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１ 調達案件の概要 

(１) 調達件名 

次期動物検疫所内システム整備に向けた政府共通プラットフォームへの移行等に係る調

査検討業務 

 

(２) 調達の背景 

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。 

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・港湾関連情報処理

システム（以下、「NACCS」という。）を使用した動物・畜産物の届出・申請手続について、動

物検疫所職員による検査手続の支援となる海外の疾病発生情報や輸出入停止・解除の情

報、メールによる問い合わせと対応情報、および事務連絡文書・公文書等の蓄積と参照を

行うため、平成 25 年 10 月から運用を開始している。また、統計情報検索システム（以下、

「統計検索システム」という。）は、 動物検疫所ホームページ上において公開されており、

動物の輸出入検査の件数・解放頭数又は畜産物の輸出入検査の合格件数・合格数量の

条件を指定し、その結果を閲覧・ダウンロードするものであり、平成 25 年６月から民間のデ

ータセンターで運用を開始している。 

政府は、「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 27 年６月 30 日、IT 総合戦略本部決定・

閣議決定）を踏まえ、各府省が保有する政府情報システムについて、統廃合や政府共通プ

ラットフォームへの移行等の改革を推進することとしており、支援システム及び統計検索シ

ステムは平成 31 年３月までに政府共通プラットフォームに移行しつつ、次期システムを整

備することとしている。 

 

(３) 目的及び期待する効果 

本業務は、支援システム及び統計検索システムの業務及びシステムの見直しを図りつつ、

政府共通プラットフォームへの移行を計画的に遂行し、かつ、これを確実に達成するための

検討を行うものである。 
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(４) 業務・情報システムの概要 

支援システム及び統計検索システムの概要は次のとおりである。 

 

 

図 1 支援システム及び統計検索システムの概要 

 

(５) 契約期間 

契約締結日から平成 29年２月 28日まで 
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(６) 作業スケジュール 

作業スケジュールは次のとおり想定している。 

 

図 2 作業スケジュール 

 

２ 調達案件及び関連調達案件の概要 

(１) 調達範囲 

本調達では、次期支援システム及び統計検索システムに係るプロジェクト計画書等の整

備を行うものとして、計画の策定に向けた情報収集、業務・システム見直し方針検討、次期

システム整備に係る資料作成を行うものとする。 

 

(２) 調達案件及びこれと関連する調達案件 

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、実施時期等は次の図

のとおりであり、次期システムの政府共通プラットフォームへの移行は平成 30 年度に予定

している。 

7 8 9 10 11 12 1 2 3

 1. 作業実施計画書の作成

 2. 計画の策定に向けた情報収集

 3. 業務・システム見直し方針検討

 4. 次期システム整備に係る資料作成

 5. その他関連業務

作業項目
2016年度（H28）

一次提出期限
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図 3 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 

調達案件間の入札制限はない。 

 

３ 調査検討の実施内容 

(１) 作業実施計画書等の作成 

受注者は、作業実施計画書（案）及び作業実施要領（案）を作成し、契約締結後５日以内

（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第91号）第１条第１項各

号に掲げる日をいう。）を除く。）に動物検疫所企画管理部調査課（以下、「PJMO」という。）

に提出し、PJMOの承認を受けること。 

 

 

2016年度（H28） 2017年度（H29） 2018年度（H30） 2019年度（H31） 2020年度（H32） 2021年度（H33）

2016年度（H28） 2017年度（H29） 2018年度（H30） 2019年度（H31） 2020年度（H32） 2021年度（H33）

動物検疫支援システム運用支
援業務

最低価格落札方式

統計情報検索システム運用保
守業務

最低価格落札方式

統計情報検索システムデータ
センター利用

随意契約

NACCS更改に伴う動物検疫所
内システム改修業務
（※NACCSと支援システム間で
オンライン連携機能を構築する）

最低価格落札方式

NACCS更改に伴う動物検疫所
内システム改修業務（仮）
（※オンライン連携機能構築後の
試験等を行う）

最低価格落札方式

次期動物検疫所内システム整
備に向けた政府共通プラット
フォーム移行等に係る調査研
究業務

最低価格落札方式

次期動物検疫支援システム移
行に係る設計・開発業務

最低価格落札方式

次期統計情報検索システム移
行に係る設計・開発業務

最低価格落札方式

次期動物検疫支援システム運
用及び保守業務

最低価格落札方式

次期統計情報検索システム運
用及び保守業務

最低価格落札方式

政府情報システム改革ロードマップ

動物検疫支援システム

調達案件名（予定名） 調達方式

統計情報検索システム

現行システム運用

設計・開発

▼政府共通プラットフォーム利用開始

設計・開発 ﾃｽﾄ等

調査研究

運用及び保守 運用及び保守 運用及び保守

運用及び保守 運用及び保守 運用及び保守

次期システム運用ﾃｽﾄ等

本業務の調達範囲

調達

現行システム運用

▼政府共通プラットフォーム利用開始

次期システム運用

運用及び保守 運用及び保守 運用及び保守

設計・開発 ﾃｽﾄ等調達

設計・開発 ﾃｽﾄ等

設計・開発調達

ﾃｽﾄ等
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(２) 計画の策定に向けた情報収集 

受注者は、PJMOが提供する資料に基づき、運用及び保守事業者と調整の上、現行の情

報システムについて調査を行い、現行の業務・システム概要図等を作成し、PJMO の承認

を受けること。 

 

(３) 業務・システムの見直し方針の検討 

受注者は、システム利用者及び管理者へのアンケートやヒアリング等を行い、現行の業

務における問題点等を整理した上で、業務の効率化、経費節減、情報システム整備の効

率化、情報セキュリティの強化、政府共通プラットフォームへの移行実現性等の観点から、

次期業務・システムの整備の方向性について検討し、業務・システム見直し方針を作成し、

PJMOの承認を受けること。 

また、受注者は、農林水産省全体管理組織（以下、「PMO」という。）に対して、業務・シス

テム見直し方針の説明を行い、出された指摘に対して対応策を方針に盛り込むこと。 

なお、業務・システムの見直しに当たっては、以下の点に留意して行うこと。 

 

ア 経費の洗い出し 

 現行システムを構成している機能について、「別紙１ 情報システムの経費区分」ごと

に明細の一覧表を作成すること。 

※「情報システムの経費区分」とは、「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」（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。）の「別紙２ 情報システムの経費区分」をいう。 

イ 移行のための調査及び検討 

（ア）  政府共通プラットフォームに移行する次期システムでは、可能な限り次期システム

では政府共通プラットフォームの PF-Liteの利用を前提として検討すること。なお、検

討するにあたっては、動物検疫所が行っている業務の背景を踏まえること。 

（イ）  政府共通プラットフォームに係る質問については、PMO経由で総務省に確認を行う

ことから、受注者にて QA表を作成し、PJMOを通じて質問を行うこと。 

ウ 経費削減計画の策定 

（ア）  移行前（動物検疫所が指定する複数年度を想定）の運用等経費を基準として、政

府共通プラットフォームへの移行後に運用等経費を３割以上削減する計画を策定す

ること。「ア 経費の洗い出し」で作成する経費明細のどの経費を削減するのか明示

すること。 

（イ）  政府共通プラットフォームへの移行経費については、移行後 10年間の運用等経費

の削減効果と相殺する必要があるため、移行経費をその範囲内として政府共通プラ

ットフォームへの移行計画を策定すること。 

（ウ）  支援システム及び統計検索システムのみで効果が発現しない場合には、システム
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統合についても検討を行う必要があること。 

（エ）  総務省から移行を認められなかった場合を想定し、代替案としてハードウェアを更

新した場合又は民間クラウドサービスを利用した場合（２社以上）との運用等経費の

比較を併せて行うこと。なお、ハードウェアを更新した場合又は民間クラウドサービス

を利用した場合であっても運用等経費を３割以上削減する計画が必要となることに

留意すること。 

エ 政府共通プラットフォームへ移行する機能の運用等経費のシミュレーション 

上記の調査・検討により政府共通プラットフォームへ移行した機能について、政府共通

プラットフォームへ移行した場合と移行しない場合の概算費用算定を行うこと。移行す

る場合の算定にあっては、「個別費用算出シミュレーション」を使用すること。 

 

(４) 次期システム整備に係る資料作成 

受注者は、次期システム整備に向け、次期のプロジェクト計画書（案）、プロジェクト管理

要領（案）、業務・システム概要説明書（案）及び要件定義書（案）を作成し、PJMOの承認を

受けること。 

なお、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の記載内容は標準ガイドライン「第２

章 プロジェクトの管理」のプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領で定義されているも

のとする。 

また、PJMO が提供する資料に基づき、次期支援システム及び統計検索システムの政府

共通プラットフォーム移行検討連絡票を 11 月末日までに作成し、PJMO の承認を受けるこ

と。 

※「移行検討連絡票」とは、「政府情報システムの政府共通プラットフォームへの移行に

係るガイドライン」の「別添２ 付録編 ３（１）移行検討連絡票」という。 

 

(５) 定例会等の実施 

ア 受注者は、定例会を月１回以上開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領

に基づき報告すること。 

イ PJMO 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。 

ウ 受注者は、会議終了後、３日以内（行政機関の休日を除く。）に議事録を作成し、

PJMOの承認を受けること。 

 

(６) ODB登録用シートの提出 

ア 受注者は、「別紙１ 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

を記載した ODB登録用シートを契約締結後速やかに提出すること。 

イ 受注者は、動物検疫所から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及
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び実績値について記載した ODB登録用シートを提出すること。 

 

(７) 成果物 

ア 成果物名 

本業務の成果物を以下に示す。 

表 1 成果物一覧 

成果物名 記載内容 
提出期限 

【一次提出期限】 

作業実施計画書（案） 標準ガイドライン「第３編 第７章 設

計・開発」の設計・開発実施計画書の

記載内容に示されているもの 

契約締結後５日以内（行

政機関の休日を除く。） 

作業実施要領（案） 標準ガイドライン「第３編 第７章 設

計・開発」の設計・設計・開発実施要

領の記載内容に示されているもの 

契約締結後５日以内（行

政機関の休日を除く。） 

現行業務・システム概要

説明書 

現行の業務概要図、システム概要

図、システム構成図、ネットワーク構

成図、ライフサイクルコスト等を整理し

たもの 

平成29年２月28日まで 

【平成28年11月30日まで】 

業務・システム見直し方針 次期業務・システムの整備方針を示し

たもの 

平成29年２月28日まで 

【平成28年11月30日まで】 

次期業務・システム 

プロジェクト計画書（案） 

標準ガイドライン「第３編 第２章 プロ

ジェクトの管理」のプロジェクト計画書

の記載内容に示されているもの 

平成29年２月28日まで 

次期業務・システム 

プロジェクト管理要領（案） 

標準ガイドライン「第３編 第２章 プロ

ジェクトの管理」のプロジェクト管理要

領の記載内容に示されているもの 

平成29年２月28日まで 

次期業務・システム概要

説明書（案） 

次期の業務概要図、システム概要

図、システム構成図、ネットワーク構

成図、ライフサイクルコスト等を整理し

たもの 

平成29年２月28日まで 

【平成28年11月30日まで】 

要件定義書（案） 標準ガイドライン「第３編 第５章 要件

定義」の要件定義書の記載内容に示

されているもの 

平成29年２月28日まで 

政府共通プラットフォーム

移行検討連絡票 

政府共通プラットフォームから提供さ

れるフォーマットに次期システムの内

容を記載したもの 

平成29年２月28日まで 

【平成28年11月30日まで】 

ODB登録用シート 契約金額の内訳 契約締結後速やかに 

ODB登録用シート 契約金額の内訳以外 

（動物検疫所から求められた場合） 
動物検疫所が指定する期

日まで 

その他の成果物 上記以外の成果物がある場合 平成29年２月28日まで 

※一次提出の報告内容に基づき次期システムの方針がほぼ確定することに留意すること。 
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イ 成果物の納品方法 

・ 成果物は、全て日本語で作成すること。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、動物検疫所から特別に示す

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１部を納品するこ

と。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

 

ウ 成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、動物検疫所が納

品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

〒235－0008 

神奈川県横浜市磯子区原町 11-1 

動物検疫所企画管理部調査課 
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４ 作業の実施体制・方法 

(１) 作業実施体制 

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は次の図及び表のとおりで

ある。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直

しを行う。また、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

別に作成すること。 

 

 

図 4 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 支援システム及び統計検索システムの管理組織として、本業務の進捗

等を管理する。 

本業務受注者 本業務を実施する。 

運用及び保守事業者 PJMOを通じて、現行システムの情報提供に係る支援を行う。 

PMO PJMOからの次期システム整備に係る相談対応を行う。また、政府共通

プラットフォームに係る農林水産省の連絡窓口としての役割を行う。 

総務省政府共通プラット

フォーム担当 

政府共通プラットフォームに係る質問等に対して回答する。 

 

(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、標準ガイドラインの内容を理解し、本業務を円

滑に運営する能力を有すること。 

イ 以下の（ア）～（ウ）のすべての条件を満たすこと。 

（ア） 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者（プロジェクトマネージャ）

又は米国 PMI認定の PMP（Project Management Professional）の資格又は同等

の資格を有すること。 
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（イ） 受注者における業務遂行責任者は、IT スキル標準（ITSS）のプロジェクトマネジ

メント、コンサルタント、IT アーキテクトのいずれかの分野において、レベル 5 相

当のスキル・専門知識を有すること。 

（ウ） 受注者における業務遂行責任者は、政府機関、地方自治体又は民間企業にお

いて、業務改革（BPR:Business Process Reengineering）を含めた業務の見直し

又は情報システムの刷新に関する調査・分析等の実務経験を有すること。 

ウ 受注者における業務担当者は、１名以上を配置すること。 

エ 社内に技術的支援体制を整備し、作業実施者の支援に当たること。 

 

(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、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。 

 

(４) 作業の管理に関する要領 

受注者は、PJMO が承認した作業実施計画書及び作業実施要領に従い、コミュニケーシ

ョン管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、情報セキュリティ対策を

行うこと。 

 

５ 作業の実施に当たっての遵守事項 

(１) 機密保持、資料の取扱い 

ア 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」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。 

イ 別紙２「情報システムのライフサイクル仕様」及び別紙３「情報セキュリティ共通仕様」

に基づき、作業を行うこと。 

 

 

(２) 個人情報の取扱い 

ア 個人情報の取扱いに係る事項について当所と協議の上決定し、書面にて提出する

こと。なお、以下の事項を記載すること。 

(ア) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任

者等の管理体制 

(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） 
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イ 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、当所の

了承を得たうえで実施すること。 

ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。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。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、

その保証をすること。 

エ 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。）の漏洩等安全確保

の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必

要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、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 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約

解除の措置を受けるものとする。 

 

(３) 法令等の遵守 

本業務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」、「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」等を遵

守し履行すること。 

 

(４) その他文書、標準への準拠 

ア 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 

本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、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、「政府情報システムの整備及び管理に関する

標準ガイドライン実務手引書」（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室及び総務省行

政管理局）を参考とすること。標準ガイドライン及び実務手引書に改定があった場合に

は改定内容に対応すること。 

イ プロジェクト計画書 

本業務の遂行に当たっては、PJMO 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。 

ウ プロジェクト管理要領 

本業務の管理に当たっては、PJMO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。 
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６ 成果物の取扱いに関する事項 

(１) 知的財産権の帰属 

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。 

イ 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、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。 

ウ 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。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

が専ら動物検疫所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、動物検疫所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。 

エ 受注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。 

オ 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。 

 

(２) 瑕疵担保責任 

受注者は、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、受注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。）、

受注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
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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。 

 

(３) 検収 

ア 本業務の受注者は、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。 

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。 

 

７ 入札参加資格に関する事項 

(１) 競争参加資格 

ア 予算決算及び会計令第 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。 

イ 公告日において平成28年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」

の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 

 

(２) 公的な資格や認証等の取得 

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。）の認定を有していること。 

(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

認証を有していること。 

(イ) 財団法人日本情報処理開発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。 

 

(３) 受注実績 

ア 応札者は、政府機関、地方自治体又は民間企業において、業務改革（BPR:Business 

Process Reengineering）を含めた業務の見直し又は情報システムの刷新に関する調
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査・分析等の実務経験を３件以上有すること。あるいは政府共通 PF への移行検討業

務又は移行業務の実績があること。 

イ 支援システムと同等程度の規模（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。 

 

(４)  提案書類の提出 

応札希望者は、現行システムのドキュメントを閲覧した上で本業務の作業を確実に履

行することを証明するための資料を作成し、７月 14 日（木）までに提出すること。提出する

資料には以下の内容を含めること。 

ア 作業実施計画：本調査業務における作業実施方針並びに PJMO、運用及び保守事業

者への依頼事項を記述すること。 

イ 体制計画：４（１）及び（２）を満たす、本業務の作業に係る全体の体制を記述すること。 

ウ スケジュール計画：マスタスケジュールに加え、詳細業務及びアウトプットのドキュメン

トを記載した WBS（Work Breakdown Structure）を記述すること。 

エ 実現性の根拠：本業務の作業を確実に履行できる実現性の根拠を記述すること。 

オ 民間クラウドサービスを利用する場合の案について、想定している見積先２社以上を

記載すること。また、見積条件についても具体的に記載すること。 

 

(５) 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

任を持つ共同入札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、本入札への単独提案又は他の共同入札へ

の参加を行っていないこと。 

エ 共同入札を構成する全ての事業者は、公的な資格や認証等の取得を除く全ての応

札条件を満たすこと。 

 

(６) 入札制限 

本業務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



18 

 

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。 

 

８ 再委託に関する事項 

(１) 再委託の制限及び再委託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委託してはならない。 

イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはでき

ない。 

ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再委託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 

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委託する場合には、あら

かじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、

再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を動

物検疫所に提出し、あらかじめ承認を受けること。 

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

託に関する書面を動物検疫所に提出し、承認を受けること。 

ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合（以下、

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

再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 

 

(３) 再委託先の契約違反等 

再委託先において、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、動物検疫所は、当該再委託先へ

の再委託の中止を請求することができる。 
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９ その他特記事項 

(１) 前提条件等 

ア 動物検疫業務は、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律及び水産資源保護法の施行に伴い実施する業務

であり、政令等の決定により順次業務が変更されることを前提とすること。 

イ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その

変更の内容、理由等を明記した書面をもって動物検疫所に申し入れを行うこと。双方

の協議において、その変更内容が軽微（委託料、納期に影響を及ぼさない）かつ許

容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺

印することによって変更を確定する。 

ウ 受注者は、業務遂行上不明な点がある場合、速やかにPJMOに質問し、不明点を解

消すること。 

エ 受注者は、PJMO と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が

保てること。 

オ PJMOが受注者に対し、常時契約履行に関する調査を行える体制とすること。 

カ PJMO が適切な事業成果が期待できないと判断した場合、要員の変更を依頼するこ

とがある。そのような場合には、本業務に影響しないよう配慮すること。 

キ 本業務の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を実施すること。

また、積極的に問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取

り組むこと。 

 

(２) 入札公告期間中の資料閲覧等 

本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、動物

検疫所内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで

連絡の上、閲覧日時を調整すること。 

ア 資料閲覧場所 

神奈川県横浜市磯子区原町 11-1 

動物検疫所企画管理部調査課 

イ 閲覧期間及び時間 

(ア) 平成 28年 6月 27日から平成 28年 7月 13日まで 

(イ) 行政機関の休日を除く日の 10時から 17時まで。（12時から 13時を除く。） 

ウ 閲覧手続 

資料の閲覧に当たっては、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

希望日の原則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
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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。 

エ 閲覧時の注意 

閲覧にて知り得た内容については、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしない

ように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 

オ 連絡先 

動物検疫所総務部会計課 電話 045－751－5922 

カ 事業者が閲覧できる資料一覧表 

閲覧に供する資料の例を次に示す。 

ア. 遵守すべき各府省独自の規定類 

(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 

イ. 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル 

ウ. 政府共通プラットフォーム関係資料 

個別費用算出シミュレーション、移行検討連絡票等 

エ. 関連する他の情報システムの操作マニュアル、設計書、各種プロジェクト標準 

オ. 過去の検討資料等 

 

(３) その他 

本仕様書について疑義等がある場合は、既定の質問書により質問すること。なお、質問

書に対する回答は適宜行うこととする。 

 

１０ 附属文書 

(１) 別紙１：情報システムの経費区分 

(２) 別紙２：情報システムのライフサイクル仕様 

(３) 別紙３：情報セキュリティ共通仕様 

 

以 上 

 


