年４月４

日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知）」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２部、電磁的記録媒体は３部を納品すること。 

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。 

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。 

〒100－8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 

水産庁漁港漁場整備部整備課 

（電話：０３－６７４４－２３９０） 
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（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、全て水産庁に帰属するものとする。 

（イ）水産庁は、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、複製等により水産庁がその業

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

全ての権利を含む。）及び成果物の所有権は、水産庁から受注者に対価が完済され

たとき受注者から水産庁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水産庁の承認を得ることとし、水産庁は、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

原因が専ら水産庁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、水産庁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）受注者は水産庁に対し、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 
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（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、変更点について水産庁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）水産庁は検収完了後、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、水産庁が追完の方法についても請求した場合

であって、水産庁に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は水産庁が請

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）水産庁は、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

を達することができないときは、水産庁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

以内に水産庁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、契約不適合が水産庁の提供した資料等、又

は水産庁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。 
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情報管理システムの運用においては、受注者が、MAFFFクラウド事業者と、主体的な

調整や連携を行い、本業務を推進すること。 

また、本業務において、水産庁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 

 
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 

水産庁漁港漁場整備部整備課 

本情報管理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からの情報管理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。 

別業務A受注者 令和4年度水産基盤整備事業情報管理システムのMAFFクラウド

移行業務を実施する。 

本業務受注者 本業務を実施する。 

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。 

PJMO 

水産庁漁港漁場整備部

整備課  

PMO 

MAFF クラウド CoE 

デジタル戦略グループ情報管理室  

MAFF クラウド 

事業者  

本業務関係者  

別業務 A 受注者 

クラウドサービス 

事業者 

連絡・相談 

指導・助言 令和４年度水産基盤整備

事業情報管理システムの

本業務受注者 
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表３ 本業務及び別業務 Aにおける責任分解 

 

 

（２）作業要員に求める資格等の要件 

ア 応札者は、本システムで利用中のパブリッククラウドに類するクラウドにおいて

運用・保守を行った実績を過去３年以内に有すること。 

 イ 担当メンバーは、クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格

[※]を有すること。 

作業項目 別業務A 本業務 期日

 システム移行業務実施計画書等の作成 ● △ 契約締結後10日以内

インフラ並びに運用保守の設計 ● △
移行に係るシステム基盤、運用環境の設定、導入、導
入テスト ● △

確認テスト ● △

データ移行 ● △ 2023年2月14日

受入テスト支援 ● △
　クラウド移行後のシステムの引継ぎ ● △ 2023年2月28日

障害発生時対応（クラウド移行部分） ● △ 2023年3月15日

システム業務作業計画書等の作成 △ ● 契約締結後10日以内

バージョンアップに伴う設計 △ ●
改修、テスト △ ●
アプリケーションのバージョンアップ △ ●
更新アプリケーションの引継ぎ △ ● 2023年1月10日

緊急時対応マニュアルの更新支援 △ ● 2023年3月31日

試行運用（期間：3月１日～15日） △ ●
障害発生時対応（アプリケーション部分） △ ● 2023年3月15日

情報システムの状況確認支援 △ ● 2023年3月31日

　運用保守作業の改善提案 △ ● 2023年3月31日

　次年度保守運用業務受注者への引継ぎ △ ● 2023年3月31日

情報資産管理票等シートの提出等 ● ● 2023年3月31日

凡例：
　●：主体的に実施
　△：確認し、引継ぐ等
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※ 例として、以下のような資格が挙げられる。 

AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト試験 

マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト試験 

 

（３）作業場所 

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

担当職員が確認できるものとする。 

 

（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情報管理システ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、情報管理システ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、政府機関等の情報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、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。 
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（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。 

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 農林水産省の定める規定等 

（ア）当該調達案件の業務遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画書

との整合を確保して行うこと。 

（イ）当該調達案件の業務の管理に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト管理

要領との整合を確保して行うこと。 

（ウ）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
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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。 

（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 

（オ）設計・開発の際のアクセス権限を有する者の範囲 

（カ）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。 

ク 受注者は、適切な通信回線を確保し、侵害対策を行うこと。 

（ア） 不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装

置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワー

クを通信回線上で分離すること。 

（イ） 通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信

プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 

（ウ） 情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能

を備えること。 

（エ） サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス停止の脅威の軽減

に有効な機能を活用して情報システムを構築すること。 

（オ） 不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定

される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えると

ともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能で

あること。 

（カ） 脆弱性対策：情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を

悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運
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用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 

（キ）運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システ

ムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備

えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 

ケ 不正監視・追跡対策 

（ア） ログ管理：情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるため

に、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、１年間

保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能（ログの検索機能、

ログの蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 

（イ） ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備

えるとともに、ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅威

の軽減）のための措置を含む設計とすること。 

（ウ） 情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ロ

グの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を

備えること。 

（エ）不正監視：不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して水産庁外と送受信さ

れる通信内容を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備え

ること。 

コ アクセス・利用制限 

（ア）主体認証：情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報

システムにアクセスする主体のうち識別コード（ID）とパスワードによる主体認証

の認証を行う機能として、パスワード規則の設定（文字列の長さの規定、文字種の

規定等）の方式を採用すること。 

（イ）アカウント管理：主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウン

ト（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）す

るための機能を備えること。 

（ウ）情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのア

クセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当

てを適切に設計すること。 

（エ）特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備

えること。 

 サ データ保護 

（ア） 機密性・完全性の確保：通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情

報の漏えいを防止するため、通信回線を暗号化する機能を備えること。暗号化

の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参

照し決定すること。 



27 
 

（イ） 情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアク

セスを制限できる機能を備えること。また、外部との接続のある情報システム

において保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないこと。 

 シ 物理的対策（情報窃取・侵入対策） 

（ア） 情報の漏えいを防止するため、端末の離席対策（自動スクリーンロック等）、端

末のワイヤーロック等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検

知するための機能を備えること。 

（イ） 物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装

置（重要情報を扱う装置）については、外部からの侵入対策が講じられた場所

に設置すること。 

 ス 障害対策（事業継続対応） 

（ア） 構成管理：情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報

セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報シ

ステムの構成（ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情

報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報

システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法

又は機能を備えること。 

（イ） 可用性確保：サービスの継続性を確保するため、本格運用開始後においては情

報システムの各業務の異常停止時間に対し復旧目標時間を設定する。本業務で

は復旧目標を定めないが、本格運用時には１営業日以内の復旧を可能とするよ

う、障害時に迅速な復旧を行う方法又は備える機能を整理すること。 

 セ サプライチェーン・リスク対策 

（ア） 情報システムの構築等の外部委託における対策：情報システムの構築において、

水産庁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。当該品質保証体制を証明

する書類（例えば、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）を提出すること。本調達に係る業務の遂行における情報

セキュリティ対策の履行状況を確認するために、水産庁が情報セキュリティ監

査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリティ監査を受け入れ

ること。また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生

ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保すること。 

（イ） 機器等の製造工程において、水産庁が意図しない変更が加えられないよう適切

な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措

置の実施状況を証明する資料を提出すること。 

ソ 利用者保護 

（ア） 情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮し
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た上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 

（イ） 情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用

者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。 

 

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

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（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

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。 
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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。 

（エ）本業務の実施体制内に情報処理安全確保支援士又は情報セキュリティスペシャリ

スト（SC）を配置すること。 

 ウ 応札者は、過去５年以内に 10名以上の利用者が利用する規模の情報システムのプロ

グラム開発業務の実績を有すること。また、同規模の情報システムの運用又は保守作業

を行った実績を直近５年以内に１件以上有すること。 

 エ 応札者は、パブリッククラウドへの移行若しくは構築、又はパブリッククラウドにお

ける運用保守を行った実績を有する担当者を配置できること。 

 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

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、解散後の瑕疵担保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、

代表者が上記はアからウの要件を満たすこと。 

 カ 入札制限 
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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

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
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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

担当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５「資料閲覧申請書兼機密保持誓約書」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３年度水産基盤整備情報管理システムの機能改修に係る設計開発等業務

報告書 
ウ 遵守すべき農林水産省独自の規定類 

 （ア）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 

（イ）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 

 
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 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。 

ウ 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

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。 
エ 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。 

オ 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。 
カ 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
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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。 
キ 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。 
ク 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。 
ケ 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。 
コ 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。 
サ 本調達において改修を行う情報管理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、農林水産省が情報管理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

管理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。） 

シ 情報管理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。 
ス 本仕様書について質問等がある場合には、別紙６「情報管理システム移行・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。 
 
１４ 附属文書    

別紙１： システム構成 
別紙２： 令和３年度実施業務報告書概要版 
別紙３： 農林水産省クラウド利用ガイドライン 
別紙４： 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 
別紙５： 資料閲覧申請書兼機密保持誓約書 
別紙６： 情報管理システム移行・移行後の運用保守業務調達仕様書に係る質問及び

回答 
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	（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、変更点について水産庁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）水産庁は検収完了後、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、水産庁が追完の方法についても請求した場合であって、水産庁に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は水産庁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）水産庁は、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を達することができないときは、水産庁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年以内に水産庁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、契約不適合が水産庁の提供した資料等、又は水産庁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
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	表３　本業務及び別業務Aにおける責任分解
	（２）作業要員に求める資格等の要件
	ア　応札者は、本システムで利用中のパブリッククラウドに類するクラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去３年以内に有すること。
	イ　担当メンバーは、クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[※]を有すること。
	※　例として、以下のような資格が挙げられる。
	AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト試験
	マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト試験
	（３）作業場所
	（４）実施計画等に基づく管理等

	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
	（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、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

	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。
	（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
	（オ）設計・開発の際のアクセス権限を有する者の範囲
	（カ）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。
	ク　受注者は、適切な通信回線を確保し、侵害対策を行うこと。
	（ア） 不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離すること。
	（イ） 通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。
	（ウ） 情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えること。
	（エ） サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス停止の脅威の軽減に有効な機能を活用して情報システムを構築すること。
	（オ） 不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。
	（カ） 脆弱性対策：情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
	（キ）運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。
	ケ　不正監視・追跡対策
	（ア） ログ管理：情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、１年間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等）を備えること。
	（イ） ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減）のための措置を含む設計とすること。
	（ウ） 情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。
	（エ）不正監視：不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して水産庁外と送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。
	コ　アクセス・利用制限
	（ア）主体認証：情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体のうち識別コード（ID）とパスワードによる主体認証の認証を行う機能として、パスワード規則の設定（文字列の長さの規定、文字種の規定等）の方式を採用すること。
	（イ）アカウント管理：主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）するための機能を備えること。
	（ウ）情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。
	（エ）特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。
	サ　データ保護
	（ア） 機密性・完全性の確保：通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信回線を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。
	（イ） 情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。また、外部との接続のある情報システムにおいて保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないこと。
	シ　物理的対策（情報窃取・侵入対策）
	（ア） 情報の漏えいを防止するため、端末の離席対策（自動スクリーンロック等）、端末のワイヤーロック等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。
	（イ） 物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置（重要情報を扱う装置）については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。
	ス　障害対策（事業継続対応）
	（ア） 構成管理：情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成（ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。
	（イ） 可用性確保：サービスの継続性を確保するため、本格運用開始後においては情報システムの各業務の異常停止時間に対し復旧目標時間を設定する。本業務では復旧目標を定めないが、本格運用時には１営業日以内の復旧を可能とするよう、障害時に迅速な復旧を行う方法又は備える機能を整理すること。
	セ　サプライチェーン・リスク対策
	（ア） 情報システムの構築等の外部委託における対策：情報システムの構築において、水産庁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。当該品質保証体制を証明する書類（例えば、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）を提出すること。本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、水産庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリティ監査を受け入れる...
	（イ） 機器等の製造工程において、水産庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
	ソ　利用者保護
	（ア） 情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。
	（イ） 情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。
	９　個人情報（事業者情報を含む）管理
	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。）。
	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
	（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

	１２　貸与資料及び事前資料閲覧
	（１）貸与資料
	（２）事前閲覧資料
	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。
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