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第１章 一般的事項 

 

１-１ 背景 

動物検疫業務は、外国から輸入される動物、畜産物を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵

入することを防止するほか、外国に家畜の伝染性疾病をひろげるおそれのない動物、畜産物

などを輸出することによって我が国の畜産の振興及び海外の家畜衛生の向上に寄与すること

を目的としている。また、輸出入される犬、猫等を介して狂犬病が伝播されること並びに輸

入されるサルを介してエボラ出血熱及びマールブルグ病が伝播されることを防止すること等

により公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 

動物検疫所は、横浜に本所を置き、全国に 7支所、17出張所を設置するとともに、職員を

471 名（平成 27 年）配置し、年間、輸入畜産物約 49 万件、輸入動物約 1 万件、輸出畜産物

約 1.4万件、輸出動物約 9千件（いずれも平成 26年実績）の検査を実施している。 

 

１-２ 目的 

動物検疫所における動物・畜産物の届出・申請手続については、輸出入・港湾関連情報処

理システムの動物検疫関連業務（以下、「NACCS（動物検疫関連業務）」という。）を使用し

て行われているところである。NACCS（動物検疫関連業務）は、平成 29年 10月にシステム更

改を予定（以下、「次期 NACCS」という。）しており、現在詳細設計が完了したところであ

る。 

一方、動物検疫支援システム（以下、「支援システム」という。）は、輸出入される動物

の個体情報、海外の疾病発生情報や輸出入停止・解除の情報等、動物検疫所が独自で扱う情

報及び事務連絡文書・公文書等の蓄積と参照を行うとともに NACCS（動物検疫関連業務）で

保存できなくなったデータを受信して支援システムのデータベースに組み込んでいる。 

また、霊長類検疫情報システム（以下、「霊長類システム」という。）は、動物検疫所又

は農林水産大臣から指定を受けた検査場所（以下、「指定検査場所」という。）が収集する

輸出入霊長類の様々な基本データ、毎日の臨床観察記録及び精密検査内容についての情報を

蓄積・データベース化し、輸出入検疫業務に活用している。 

NACCS（動物検疫関連業務）以外の支援システムや霊長類システムといった動物検疫所内シ

ステム（以下、「所内システム」という。）は、将来的に政府共通プラットフォームへの移

行が予定されており、個別に運用している複数のシステムの統合を順次進めているところで

ある。 

次期 NACCS では支援システムとオンライン・画面連携し、データの相互連携を実現すると

ともに NACCS（動物検疫関連業務）の更改に伴うテーブル構造の変更に対応すること（以下、

「オンライン連携処理等」という。）としており、要件定義書の作成まで完了している。 

本調達においては、オンライン連携処理等の機能を構築するために必要な改修を行うこと

並びに霊長類システムを支援システムに統合することを目的とする。 
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１-３ 本仕様書における用語の定義 

 「政府情報システムの整備及び管理に関するガイドライン」（平成 26 年 12 月 3 日 各府

省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）（以下、「標準ガイドライン」という。）より抜

粋。 

（１） 政府情報システム管理データベース（Official information system total management 

Database） 

 政府における情報システムに関係する情報を一元的に管理するため、総務省において整備

及び管理し、各府省の用に供するデータベース。以下「ODB」と略称する。 

（２） アプリケーションプログラム 

 ソフトウェア製品以外の情報システム固有のソフトウェアプログラム 

（３） 要件定義 

 情報システムに関する調達（情報システムの設計・開発、機能改修、運用若しくは保守等

業務の委託に関する調達又は情報システムを構成する機器若しくはソフトウェア製品等の調

達）を行うに当たって、必要な要件を明確に定める行為又はその定めた内容 

（４） 更改 

 ハードウェア、ソフトウェア製品、アプリケーションプログラム等の入替え又はその入替

え時に発生する一連の行為のまとまり 

（５） 業務運用支援（運用支援） 

 情報システムの稼働に当たって、業務実施部門に所属する職員が行う業務（データ作成（ホ

ームページや e ラーニングのコンテンツ作成等））、データ受付・登録等）について、作業

の支援を行う行為。 

 

１-４ システムの構成 

NACCS（動物検疫関連業務）及び支援システムの構成については、別紙１「動物検疫支援シ

ステムオンライン連携処理機能構築システム要件定義書」（以下、「要件定義書」という。）

の「1.3. システム全体構成」を参照すること。霊長類システムは個別のシステムとして運用

している。本調達の改修範囲は動物検疫支援システム及び霊長類システムに係る範囲とする。 

 

１-５ システムの機能概要 

（１） NACCS（動物検疫関連業務） 

 NACCS（動物検疫関連業務）は、輸出入される動物及び畜産物の届出・申請等について、手

続をオンラインで処理するシステム。NACCS（動物検疫関連業務）の運用は輸出入・港湾関連

情報処理センター株式会社が行っている。 

（２） 支援システム 

要件定義書の「1.2. システムの概要」及び「1.4. システムの機能構成」を参照すること。 

（３） 霊長類システム 

ア 霊長類の輸出入検疫業務に関する情報の蓄積 

指定検査場所で入力される臨床観察記録及び自主検査結果情報は、電子メールへの添付

ファイルとして送信されたものをデータベースに格納し、検索・閲覧・出力等を行ってい

る。 

イ 情報検索・参照・出力機能 

登録情報について、必要に応じて簡便に検索・閲覧・出力等ができる機能がある。 

ウ システムの管理・設定変更 

システムの運用、登録情報の管理を職員が容易に実施できるマスタメンテナンス機能を
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有する。また、登録情報の所見項目の見直し（追加・変更・削除）に伴う設定変更を行う

ことができる。 

 

１-６ システム運用概要 

システムの稼働時間とシステム利用環境について示す。 

（１） NACCS（動物検疫関連業務） 

ア 運転日及び保守日 

NACCS（動物検疫関連業務）は原則 24時間 365日稼働している。原則毎月 1回 2：30～5

：00（2時間 30分）の間でシステムメンテナンスを行っている。 

イ システム利用環境 

 NACCS（動物検疫関連業務）は、メインセンターとバックアップセンターにより構成さ

れる。それぞれの環境について概要を示す。 

（ア） メインセンター 

一般利用者及び動物検疫所職員のための本番用の環境である。 

（イ） バックアップセンター 

災害等によりメインセンターが使用できなくなった際に使用する環境である。 

（２） 支援システム 

ア 運転日及び保守日 

支援システムは原則 24時間 365日稼働しており、主に利用される時間は 6:00～22:00と

し、最も利用される時間帯は 8:00～20:00 とする。支援システム上で稼働する顧客管理用

メールシステム（メールディーラー）についても原則 24時間 365日稼働している。 

支援システムについては、ハードウェアメンテナンス等のために、定期的に保守日を設

定している。保守時間については、原則平日の 12：00～13：00に設けている。 

イ システム利用環境 

支援システムは、本番環境と維持・開発環境により構成される。それぞれの環境につい

て概要を示す。 

（ア） 本番環境 

動物検疫所職員のための本番用の環境である。 

（イ） 維持・開発環境 

本番環境にリリースする前のアプリケーションプログラムの機能確認ができる環境で

ある。 

（３） 霊長類システム 

ア 運転日及び保守日 

霊長類システムは原則 24時間 365日稼働しており、主に利用される時間は平日の 8:30

～17:15とする。特定の保守日は設けていない。 

イ システム利用環境 

 動物検疫所職員のための本番用の環境を有する。 

 

１-７ 本調達の適用期間 

本調達の適用期間は、契約日から平成 29年 3月 31日（金）までとする。 

 

１-８ 本調達及び関連業務の調達スケジュール 

本調達及び関連調達業務の調達スケジュールは要件定義書の「1.6. 想定スケジュール」を

参照すること。霊長類システムの統合についても当該スケジュールに準ずることとする。 
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本調達及び関連調達業務の調達単位、調達方式等は以下のとおり。 

(１) 本調達 

ア 調達の方式 

一般競争入札（最低価格落札方式） 

イ 実施時期 

入札公告（官報公示）：平成 28年 5月 23日（予定） 

落札者決定：平成 28年 7月 12日（予定） 

(２) 関連調達業務 

 動物検疫所内システムの政府共通プラットフォームへの移行に係る事前調査 

ア 調達の方式 

一般競争入札（最低価格落札方式） 

イ 実施時期 

入札公告：平成 28年 6月頃 

落札者決定：平成 28年 7月頃 

 

１-９ 作業を進める上での前提条件 

(１) 請負業者は、作業を進めるに当たり、設計においては現行システムの設計書等、開発にお

いては現行システムのソースプログラムを流用することが可能である。設計とソースプログ

ラムに差異がある場合はソースプログラムを優先すること。その上で要修正箇所等を明確に

し、必要に応じて設計を変更する。なお、改修期間中に設計書及びソースプログラムが修正

された場合は、現行の設計書及びソースプログラムとマージを行うこと。 

(２) 設計、開発等については、現行の設計を変更しないことが原則であるが、変更を行った場

合は、設計書等の関連するドキュメントの修正を行うこと。納入工程について動物検疫所の

承認を得ること。 

(３) 本仕様書に明示されていない事項で、必要と認められる作業及び成果物については、動物

検疫所に報告し了承を得た上で、請負業者の責任において実施又は作成すること。 

(４) 作業に当たり問題が生じた場合は、動物検疫所と協議の上、対応すること。 

(５) 本仕様書に基づく作業を実施するに当たり、NACCS（動物検疫関連業務）側の開発業者及び

所内システムの運用支援業者との技術的な検討等が必要な場合は、動物検疫所と協議の上、

その指示に従うこと。また、NACCS（動物検疫関連業務）側の開発業者及び所内システムの運

用支援業者の協力を得る場合は、請負業者の負担において実施すること。 

(６) 本仕様書に基づく作業のために必要となる機器等（開発用ハードウェア、ソフトウェア及

びネットワーク機器等を含む。）及び消耗品等については、すべて請負業者が負担すること。 

(７) 構築場所については、請負業者の負担において確保すること。ただし、実際のデータ等を

利用する作業については、動物検疫所が指定する場所（神奈川県）で行うこととする。外部

へのデータ持ち出しは禁止する。 

(８) 本調達の実施により、動物検疫所の諸設備の破損等については、動物検疫所の担当者の指

示に従い、請負業者の負担と責任において修復等を行うこと。 

(９) 本調達に起因して、正常な使用状態での動物検疫所の他の機器、他システムに不具合が発

見された場合は、請負業者の負担と責任で復旧のための措置を迅速に実施すること。 

(１０) 作業を進める上で、業務を担当している職員への聞き取りなどは、必要最小限にとどめ、

効率よく実施すること。 
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第２章 改修業務の概要 

 本調達の請負業者が実施する作業の概要を以下に記載する。 

 

２-１ 設計・開発実施計画書の作成 

 受注者は、動物検疫所の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の

案を作成し、動物検疫所の承認を受けること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発

実施要領の記載内容は政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン「第７章 

設計・開発」で定義されているものとする。 

 

２-２ 事前準備 

 現行システムの稼働環境の調査・分析を実施すること。 

 

２-３ 開発環境の構築 

 請負業者の社内に開発のための作業環境を構築すること。 

 

２-４ オンライン連携処理等の設計・開発・テスト 

本仕様書並びに NACCS（動物検疫関連業務）及び支援システムを理解した上で、要件定義

書に基づきオンライン連携処理等を構築するために必要な設計・開発・テストを行うこと。

次期 NACCS のテーブル構造変更に伴う支援システムの改修については、要件定義書に基づき

次期 NACCS のテーブル構造変更に伴う支援システムへの影響を調査し必要な改修を行うこ

と。 

 

２-５ 霊長類システムの支援システムへの統合・テスト 

霊長類システムを支援システムに統合するために必要な改修・テストを行うこと。 

 

２-６ 本調達に伴う関連作業 

本調達に伴い発生する関連作業を行うこと。また、次年度の作業に必要となる各種情報を

提供すること。 

 

２-７ 標準ガイドラインの遵守 

 本調達に関して標準ガイドラインの規定を遵守すること。 
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第３章 改修業務の詳細 

 本調達の請負業者が実施する作業の詳細を以下に記載する。 

 

３-１ 作業・設計・開発計画 

(１) 請負業者は、改修にかかる作業全体の設計・開発実施計画書（業務概要、実施方針、業務

工程表、業務組織計画（組織図）・作業体制図、業務実施内容、各納入成果物の内容・部数、

使用する主な図書・資料、連絡体制（緊急時含む）、リスク管理計画含む）を契約締結後 10

日以内に作成し、当該計画書に沿って本調達を実施すること。なお、作成に当たっては、動

物検疫所の業務内容並びに NACCS（動物検疫関連業務）、支援システム及び霊長類システム

を理解した上で、オンライン連携処理等については要件定義書と整合をとりつつ、設計・開

発実施書の案を作成し、動物検疫所の承認を得ること。 

(２) プロジェクトの推進体制及び本調達請負業者に求める作業実施体制は次の図のとおりであ

る。なお、請負業者内のチーム編成については想定であり、請負業者決定後に協議の上、見

直しを行うこと。また、請負業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

体制とは別に作成すること。 

 

 

図１ 作業実施体制図 

 

(３) 設計・開発実施計画の変更の必要性が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修

正された設計・開発実施計画を担当者に書面にて届け出て承認を得るものとする。 

(４) 本調達を実施するに当たって適切な作業管理を行うこと。 

 

３-２ オンライン連携処理等の設計・開発 

オンライン連携処理等の構築に関する支援システムの改修に当たっては、要件定義書の各

要件を満たすこと。 

請負業者は、要件定義書の機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計

を行い、成果物について動物検疫所の承認を得ること。 

 

３-３ 霊長類システムの支援システムへの統合 

統合するに当たり必要となるシステム機能要件は、以下のとおりである。霊長類システム

で現在有している機能をもとに動物検疫所と協議の上、支援システムにおいても実装するよ
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う設計すること。また、設計にあたっては支援システムの設計を優先して考慮すること。 

（１） 飼育管理日誌の作成機能 

ア  輸（出）入動物検査申請個別照会画面からロット毎に飼育管理日誌を出力できるよう

にする。飼育管理日誌の一定項目については、申請情報から抽出することとする。抽出

する項目数については 16項目を想定しているが、システム設計の段階で変更する可能性

がある。 

イ  出力する飼育管理日誌の形式について、エクセルファイルとし、基本的に現行システ

ムで利用しているものを流用する。飼育管理日誌は簡易に入力できる機能を有し、1 日

分の入力は 1 シートとする。所見入力欄は、当該部分をクリックすると所見入力ボック

ス等が表示され、該当症状を選択できる仕様であること。指定検査場所が入力する項目

は 30項目を想定しているが、システム設計の段階で変更する可能性がある。 

ウ  指定検査場所が入力する所見入力欄のうち選択して入力する項目は、入力内容を適宜

追加・修正が可能であること。 

※ 現行システムの飼育管理日誌は、輸出入検疫中の霊長類について、毎日、個体毎に食欲、

活力等の一般状態及び異常所見の有無につき健康状態の観察を行い、観察時刻、室温、湿

度等を記録するものである。ただし、指定検査場所が使用する場合は、入力したデータを

その日のうちに動物検疫所へ報告している。 

（２） 支援システムへのデータ取込用ファイルの作成機能（飼育管理日誌） 

（１）で出力したエクセルファイルには支援システムに取り込むための CSV ファイル出力機

能を実装すること。データ出力時には、出力内容のチェックを行うことができること。 

（３） 精密検査結果記録（自主検査）の作成機能 

ア  輸（出）入動物検査申請個別照会画面からロット毎に精密検査結果記録を出力できる

ようにする。精密検査結果記録に必要な情報については、申請情報から抽出することと

する。抽出する項目数については 3 項目を想定しているが、システム設計の段階で変更

する可能性がある。出力する精密検査結果記録の形式については、エクセルファイルと

し、基本的に現行システムで利用しているものを流用する。 

イ  エクセルファイルは簡易に入力できる機能を有し、同一の検査結果記録欄に同じ情報

を一括して入力することも可能であること。指定検査場所が入力する項目は 12項目を想

定しているが、システム設計の段階で変更する可能性がある。 

ウ  指定検査場所が入力する項目のうち選択して入力する項目は、入力内容を適宜追加・

修正が可能であること。 

※ 輸出入検疫中の霊長類について実施する感染症法に定める検疫対象疾病以外の感染症の

監視及び健康管理を目的とした検査（以下「自主検査」という。）、サルに特定症状が確認

された場合に実施する精密検査及び輸出先国が衛生証明を求める疾病の検査等の結果を登録

する。 

（４） 支援システムへのデータ取込用ファイルの作成機能（精密検査結果記録） 

（３）で出力したエクセルファイルには支援システムに取り込むための CSV ファイル出力機

能を実装すること。データ出力時には、出力内容のチェックを行うことができること。 

（５） リンクの新規作成 

支援システムの TOP画面にある「輸（出）入動物メニュー」の中に新規にそれぞれ「輸（出）

入サル飼育管理日誌データ取込（仮称）」、「輸（出）入サル精密検査（自主検査）結果記

録データ取込（仮称）」及び「輸（出）入サル情報照会（仮称）」の項目を作成すること。

新たに作成したデータ取込の機能は、現行のデータ取込の機能を踏襲すること。 
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（６） 輸（出）入サル情報照会画面（仮称） 

飼育管理日誌及び精密検査結果記録の閲覧を行う。 

ア 飼育管理日誌等の検索・参照・出力 

複数キーワード（例：ロット番号、検査場所名、観察年月日等）によりデータベースから

情報を検索し、検索条件に合うロット又は個体毎の飼育管理日誌及び精密検査結果を表示す

る。表示されたデータをエクセルファイルで出力する。 

イ 臨床観察記録の検索・参照・出力 

ロット情報の一覧から、任意のロットを選択し、該当するロットのデータを抽出・集計し

総括表・個体別経過表等を作成し参照するために必要な条件を入力するための画面を作成す

ること。 

※総括表：ロット全個体の健康状態について、経時的に表示する。 

※個体別経過表：選択した検疫番号の個体の健康状況について、経時的に表示する。 

※推移表：選択した所見入力項目について、経時的に表示する。 

（７） マスタ管理機能の作成 

支援システムのシステム運用管理者が、飼育管理日誌及び精密検査結果記録（自主検査）

において選択する項目の情報を登録・変更・削除するための機能を作成すること。 

 

３-４ 開発・テスト・維持開発環境へのリリース 

 動物検疫所におけるテスト実施に当たっては、動物検疫所が所有する維持開発用サーバを

利用した検証を行うことができる。 

(１)  請負業者は、単体テスト、結合テスト及び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、動物検疫所の承認を受けること。 

(２)  請負業者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を動物検疫所に報告すること。 

(３)  請負業者は、開発段階に応じて改修するアプリケーションプログラムの品質を確認するた

め必要となる各種テストを実施すること。今回構築する機能が全て正常に動作することを確

認するための各種テストを実施すること。 

(４)  請負業者は、アプリケーションプログラムを支援システムの維持・開発環境にリリースす

ること。また、リリースに当たっては、運用支援業者と十分な調整の上、実施すること。な

お、サーバの構成を変更する必要がある場合は、動物検疫所及び運用支援業者と協議の上、

作業を実施し、既存のドキュメントを更新すること。 

(５)  請負業者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、支援システムの維持・開発環

境においてアプリケーションプログラムのテストを行うこと。また、既存システムに影響の

ない範囲でセキュリティ脆弱性診断テストを行うこと。テストデータは請負業者が用意し、

テスト終了後、テストケース兼結果報告書を作成すること。テストに使用したデータは、テ

スト終了後支援システム上から消去、廃棄を行うこと。また、支援システムで稼働する全て

の機能に影響が発生していないこともテストを実施して確認すること。 

(６)  次期 NACCSと支援システムの接続テストの実施内容については、要件定義書のとおりとす

る。システム間接続の詳細については、別途資料閲覧時に提示する「動物検疫支援システム

関連接続詳細仕様」を参照すること。 

なお、接続テストに必要な次期 NACCS と農林水産省統合 NW の回線については、平成 29 年

２月中に敷設する方向で検討を進めているため、上記テストについては回線の敷設が完了し

ていることを前提とする。回線敷設が遅れた場合は、本調達の納品期日までの間に上記テス

トを可能な限り実施することとする。 
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また、上記テストは調達時点における想定となるため、NACCS 側の開発業者と調整し、実

施内容を確定すること。この場合、議事録を作成し当該協議開催後３日以内に確認を受ける

こと。 

(７)  請負業者は、動物検疫所が受入テストを実施するに当たり、必要な情報提供、環境整備、

運用等の支援を行うこと。 

 

３-５ 本番環境へのリリース 

請負業者は、改修した霊長類システムのアプリケーションプログラムを支援システムの本

番環境にリリースすること。リリースに当たっては、運用支援業者と十分な調整の上、実施

すること。なお、サーバの構成を変更する必要がある場合は、動物検疫所及び運用支援業者

と協議の上、作業を実施し、既存のドキュメントを更新すること。 

 

３-６ 本調達に伴う関連作業 

本調達に伴い発生する関連作業を行うこと。 

（１） 請負業者は、月１回以上の報告会を開催し、本調達にかかる進捗状況を報告書に取りまと

め、動物検疫所に報告すること。また、動物検疫所の要請に応じて、報告会を開催すること。

この場合、議事録を作成し報告会開催後３日以内に確認を受けること。 

（２） 請負業者は、標準ガイドラインの「別紙２ 情報システムの経費区分」に基づき、契約金

額の内訳を記載した ODB登録用シートを契約締結後、速やかに動物検疫所に提出すること。 

（３） 請負業者は、次に掲げる事項のうち本調達に該当する事項について記載した ODB登録用シ

ートを平成 29年 3月 20日までに提出すること。 

ア 開発規模の管理 

情報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 ソフトウェアの管理 

情報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 

ウ 取扱情報の管理 

情報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 

エ 情報セキュリティ要件の管理 

情報システムの情報セキュリティ要件 

（４） 請負業者は、所内システムの運用支援業者に対して必要な情報を提供すること。また、運

用支援業者からの問い合わせに対応すること。請負業者が提供する以外の情報について、運

用支援業者から求められた場合は、動物検疫所と協議の上、必要と認められた情報について

提供すること。 

（５） 請負業者は、本調達の遂行に当たって所内システムの設置場所への立入りが必要な場合に

は、動物検疫所の承認を得ること。立入りに関しては、動物検疫所が定めるルール等に従う

こと。 

（６） 必要となる所内システムの運用支援業者との調整、協議、手続や所内システム設置場所へ

の立入り等に際して発生する費用は、全て請負業者が負担すること。 

（７） 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、事前に動物検

疫所と協議し決定・解決すること。この場合、議事録を作成し当該協議開催後３日以内に確

認を受けることとし、本仕様書の要求について、独自に解釈して制限を設けないこと。 

（８） 請負業者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用支援業者に対

して確実な引継ぎを行うこと。 
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第４章 納入成果物、応札要件及び情報セキュリティ 

 

４-１ 納入成果物 

（１） 納入成果物は、以下のものとする。なお、納入成果物の詳細及び編集方法等については、

動物検疫所と別途協議の上決定すること。改修期間中に設計書が修正された場合は、現行の

設計書を更新すること。 

 

ア 設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領 

（契約締結後 10 日以内に提出すること。） 

イ 基本設計書 

ウ 詳細設計書 

エ 運用手順書 

オ 操作マニュアル 

カ テスト計画書及びテストケース兼結果報告書 

キ プログラム及びソースプログラム一式 

 

ア～オについては、動物検疫所に電子媒体２式（正副）提出すること。また、イ～オにつ

いては、変更箇所のみ紙媒体２式（正副）提出すること。 

キについては、動物検疫所が指定する本番稼働機器上の媒体に、システムが正常に稼働す

る状態で格納するとともに、電子媒体２式（正副）で提出すること。 

（２） 成果物は、全て日本語で作成すること。 

（３） 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。 

（４） 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格（ＪＩＳ）の規定を参考にするこ

と。 

（５） 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格Ａ列４番とするが、

必要に応じて日本工業規格Ａ列３番を使用すること。 

（６） 電磁的記録媒体による納品について、PDF又は Microsoft Office 2010 のファイル形式で

作成し、光磁気ディスク（CD又は DVD）に格納して納品すること。 

（７） 納品後動物検疫所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。 

（８） 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。 

（９） 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。 

（１０） 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。 

 

４-２ 納入期限・納入場所 

（１） 納入期限：平成 29年 3月 31日（金） 

（２） 納品場所： 

ア ４－１納入成果物（１）ア～カ 

動物検疫所企画管理部調査課 
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〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町 11-1 

イ ４－１納入成果物（１）キ 

支援システム維持開発環境稼動用機器設置場所及び動物検疫所企画管理部調査課 

ただし、発注者が別に場所を指定した場合は、この限りでない。 

 

４-３ 納入成果物に対する検収基準等 

（１） 本調達の請負業者は、成果物等について、納品期日までに動物検疫所に内容の説明を実施

して検収を受けること。 

（２） 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、変更点について動物検疫所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。 

 

４-４ 応札者の条件 

請負業者は、以下の認証資格（又は同等以上のもの）を有していること。また、証明し得る根

拠を提示すること。 

（１） 業務遂行能力に関する要件 

ア プロジェクト管理・推進能力 

 業務要員（プロジェクトマネージャ）がシステム設計（基本設計以下）、システム開発

のプロジェクト管理実績を有すること。 

イ 情報技術の適用能力 

 システム実現方式に関わる適用技術選択や連携方式、データベース操作、アウトソーシ

ング等外部活用など、幅広い解決策の提案を行う能力を有すること。 

ウ 調整能力 

 動物検疫所、所内システム運用支援業者等と各種調整を円滑に行う能力を有すること。 

エ 情報セキュリティに関する知識 

 電子署名、認証技術、暗号化技術、セキュリティ監査等情報セキュリティに関する知識

を有すること。 

（２） 請負業者は、本調達と同等程度の規模（WEB形式で利用者が 500名以上のデータベースシ

ステム）の情報システムの設計・開発業務を行った実績（委託事業として実施したもの及び

現在契約中のものを含む）を有すること。又は構築経験のある者が構築担当者に含まれるこ

と。 

（３） 請負業者は、ISO9001（産業分類は情報処理）又は CMMI（レベル 3）相当以上の認証を取

得していること。 

（４） セキュリティ体制について、プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証（国際標

準）及び JIS Q27001（日本工業標準）のいずれかを取得している者であること。 

（５） 請負業者は、上記（２）、（３）及び（４）の資格、証明し得る資料を添付して提出する

こと。 

（６） 本調達を遂行する体制においては、上記（１）の能力・知識を保有し、上記（２）の業務

の主担当者でプロジェクト管理を含むコンサルティング又はシステム開発・運用管理等の実

務経験を５年以上有する者をリーダーおよびサブリーダーとして、一貫性を持って今回の当

省の業務の実施が可能な専任体制を構成すること。 

（７） 本仕様書に基づく作業には、「PMP（Project Management Professional）」又は「プロジ

ェクトマネージャ」の有資格者が参加すること。 

（８） 参加者は、上記（１）、（６）及び（７）を満たす担当者が、契約期間中に本調達を遂行
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する者として一貫して参画し、総合的かつ客観的な立場から本調達を遂行する体制を維持す

ることが可能であること。 

（９） 共同入札については、以下の事項を参照すること。 

ア  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入札を行うこと。 

イ  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  共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加

を行っていないこと。 

エ  共同提案を構成する全ての事業者は、応札希望者に求められる全ての応札条件を満た

すこと。 

（１０） 本調達を直接担当する農林水産省ＣＩＯ補佐官及び農林水産省全体管理組織（ＰＭＯ）

支援スタッフが、その現に属する又は過去２年間に属していた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、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。 

 

４-５ 資料の提供等 

本調達の遂行に必要となる要件定義書、設計書等の資料については、動物検疫所が請負業

者に対して開示するものとするが、その場所、方法については、別途協議の上決定するもの

とする。 

本調達の参考資料として、支援システム及び霊長類システムの基本設計書、詳細設計書、

運用設計書、HWに関する資料等、本調達に必要な資料を、平成 28年 5月 26日（木）から平

成 28年 7月 8日（金）まで閲覧に供する。本調達の入札参加希望者は応札前までに必ずこれ

らの書面を閲覧し、支援システム及び霊長類システムについて、その内容をよく理解してお

くこと。特に要件定義書で「現行システムの要件に合わせる」と記載している部分について

は、閲覧時に提供する資料で確認すること。 

閲覧に当たっては、以下の点に留意すること。 

閲覧を希望する場合は、入札公告説明書を受領していることを前提とし、入札公告説明書

の受領時に担当部署の連絡先（電子メールアドレス）を確認すること。閲覧希望日の３日前

（行政機関の休日を除く。）までに希望日時、所要時間、訪問者の氏名及び連絡先を担当部

署宛に電子メールで連絡の上、担当部署と日程調整すること。閲覧に当たっては動物検疫所

に機密保持に関する誓約書を提出すること。なお、資料閲覧場所は動物検疫所本所のみとす

る。 

 

４-６ プロジェクト管理・体制 

請負業者は、動物検疫所が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業務に係る

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。 

 

４-７ 情報セキュリティ 

(１) 本調達の遂行に当たっては、「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」
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（平成 27 年３月 31 日付け農林水産省訓令第４号）の説明を担当職員から説明を受けるとと

もに、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」、「政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための統一技術基準」、別紙２「情報セキュリティ共通仕様」及び別紙３「情

報システムのライフサイクル仕様」を参照し、定められている事項について遵守するととも

に、それらに基づいたシステム設計・開発を行うこと。 

(２) 請負業者は、情報セキュリティに係る事項の履行状況の報告を行うとともに履行期間終了

時までに関連する資料をすべて納品すること。また、情報処理を行う情報システムの情報が

請負業者から漏えいしたことが明らかな場合は、その漏えいによる損害について賠償させる

ものとする。 

(３) 受注により知り得た事実については、契約期間はもとより、契約終了後においても外部に

漏らさないこと。 

(４) 本調達の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリ

ティ水準の低下を招かないこと。 

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ぜい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、ぜい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れ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  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。  
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第５章 その他特記事項 

 

５-１ 知的財産等 

(１) 本調達における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21 条から第

28条に定める全ての権利を含む。）は、請負業者が本調達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、

全て動物検疫所に帰属するものとする。 

(２) 動物検疫所は、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、請負業者は、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、複製等により動物検疫所がその業務を遂行

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。 

(３) 本件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、動物検疫所から請負業者に対価が完済されたとき請負業者から動

物検疫所に移転するものとする。 

(４) 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、請負業者は、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、本調達の請負業者は、当該既存著作

物の内容について事前に動物検疫所の承認を得ることとし、動物検疫所は、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。 

(５) 請負業者は動物検疫所に対し、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。 

 

５-２ 再委託 

本調達における再委託に係る要件は、以下のとおりとする。 

(１) 請負業者は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託（以下、「再委託」という。）

することはできない。委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委

託先、再委託の必要性及び契約金額等を発注者に申請し、承認を受けること。なお、申請

に当たっては、書面を作成の上、請負業者と再委託先との委託契約書の写し及び委託要領

等の写しを発注者に提出すること。 

(２) 請負業者は、機密保持及び知的財産権等に関して、本仕様書が定める請負業者の責務を

再委託先も負うよう、必要な措置を実施し、発注者に報告し、承認を得ること。その場合

の様式は、任意とする。 

(３) 再委託する場合は、その最終的な責任を請負業者が負うこと。 

 

５-３ 遵守事項 

本調達における遵守事項は、以下のとおりとする。 

(１) 請負業者が実施する作業等を動物検疫所内で実施する場合は、発注者と協議の上、動物

検疫所が規定する必要な手続を実施し、承認を得ること。 

(２) 本調達の実施において、動物検疫所が保有する他システムの設計書等を参照する必要が

あると判断する場合は、作業方法等について動物検疫所の指示に従い、必要な場合機密保
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持契約を締結する等した上で作業すること。作業場所は、動物検疫所本所内とする。 

 

５-４ 瑕疵担保責任 

(１) 請負業者は、本調達について検収を行った日を起算日として１年間、成果物に対する瑕

疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、

その瑕疵が動物検疫所の指示によって生じた場合を除き（ただし、請負業者がその指示が

不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りで

ない。）、請負業者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時まで

に再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に動物検疫所の承認を得て

から着手するとともに、修正結果等についても動物検疫所の承認を受けること。 

(２) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な

過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として２年間はその責任を

負うものとする。 

(３) 動物検疫所は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生

ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正しても

なお生じる損害に対しても同様とする。 

 

５-５ その他  

請負業者は、本仕様書に疑義が生じた時、本仕様書により難い事由が生じた時、あるいは

本仕様書に記載のない細部事項については、動物検疫所と速やかに協議し、その指示に従う

こと。 


