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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に係る企画競争応募要領 

 

１ 総則 

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（以下「業務」という。）に係る企画競争の実施

については、この要領に定める。 

２ 業務内容 

上記かつお・まぐろ・遠底ＶＭＳシステム（Vessel monitoring system）データベ

ースの運用及び保守業務並びに同システムにより行う以下の業務。 

なお、当該運用、保守業務等については、別紙１「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

仕様書(以下「業務仕様書」という。)」のとおり。 

また、それ以外の同システムにより行う業務に関しては以下のとおり。 

（１） 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、Ｖ

ＭＳシステム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。 

（２） 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 

（３）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。 

（４）経年に伴い OSサポート期限（令和５年 10月）を迎える更新が必要な管理システ

ム（サーバー）について、クラウド化を行うためのデータ移行により、高度なセキ

ュリティ対策を講じたデータ管理が可能となる体制を構築する。 

（５）（１）～（３）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②については、地域漁業管理機関等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。 

３ 予算額 

業務の予算総額は、67,708,000 円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内とする。 

４ 参加資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 70条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供
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等」を有していること。 

（４）農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要

領（平成 26 年 10 月 17 日付け 26 経第 879 号大臣官房経理課長通知）に基づく指名

停止を受けている期間中でないこと。 

（５) 複数団体による提案も可とする。複数団体による提案とは、複数の団体が共同し

て行う提案（以下「共同提案」という。）及び複数の団体が本委託事業の受託のた

めに組織した任意団体（民法（明治 29 年法律第 89 号）上の組合に該当するもの）

が行う提案（以下「グループ提案」という。）とする。複数の事業者が共同提案す

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連絡調整等を行うこと。また、共同提

案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、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。さら

に、共同提案を構成する全ての事業者は、本件への単独提案を行っていないこと。

なお、応募参加要件については、共同事業体を構成する事業者の全てにおいて満た

すこと。 

５ 提出書類 

（１）令和５年度操業管理・海外漁場情報活用事業業務に係る企画書（別紙様式第１

号）。 

企画書には、「２ 業務内容」及び「別紙１ 業務仕様書」で求められる業務につ

いて、次の項目及び内容を提案するものとする。 

① 事業の遂行体制 

請負事業全体の調査・分析の構成、調査を担当する者の人数、役割分担、並び

に経理処理能力（共同提案の場合は、構成する団体ごとの役割分担及び経理区

分を明確にすること。）に関する実施体制。 

② 企画提案を求める項目及び具体的な提案 

・本事業を遂行するための手法、成果物の保存・管理の方法及び本事業により期

待される成果 

・かつお・まぐろ・さんま等漁業を取り巻く情勢及び地域漁業管理機関による勧

告等に関する知見、認識 

・ＶＭＳシステムの概要、運用・保守方針、方法等 

・各地域漁業管理機関により発出された勧告等に基づき、改修が必要と想定され

るＶＭＳシステムの内容及び優先順位 

・本事業で運用するＶＭＳシステムの保守管理 

・システムにおける個人情報等の取扱いに関するセキュリティ対策の内容。 

・電子情報処理システム全般に関する知見、知識 

・システムの脆弱性、情報セキュリティインシデント等に関する対策の内容 

・情報システムの構成やインスタンスタイプ、利用するマネージドサービス 

③ 実施スケジュール 

調査項目ごとに記載すること。 
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④ 再請負の予定（再請負とは、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ

ることをいう。ただし、事務的業務（印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保

管に類する業務）であって、再請負比率が、請負費の限度額の５０％以内であ

り、かつ、再請負する金額が１００万円以下である場合を除く。） 

・予定している再請負先の、氏名又は名称・住所（再請負をする相手方が未定の

場合は、その相手方を選定する方法）、再請負を行う業務範囲、再請負の必要性

及び契約予定金額 

⑤ 「別紙１ 業務仕様書」により、本業務請負者が該当システムを令和４年度受

託者から承継できず新たにシステムを構築する場合のスケジュール及び手法 

⑥ その他必要と認める事項 

(２)  経費内訳書 

事業を実施するために必要な経費のすべての額（消費税等の一切の経費を含

む。）を記載した内訳書（別紙様式第２号） 

（３）令和４・５・６年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

（４）提出者の概要（会社概要等）がわかる資料 

※ グループ提案の場合は、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成

する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等

を併せて提出すること 

（５）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）に基

づく認定（えるぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120

号）に基づく認定（プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、トライくるみ

ん認定企業、）及び青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45年法律第 98号）

に基づく認定（ユースエール認定企業）を受けている者である場合は、基準適合認

定通知書等の写しなど認定状況が分かる資料 

（なお、基準に適合し、認定されている者であることを企画書に記載しておくこと。） 

（６）電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（公的

個人認証法）第 17条第１項第４号、５号若しくは６号の規定に該当する事業者であ

って、同条第４項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者

又は同法第 29 条第１項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業

者である場合は、基準に適合し、認定されている者であることを記載。 

また、公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しなど認定状況のわかる資料。 

（７）業務従事者リスト、当該業務従事者に係る履歴資料及び保護すべき情報の取扱い

に関する資料 

６  応募に係る説明会の開催 

(１)本事業に関する説明会を次のとおり開催する。 

日時：令和５年２月１０日（金）１３：００～ 

場所：水産庁資源管理部第１会議室（農林水産省本館８階、ドア NO.873） 

(２)説明会に出席を希望する者は、令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業

のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち操業管理・海外漁場情報活用事業業務

に関する説明会出席届（別紙様式第３号）を令和５年２月６日までに「７（３） 問
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い合わせ先」へ提出すること。 

(３)説明会への出席は「４ 参加資格」に示す資格は要しない。 

７ 企画書等の提出期限等 

（１）提出期限：令和５年３月６日（月）１５時まで 

（２）提出方法：電子メール 

（３）提出先及び契約条項等に関する問い合わせ先 

水産庁資源管理部国際課かつお・まぐろ漁業班  

担当者：熊谷（クマガイ）、恩田（オンダ）電話：03-3502-8111（6709） 

   E-mail: suisan_kokusaikamahan@maff.go.jp  

（４）企画書等の作成に関する問合せ先 

同上 

（５）提出書類（「５ 提出書類」参照） 

・企画書 

・経費内訳書 

・提出者の概要（会社概要等） 

（６）提出に当たっての注意事項等 

①  提出期限必着とし、期限を過ぎて農林水産省に到達したものは無効とする。 

②  提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行うこ

とはできない。また、返却も行わない。 

③  提出された企画書等は、非公開とする。 

④  １者当たり１件の企画書を限度とし、１件を超えて申込みを行った場合は全

てを無効とする。 

⑤  虚偽の記載をした企画書等は無効とする。 

⑥  競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

８ 審査の実施 

(１) 審査は、「令和 5 年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の

管理体制構築促進事業のうち操業管理・海外漁場情報活用事業に係る業務の企

画審査について」（別紙）に基づき、提出された企画書等の内容について行

い、業務の目的に最も合致し優秀な企画を提出した１者を選定し、契約候補者

とする。 

(２) 審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

９ 契約の締結 

支出負担行為担当官水産庁長官は、契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制

限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。 

10 その他 

（１） 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）  企画書等は、提出者に無断で使用しない。 

（３) 「暴力団排除に関する誓約事項」（別添）について、企画書提出前に確認し 

  なければならず、企画書の提出をもってこれに同意したものとする。 

mailto:suisan_kokusaikamahan@maff.go.jp


- 5 - 

（４） 提出者に要求される事項 

①  提出者は、公示、企画競争応募要領及び調達における情報セキュリティ基準並

びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了

知の上、応募しなければならない。 

②  提出者は、業務従事者リスト、次に示す履歴資料及び保護すべき情報の取扱い

に関する資料を上記７（1）の提出期限までに提出しなければならない。なお、提

出者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、当該事業

を所管する課室の長との協議等に応じる義務を負うものとする。 

③  業務従事者に係る履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。ただし、

必要に応じ、追加資料の提出を求めることがある。 

ア 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他

の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍その他文化

的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。） 

④ 保護すべき情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。ただし、必要に応

じ、追加資料の提出を求めることがある。 

ア 契約を履行する一環として提出者が収集、整理、作成等した一切の情報につ

いて、農林水産省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取

り扱うとともに、提出者の代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を

含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者

以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供

を要求してはならない旨を定める社内規則（契約締結時までに施行予定である

ときは、当該施行期日が明記された決裁済みの未施行規則）の写し（仕様書の要

求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判

別できる態様により、黒塗り等の方法により消除することができる。） 

イ 提出者に係る親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、

フランチャイザー、コンサルタントその他の提出者に対して指導、監督、業務支

援、助言、監査等を行う者（③において「関係会社」という。）の一覧及び提出

者との資本又は契約（名称如何を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者

間契約等を含む。以下同じ。）の関係図 

ウ 顧客との契約に基づき提出者以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じられた

情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが明記された提出者と

その関係会社との関係を規定する契約を化体する書面すべての写し（仕様書の

要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると

判別できる態様により、黒塗り等の方法により消除することができる。） 
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別紙様式第１号 

番   号 

年 月 日 

 

水産庁資源管理部国際課長 殿 

    

住所          

商号又は名称      

代表者氏名   印   

                                                         ※共同提案の場合は連名     

 

 

令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち 

操業管理・海外漁場情報活用業務に係る事業企画書の提出について 

 

 令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち操業

管理・海外漁場情報活用事業を受注したいので、別添のとおり企画書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

 所属/部署 

 氏名 

 電話 

 e-mail 

 

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること） 
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１．事業の遂行体制 

 

２．企画提案を求める項目及び具体的な提案 

   ①・・・・・ 

 

  ②・・・・・ 

 

  ③・・・・・ 

 

  ④・・・・・ 

 

３．実施スケジュール 

 

４．再請負の予定 

 

５． 「別紙１業務仕様書」により、本業務請負者が該当システムを令和 4年度受託者から承継、若

しくは請負者が新たにシステムを構築する場合のスケジュール及び手法 

 

６． 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企業）、次世代

育成支援対策法に基づく認定（くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業）及び青少年の雇

用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定）を受けている者である場合は、基準

に適合し、認定されている者であることを記載 

   また、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況のわかる資料を提出 

 

７． 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（公的個人認証法）

第 17 条第１項第４号、５号若しくは６号の規定に該当する事業者であって、同条第４項に規定

する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第 29 条第１項に規定する総

務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者である場合は、基準に適合し、認定されている者

であることを記載。 

また、公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しなど認定状況のわかる資料を提出 

 

 

８． その他必要と認める事項 

    

 

（注）内容は追加的に照会する必要がないよう、具体的かつ簡潔に記載すること。 
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別紙様式第２号 

 

「令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち

操業管理・海外漁場情報活用事業業務」経費内訳書（積算内訳） 

 

区分 

 

予算額 

 

備考 

 

調査費 

 

運用・保守費 

 

 

再請負費 

 

 

合  計 

 

 

○○○円 

 

 

 

 

○○○○円 

 

 

○○○○円 

 

 

旅費  ○○○円 

△費  ○○○円 

○費  ○○○円 

□費  ○○○円 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付すること。 

  ２ 複数団体による提案の場合は、その構成する者ごとに積算内訳を作成する。 

ただし、グループ提案の場合は、積算内訳に構成する団体の内訳を付すことでも可とする。 

３ 必要に応じて備考欄に説明を付すこと。  
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別紙様式第３号 

番   号 

年 月 日 

 

水産庁資源管理部国際課長 殿 

 

住所          

商号又は名称      

代表者氏名   印   

                                                         ※共同提案の場合は連名 

 

 

令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち 

操業管理・海外漁場情報活用事業業務に関する説明会出席届 

 

 令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち国際資源の管理体制構築促進事業のうち操業

管理・海外漁場情報活用事業の事業業務に関する説明会への出席を希望します。 

 

 

 

（担当者） 

 所属/部署 

 氏名 

 電話 

 e-mail 

 

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること） 
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（別添） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該

当しません。また、将来においても該当することはありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ 

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察

に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている

とき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 上記事項について、企画提案書の提出をもって誓約いたします。 

 

 


