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平成28年度 農山漁村地域における優良事例等の情報発信業務

企画作成のための仕様書

１ 目 的

全国の農山漁村においては、創意工夫に溢れた魅力ある地域づくりが実施

されている。こうした取組を始めるに当たっては、試行錯誤の成果である先

行事例から課題や対応方策等学ぶべき点が多い。

また、リーダー的な立場から農山漁村づくりに取り組んでいる方々同士の

連携や、都市住民と農山漁村の結びつきを深めていくことも重要である。

このため、本事業では、全国各地の優良事例等を情報発信するとともに、

地域づくりに必要な各種条件を分類した事例検索や、地域間の双方向のコミ

ュニケーションを可能とする交流の場を構築することにより、各地域におけ

る取組の促進と連携充実が図られることを目的とする。

２ 業務内容

業務の内容は以下のとおりである。

農山漁村地域における優良事例等の情報発信業務（以下の（１）～（２））

（１）優良事例等の情報発信

農山漁村地域における地域資源の活用や６次産業化、都市と農山漁村

の交流等といった優良事例、先駆的事例をユーザーに広く情報発信する。

・ 事例については、農林水産省農村政策部農村計画課農村政策推進

室農村整備推進班（以下「担当部署」という。）が受注者に対して

情報提供する。

・ 情報発信は、インターネットを活用した広報、各種イベント・タ

イアップ等により行う。時期は、平成28年12月頃からを想定。

・ 具体的な手法については、受注者から提出された企画書の提案内

容に基づき、担当部署と協議しながら決定する。



- 2 -

（２）Webサイトの構築等

（２）－ ① Webサイトの構築

（１）を実施するに当たり、優良事例等の紹介、検索及びメッセー

ジ機能などに関するWebサイトを構築する。

・ 以下の①－１から①－４に、Webサイト開発にあたっての主な仕様

を記載する。この内容を踏まえ、別紙１を参考としながら、トータ

ルとして最適なサイトを構築する。

・ サイトに掲載する優良事例データは、平成28年12月を目処に、担

当部署が受注者に対して情報提供する。それ以外の内容については、

適宜、両者で協議しながら決定する。

・ サイトの普及を目途とした優良事例普及ツールは、平成28年12月

を目処に、担当部署が受注者に対してデータ提供する。それ以外の

内容については、両者で協議しながら決定する。

・ 本業務における運用は、サイト構築後から契約期限までの期間と

する。受注者は、この期間に発生しうる脆弱性などについて、適切

に対処する。

・ なお、本サイト及び関連する諸々のデータなどは、次年度以降、

受注者以外の者でも保守・運用管理が出来るような仕様とすること。

①－１ トップ画面の制作

トップ画面には、以下の情報を表示する。

№ 項 目

１ ユーザーログイン

２ 農林水産省ホームページへ

３ ご利用方法

４ 優良事例地区の検索

５ メッセージ機能

６ 掲示板機能

７ 優良事例普及ツール機能

８ 新着情報

№１ ユーザーログイン

クリックすることにより、ユーザーログイン画面へ移動させる。
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ログインは担当部署の指定するIDとパスワードにより可能とする。

№２ 農林水産省ホームページへ

クリックすることにより、農林水産省ホームページへ移動させ

る。

№３ ご利用方法

クリックすることにより、本サイトの利用方法（マニュアル）

ページへ移動させる。利用方法ページの内容は受注者が別途作成

する。

№４ 優良事例地区の検索

クリックすることにより、優良事例検索画面へ移動させる。

№５ メッセージ機能

クリックすることにより、メッセージ画面へ移動させる。

№６ 掲示板機能

クリックすることにより、掲示板画面へ移動させる。

№７ 優良事例普及ツール機能

クリックすることにより、優良事例普及ツール画面へ移動させ

る。

№８ 新着情報

クリックすることにより、更新状況の紹介ページへ移動させる。

更新内容は、事例紹介ページの更新や、農林水産省からのお知ら

せがあった場合などを想定している。

①－２ 管理機能

本システムには、システム管理、利用者管理、運用管理機能を備え

ること。

①－３ システム非機能要件

○情報セキュリティ対策
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システムがセキュリティ上問題なく稼働するために必要な安全対

策について、適宜実施すること。特に、以下は確実に実施する。

ア セキュリティパッチ

システム専用のサーバ・パソコンを導入する場合、搭載するO

Sを含む各種ソフトウェアについて、セキュリティ脆弱性に関す

る情報に注意し、最新のセキュリティパッチを摘要するよう運

営設計すること。

イ ウィルス対策

システム専用のサーバ・パソコンを導入する場合、ウィルス

対策ソフトを導入すること。また、運用時は最新のパターンフ

ァイルを適用し、定期的なスキャンとあわせて確認管理を実施

すること。

○システムの全体構成

担当部署（システム管理者）が、自身のパソコン端末から個人

環境で利用できるよう、システム運用管理の容易性を確保する。

○運用施設・設備要件

ア 受注者の端末

システム運用に必要な受注者の端末は、受注者が用意すること。

イ クラウドサービスについて

・ 平成29年３月末までのクラウドサービス使用に係る費用

は、本調達の範囲に含める。

・ 本システムは、クラウドサーバ上に設置するため、新た

な機器調達は必要ないと考えるが、必要となる場合は本調

達に係る調達範囲とする。

①－４ その他

〇システム研修について

受注者は、担当部署（システム管理者及びシステム利用者）に

対し、操作に関する説明会を農林水産省内にて開催する。また、

操作マニュアルを必要部数用意する。



- 5 -

〇導入、引き渡しに関する要件

本システムについて、設置、ソフトウェアのインストール、デ

ータのセッティング等といった環境構築を行い、利用可能な状態

で担当部署へ提供を行うものとする。

〇著作権等について

ア 優良事例普及ツール機能について

担当部署は、受注者に対し、独占的にサイトの使用許諾を与え

るものとする。

イ 優良事例普及ツール機能以外について

・ 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、全て担当部署に帰属するも

のとする。

・ 担当部署は、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

より担当部署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。

・ 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、担当

部署から受注者に対価が完済されたとき受注者から担当部署

に移転するものとする。

・ 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
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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担当部署の承認

を得ることとし、担当部署は、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。

・ 受注者は担当部署に対し、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。

なお、契約期間以降、担当部署がサイト及びコンテンツの更新

・修正を要請する場合、受注者は担当部署の協議に応じるものと

する。

（２）－ ② スマートフォン向けサイトの構築

（２）－ ① について、スマートフォン向けのサイトを構築する。

（２）－ ③ Webサイトの運用（システム構築後、業務契約期限まで）

以下の③－１から③－５に、構築するWebサイトの運用内容などを記

載する。

③－１ システム稼働・監視等要件

予定した保守作業時や法定電気設備点検による停電時等を除き、本

システムにおけるハードウェアの障害及び復旧要件は以下のとおり。

・ システム障害によるサービス停止時間は、24時間以内とする。

・ サービス停止を伴わない障害の復旧は、翌就業日中に完了するこ

とを基本とする。

・ データベースを伴うサーバのハードウェア障害によりデータが失

われた場合、前日の状態へ復旧し、業務に影響を与えず迅速に運用

を開始できるように考慮すること。

・ 一連の作業によって生じた不具合は、受注者が責任を負うこと。

・ 電気保安設備点検等の庁舎停電時の対応方法を明確にすること。
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③－２ データ管理要件

データ管理にかかる要件は以下のとおり。

・ 本システムで扱う全てのデータ保全が実施できる環境であるこ

と。

・ 障害時の速やかな復旧に向けたデータ及びシステムのバックアッ

プの仕組みと体制を整えること。

・ 障害等によりデータが失われた際は、直近（前日）の状態へ復旧

できること。

・ システムのバックアップ、データのバックアップを行うこと。

・ 運用開始前に必ずシステム、データのリカバリーにおける動作検

証を行うこと。

・ Webアクセシビリティ「WCAG3.0」に対応すること。

③－３ 消耗品

運用にあたって必要なバックアップ媒体などを用意すること。

③－４ 保守要件

試験運用における保守の要件は以下のとおり。

・ 保守手引書及び連絡体制図を担当部署へ提出するとともに、常時

運用を円滑に行うための保守（点検及び障害復旧等を含む）体制

を確保すること。

・ 保守受付時間は、平日の10時から17時までとする。緊急を要す

る場合の対応については別途、担当部署と協議すること。

・ 本システムが故障もしくは障害の発生した際は、速やかに担当

部署及び関係者へ連絡を行い、エスカレーション対応を実施する

こと。

・ 故障対応が完了した際は、報告書（故障箇所、内容、対処策等

を記載したもの）を作成の上、速やかに担当部署へ提出すること。

・ 必要に応じて機器の点検等を行うこと。
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・ 本システムに故障が発生しないよう、予防措置に関する情報提

供を適宜行うこと。

③－５ ソフトウェア保守

ソフトウェアの保守については以下のとおり。

・ システムの機能的な不具合の修正を保守の対象とすること。

・ 不具合が発生した場合、速やかに修正対象の特定と修正計画を

立てること。

・ ソフトウェアの導入は、原則、夜間もしくは休日等の利用時間

外に実施すること。

・ 本システムを構成するソフトウェアに対して、セキュリティホ

ール及びバージョンアップ情報等が公開された場合、速やかに担

当部署へ報告し対応すること。

・ セキュリティパッチを適用することにより、他のソフトウェア

が不正動作を行わないよう、事前の検討または検証を行い、適用

の可否を判断した上で作業を実施すること。

・ 納品時には、全てのサーバ機器等の安全対策（Windows Updateな

ど）を完了していること。

３ 作業スケジュール

本業務における大まかな作業スケジュールは以下のとおりであり、平成28年

12月までにWebサイトの構築を完成させるものとする。

なお、作業スケジュールの詳細については、担当部署と協議すること。

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

(1)優良事例等の情報発信

(2)－①Webサイトの構築

－②スマートフォン向け
サイトの構築

－③Webサイトの運用
(試験運用)
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４ 履行期限

契約締結の日から平成29年３月31日（木）までとする。

５ 作業実施に当たっての留意事項

（１） 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）、「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。

（２） 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。

（３） 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。

（４） 「.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。

（５） 本業務の遂行に当たっては、「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」（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。）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。なお、標準ガイドラインに改定が合った

場合も改定内容へ対応を行うこと。

６ 成果品

「２ 業務内容」の（１）～（２）についての業務内容を記載した業務

実施報告書を、平成29年３月31日までに提出すること。報告書はＡ４版に
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製本し、１部を以下の場所に提出するとともに、CD-R等電子ファイル（実

績報告書の内容に係わる写真データや電子ファイル等を含む）１部を提出

すること。

なお、電磁記録媒体についてはウイルス対策を行うこととし、ウイルス

対策に関する情報（ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月

日）を記載したラベルを貼り付けること。また、ウイルス対策ソフトは信

頼性が高く、かつ、最新のデータに更新したものを使用すること。

○成果物の納入先

東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課農村政策推進室

農村整備推進班（本館５階ドアNo.本536）

７ その他

（１） 業務の目的を達成するため、必要な作業等が生じたとき、又は業務

の内容を変更する必要性が生じたときなどは、担当部署と受注者で協

議すること。

（２） 受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、担当部署と協議するこ

と。

（３） 受注者は、本業務において知り得た知識及び機密事項等を公表又は

第三者へ漏洩しないこと。

（４） 本仕様書及び調達要件書等に記載の無い事項については、別途、担

当部署と受注者が協議して決定する。

（５） 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。

以 上



平成28年度
農⼭漁村地域における優良事例等の情報発信業務

農林⽔産省 農村計画課 農村政策推進室

別紙１



（１）優良事例等の情報発信
優良事例、先駆的事例をユーザーに広く情報発信。

（２）Webサイトの構築等
① Webサイトの構築

（１）を実施するに当たり、優良事例等の紹介、検索及びメッセージ等
に関するWebサイトを構築。

② スマートフォン向けサイトの開発
（２）①のスマートフォン向けサイトを構築。

③ Webサイトの運用
構築するWebサイトを、構築後から平成29年３月31日まで運用。

１．本業務の構成

１．成果物の想定ユーザー

１／11

本資料のP2〜P10では、上記（２）①〜②（Webサイトの構築）に
関する内容の詳細イメージを例⽰。

・農山漁村地域づくりを実践・検討している方、行政関係者等
・広く国民一般（優良事例普及ツールの活用により、農山漁村への関心拡大、交流等の増加）

２．業務内容



① 優良事例の検索
検索条件を入力し、合致する優良事例を表示。

② 優良事例地区とのメッセージ機能（双方向のコミュニケーション・ツール）
ユーザーログインを前提条件。

③ 掲示板機能
ユーザーからの質問等にユーザー同士で回答していくもの。イベント等の

呼びかけも可能。

④ ユーザーログイン及びマイページ（他機関のIDとパスワードを利用）
ログインすることで、メッセージ機能や掲示板への書き込みが利用可能。

⑤ 農林水産省ホームページへのリンク
クリックすることにより、農林水産省ホームページ画面を表示。

⑥ Webサイトの利用方法について
Webサイトの利用方法（マニュアル）を表示。

⑦ なお、別業務にて、Webサイトの『優良事例普及ツール』を構築予定。
（Webサイトの普及・活用促進が主な目的。農業農村整備事業の紹介なども想定）

２．Webサイトの構築
（１）Webサイトの機能
以下の７つの機能を想定。
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－ご注意－
以降は、スマートフォン向けサイトのイメージ図を例として掲載。レイアウトは任意。

地区の更新情報が分かるウィンドウを設置。
地区名をクリックすることにより、

P６「地区の紹介ページ」へ移動。
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農林⽔産省ホームページへ移動。

Webサイトの利⽤⽅法（マニュアル）を表⽰。
（受注者作成）

P４「ユーザーログイン及び
マイページ」へ移動。

P５「優良事例の検索」へ移動。

P７「優良事例地区とのメッセージ機能」へ移動。

P10「優良事例普及ツール機能」へ移動。

P８、９「掲⽰板機能」へ移動。

「新着情報」という⽂字を
クリックすることにより、

最近の更新状況⼀覧表を表⽰。
（⼗数件程度）

２．Webサイトの構築
（２）トップ画⾯



メッセージ機能や掲示板機能を利用する場合の、ログイン画面とマイページ画面。
なお、ログインにあたっては、「Facebook」及び「Twitter」でのIDとパスワードを想定。
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・Facebookでログイン

メールまたは携帯番号

Facebookでログイン

Facebookのパスワード

・ログイン

・Twitterでログイン

ログイン画⾯

・１つ前に戻る

ログイン画⾯

・トップ画⾯へ

・登録済みの地区

・閲覧地区の履歴

・メッセージ履歴

・トップ画⾯へ

マイページ画⾯

※マイページ画⾯

○○さん

過去のメッセージ
内容を表⽰。

過去に閲覧した
地区を表⽰。

ユーザーが閲覧した
地区を表⽰。

ログイン後は「ログアウトする」と表⽰。
（クリックすることにより、ログアウト）

２．Webサイトの構築
（３）ユーザーログイン及びマイページ

Twitterでログイン

パスワード

・ログイン

・１つ前に戻る

ログイン画⾯

メールまたは携帯番号



地域リーダーの有無

外部からの⼈材活⽤

〇〇協議会（福島県）

◇◇法⼈◇◇の会
（徳島県）

△△⾃治会（⼭⼝県）

地区検索画⾯
＜⼤分類＞

補助⾦等公共予算の活⽤

地域エリア

⼤分類の検索条件を
選択して下さい

・この内容で次へ

・トップ画⾯へ

農業条件

地形的⽤件

地区検索画⾯
＜中分類＞

インフラ整備状況

中分類の検索条件を
選択して下さい

・この内容で次へ

・１つ前に戻る

産業状況

地域活性化への機運

⼤都市までのアクセス

デマンドバス等の利⽤

地区検索画⾯
＜⼩分類＞

⼩分類の検索条件を
選択して下さい

有 無

空き屋、廃校等の利⽤
有 無

学⽣参画の有無
有 無

除雪の必要性
有 無

若者の数
多 少

間伐材の利⽤
有 無

・
・
・

検索結果

３件の事例が
検索されました

クリックすると、
事例紹介ページを

閲覧することが出来ます。

１.

２.

３.

優良事例を検索する場合の内容。下記の他、フリーワード検索も用意。
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P６「地区の紹介ページ」へ
移動。

予め、該当する条件を地区ごとに登録。
ユーザーは、求める条件が含まれる地区を抽出可能。

検索条件の数は、おおよそ以下を想定。

・⼤分類：10種類程度。
・中分類：10種類程度。
・⼩分類：30種類程度。

検索条件の内容は、発注者が提⽰。

－留意事項－

・この内容で検索

・１つ前に戻る

・
・
・

・
・
・

２．Webサイトの構築
（４）優良事例の検索



・地域紹介
・・・

・活動内容、ポイント
・・・

・主⼒商品
・・・

・活⽤している地域資源
・・・

・今後の展開
・・・

地区の紹介ページ内容。（検索結果画面）

〇〇県〇〇町
〇〇協議会

・〇⽉〇⽇ 〇〇イベントが開催されました！
・ ・・・

更新情報

メッセージを送る

関連施策を⾒る

⽇々の写真

地区を登録する

検索だけではなく、新着情報を
クリックすることでも

「地区紹介ページ」へ移動。

更新情報を表⽰。
P７「優良事例地区とのメッセージ機能」へ移動。
（ログインしていない場合は、P４「ユーザー
ログイン及びマイページ」へ移動）

本地域で活⽤中の関連施策等の紹介ページへ移動。

地区の在りかを地図上に表⽰。

記載内容は、当該地域の担当者も
随時更新出来るようにする。
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－カウンター
本⽇ ○⼈⽬ 総計○○⼈⽬

訪問者数等を表⽰。

地域の担当者に依頼。
⽇々の写真を随時更新。

マイページに登録。（ログインしていない場合は、
Ｐ４「ユーザーログイン及びマイページ」へ）

２．Webサイトの構築
（５）地区の紹介ページ

地図の表⽰



・⼀覧から探す

メッセージ画⾯

送付⼜は閲覧する
地区を検索できます

・メッセージを送る

・過去のメッセージを閲覧

・１つ前に戻る

・トップ画⾯へ
・
・

優良事例地区にメッセージを送る際の内容。(送付者間同士のみ、閲覧可能)

※ユーザーログイン後

・地域から探す

⼀覧から探す

メッセージ画⾯

地区を
選んでください

１．○○協議会
２．△△の会

地域から探す

メッセージ画⾯

地区を
選んでください

１．⻘森○○の会
２．△△の会

○東北

・
・

メッセージ画⾯

△△の会

・閲覧履歴から探す

７／11

閲覧履歴から探す

メッセージ画⾯

地区を
選んでください

１．△△の会
２．協議会☆☆

・
・

メッセージ画⾯
△△の会

〇年〇⽉〇⽇◆時□分
××について

○年○⽉○⽇☆時☆分
イベント⾏きました！

・
・

メッセージ画⾯

△△の会

○年○⽉○⽇☆時☆分
イベント⾏きました！

楽しみにしていたイベント
に⾏ってきました！特産品も
沢⼭売っており、・・・。

・１つ前に戻る
・トップ画⾯へ

・確認画⾯へ

メッセージを⼊⼒
してください

メッセージ画⾯

件名

メッセージ内容

メッセージ画⾯

以下の内容で
送付します

件名
・・・

メッセージ内容
・・・

△△の会 △△の会

・１つ前に戻る

・送付する

・１つ前に戻る

閲覧するメッセージを
選んでください

メッセージ画⾯

メッセージを
送付しました

△△の会

・閲覧状況を⾒る

・メッセージ画⾯トップへ

・トップ画⾯へ

・・・

・・・

２．Webサイトの構築
（６）優良事例地区とのメッセージ機能



過去に投稿された内容の閲覧。(書き込みは、ログインが必要)
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掲⽰板

閲覧⽅法を
選択できます

時系列順に表⽰
掲⽰板

・件名ごとに表⽰
・項⽬ごとに表⽰

〇年〇⽉〇⽇◆時□分
★★の活動(回答)

〇年〇⽉〇⽇△時△分
活動上の悩み(回答)

〇年〇⽉〇⽇◆時◆分
★★の活動(質問)

・
・

項⽬ごとに表⽰
掲⽰板

・時系列順に表⽰
・件名ごとに表⽰

活動内容について

組織について

募集、イベントなど

・
・

掲⽰板

項⽬：活動内容について

〔◎◎協議会さんの回答〕

〇年〇⽉〇⽇◆時◆分
★★の活動(質問) 〔●●さんの質問〕

初めまして。★★について質問です。
◎◎協議会では、▲▲という内容を

検討されたとのことですが、当時、●●
はどうだったのでしょうか。
私たちも、▲▲を検討しており、新た

に地域づくりを起こしていこうと考えて
おりますが、・・・。

件名ごとに表⽰
掲⽰板

〇年〇⽉〇⽇〇時〇分
課題対策(質問)

〇年〇⽉〇⽇◆時◆分
★★の活動(質問)

〇年〇⽉〇⽇▽時▽分
組織の難しさ(質問)

・
・

〇年〇⽉〇⽇◆時□分
★★の活動(回答)

同感です！
私の地域でも、同じ内容を検討

したことがありました。
まずは、・・・。

〔＃＃さんの回答〕

〇年〇⽉〇⽇◆時◇分
★★の活動 (回答)

こちらのURLが参考になります。
http:・・・

・１つ前に戻る

・掲⽰板トップ画⾯へ

・トップ画⾯へ

項⽬ごとに表⽰
掲⽰板

＠＠の活動(質問)

活動上の悩み(質問)

★★の活動(質問)

活動内容について

過
去
の
書
き
込
み
内
容

質
問
な
ど
の
内
容

・新規の投稿

・閲覧

・トップ画⾯へ

掲⽰板

利⽤⽅法を
選択して下さい

※閲覧は、ログイン不要

・項⽬ごとに表⽰

・件名ごとに表⽰

・時系列順に表⽰

・１つ前に戻る

・時系列順に表⽰
・件名ごとに表⽰

・時系列順に表⽰
・項⽬ごとに表⽰

・上記内容で書き込む

書き込み
書
き
込
み
欄
︵
ロ
グ
イ
ン
必
要
︶

P９「掲⽰板機能（新規の投稿）」へ移動。（ログイン後）

２．Webサイトの構築
（７）－１ 掲⽰板機能（閲覧・書き込み）



・確認画⾯へ

投稿する内容を
⼊⼒してください

掲示板で、新規の投稿を行う場合。(新規の投稿は、ログインが必要)

掲⽰板

件名

メッセージ内容

項⽬の選択
活動内容について
組織について
募集、イベントなど

以下の内容で
投稿します

項⽬
組織について

件名
体制づくりの悩み

メッセージ内容
組織の体制・・・。

P８「掲⽰板機能（閲覧）」へ移動。
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・新規の投稿

・閲覧

・トップ画⾯へ

掲⽰板

利⽤⽅法を
選択して下さい

※ユーザーログイン後

・
・

・１つ前に戻る

掲⽰板

・投稿する
・１つ前に戻る

投稿しました

掲⽰板

・投稿内容を⾒る

・新規の投稿

・トップ画⾯へ

◎年◎⽉◎⽇◎時◎分
体制づくりの悩み 〔☆☆さんの質問〕

組織の体制について悩んでいます。
私の地区では、地域づくりの・・・。

・１つ前に戻る

・掲⽰板トップ画⾯へ

・トップ画⾯へ

新
規
の
投
稿
内
容

・上記内容で書き込む

書き込み

掲⽰板

項⽬：組織について

項⽬名「募集、イベントなど」では、ボランティア募集や
イベント開催案内などの書き込みを想定。
なお、農業ボランティア団体などによる逆募集も可能。

－留意事項－

２．Webサイトの構築
（７）－２ 掲⽰板機能（新規の投稿）



Webサイトの普及・活用促進を目的とした関連ツール。別業務にて構築予定であることから、
本業務では、機能の搭載のみを対象。
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２．Webサイトの構築
（８）優良事例普及ツール機能

本ツールの構築は、別途、他の業務にて対応予定。
このため本業務では、別途構築する機能を平成28年12月を目処に搭載。
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本業務における提案事項は以下のとおり。

次の１〜２の内容（提案事項）を盛り込んだ企画書

１ 優良事例（構築後のWebサイトを含む）等の情報発信について
国⺠に広く情報発信するための⽅策を提案。

２ Webサイト構築等について
① 優良事例の検索内容について
Webサイト上での優良事例の検索について、使い勝⼿の良い内容とする

ための⽅策を提案。

② メッセージ機能や掲⽰板の内容について
Webサイト上でのメッセージ機能及び掲⽰板機能について、使い勝⼿の

良い内容とするための⽅策を提案。
また、ユーザー同⼠の交流が活発になるための⼯夫を提案。

③ 翌年度以降の管理・運営⾯における⼯夫について
Webサイト構築後の維持・管理・運営にかかる関与・負担を最⼩限

（⾃⾛化を含む）にするための⽅策を提案。

３．本業務における提案事項
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情報システムのライフサイクル仕様 

 

１  本業務で導入される情報システムに対して、当該情報システムのセキュリティ要

件に係る以下の事項について、納入完了までに電子データで提出すること。 

（１）情報システム名 

（２）受託責任者の氏名及び連絡先 

（３）システム構成 

（４）接続する農林水産省外通信回線の種別 

（５）当該情報システムの設計・開発、運用・保守に関する事項 

（６）情報システムにおける情報処理サービスの利用の有無（有りの場合は以下の項目

を記載） 

    ア  情報処理サービス名 

    イ  契約事業者 

    ウ  契約期間 

    エ  情報処理サービスの概要 

    オ  ドメイン名（インターネット上で提供される情報処理サービスを利用する場

合） 

    カ  取り扱う情報の格付及び取扱制限に関する事項 

２  機器等の納入時に、以下を含む事項を報告すること。 

（１）調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況（セキュリティ要件に

係る試験の実施手順及び結果等） 

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（内部監査等により不正な変更が

加えられていないことを確認した結果等） 

３ 情報システムの企画・要件定義時に以下を含む措置を実施すること。 

（１）情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能要件を明確化し、本業

務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 

ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を

本業務の成果物に明記すること。 

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のため

に必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 

ａ 農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アク

セスを監視する機能 

ｂ 不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への

不正な通信を監視する機能 

ｃ 農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能 

ｄ 端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能 

別紙２ 
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ｅ サーバ装置等の機器の動作を監視する機能 

（２）開発する情報システムに関連する脆（ぜい）弱性への対策が実施されるよう、以

下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 既知の脆（ぜい）弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システ

ムの構成要素としないこと。 

イ 開発時に情報システムに脆（ぜい）弱性が混入されることを防ぐためのセキュ

リティ実装方針を定めること。 

ウ セキュリティ侵害につながる脆（ぜい）弱性が情報システムに存在することが

発覚した場合に修正が施されること。 

４  情報システムの構築において、以下の事項を含む事項を適切に実施すること。 

（１）情報システムのセキュリティ要件の適切な実装 

（２）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施 

    ア  ソフトウェアの作成及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離し

て実施すること。 

    イ  試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 

    ウ  試験の実施記録を作成し保存すること。 

（３）情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策 

    ア  ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更

管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。 

    イ  調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。 

    ウ  セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行わ

れていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査

する範囲及び方法を定め実施すること。 

    エ  オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこ

と。 

５  情報システムの構築において、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める

要件以外に必要となる措置がある場合、担当部署に報告し、対策を講ずること。 

６  情報システムの運用・保守において、情報システムに実装されたセキュリティ機能

が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。 

（１）情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備 

（２）情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法 

（３）情報システムの保守における情報セキュリティ対策 

（４）運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することが判明した場合の情報セ

キュリティ対策 

（５）情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了

時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常
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に動作させるための情報システムの改修等 

７  構築した情報システムを運用保守段階へ移行する場合、移行手順及び移行環境に

関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。 

（１）情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備 

（２）運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

（３）情報セキュリティインシデントを認知した際の対処方法の確立 

８  情報システムのセキュリティ監視を行う場合は、以下の内容を含む監視手順を定

め、適切に監視運用すること。 

（１）監視するイベントの種類 

（２）監視体制 

（３）監視状況及び情報セキュリティインシデントを認知した場合の報告手順 

（４）監視運用における情報の取扱い（機密性の確保） 

９  本調達範囲外の情報システムを基盤として情報システムを運用する場合は、運用

管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システム

の運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのない

よう、適切に情報システムを運用すること。 

10  不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追

跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。 

11  情報システムの更改又は廃棄を行う場合は、当該情報システムに保存されている

情報について、以下の措置を適切に講ずること。 

（１）情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策 

（２）情報システム廃棄時の不要な情報の抹消 
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情報セキュリティ共通仕様 

 

情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、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 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）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。 

２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を

実施すること。 

４ 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策について、提案書

に記載すること。（または、証明書等を提出すること。） 

（１）受託者に提供される情報の目的外利用の禁止 

（２）情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制 

（３）業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者に

よる意図せざる変更が加えられないための管理体制 

（４）受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者の所属・

専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報

提供 

（５）情報セキュリティインシデントへの対処方法 

（６）情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 

（７）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 

５ 担当部署が必要と認めた場合、情報セキュリティ監査の受入れ及び業務内容、品質

等のサービス水準（サービスレベル）の保証を行うこと（農林水産省が別途選定し

た事業者による監査を含む。）。 

６ 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策の遵守方法、情報

セキュリティ管理体制等に関する確認書等を受託後速やかに提出すること。また、

変更があった場合は、速やかに再提出すること。 

（１）本業務に携わる者の特定 

（２）本業務に携わる者が実施する具体的な情報セキュリティ対策の内容 

７ 情報の受渡し方法や本業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順につ

いて業務実施計画に記載し、担当部署の承認を得ること。また、定められた手順に

より情報を取り扱うこと。 

８ 本業務の遂行に当たり、役務内容を一部再委託する場合は、再委託することにより

生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記４から７まで

の措置の実施を委託先に担保させること。 

９ 受託者は、自己の情報セキュリティ水準について、以下を証明する資料を提案書に

別紙３ 
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記載すること。（または、証明書等を提出すること。） 

（１）ISO/IEC27001 等の国際規格とそれに基づく認証制度の活用 

（２）IPA が公開する自己診断ツール（情報セキュリティ対策ベンチマーク）等、情報

セキュリティガバナンスの確立促進のために開発された自己評価の結果 

（３）MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係

る取組を実施している実績 

10 担当部署から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合、速やかに

報告すること。 

11 本業務に係る情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等

の認知に際して、担当部署の指示に従い必要な措置を講じること。 

12 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、契約期間中はもとより、

契約終了後においても外部に漏らしてはならない。秘密保全に関することは、担当

部署の指示に従うこと。 

13 本業務の遂行に当たっては、従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務契

約を締結すること。 

14 本業務において知り得た情報の漏えい等の事案が発生した際には、担当部署に電話、

口頭等による報告を行うとともに、書面にて提出すること。なお、事案の発生後は

事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこと。また、受託者以外の者

の作業も含め、対処に係る費用は全て受託者が負担すること。 

15 本業務の終了時に、受託者において取り扱われた情報は確実に返却又は抹消し、結

果を書面にて報告すること。 

16 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しない

よう、可能な限り最新版を選定することとし、ソフトウェアの種類、バージョン及

びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されてい

ない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継

ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 

17 情報システムを構成するソフトウェアについては、既知のセキュリティホールに対

するセキュリティ対策を行うこと。 

18 情報システムの運用期間中、当該情報システムで利用するソフトウェアのサポート

期限等を情報収集し、定期的に報告すること。【保守業務の場合】 

19 「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。）「別紙３ 調達仕様書に盛り込

むべき ODB 登録用シートの提出に関する作業内容」に基づき、政府情報システム管

理データベース（ODB）に情報を登録（又は更新）するために必要な ODB 登録用シ

ートを提出すること。【ODB 登録/更新対象の場合】 
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機器等に対するセキュリティ要件 

 

機器等に対するセキュリティ要件は以下のとおり。【取り扱う情報の格付、取扱制限、

機器等を利用する組織の特性、利用環境等に応じて、想定されるリスクを考慮した上で

検討すること】 

１ 機器等の開発工程における品質保証体制を証明する資料を提出すること。 

２ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 

３ 利用マニュアル・ガイダンスが整備された機器等を採用すること。 

４ ソフトウェアの利用期間を踏まえ、サポート期間が十分に確保されたものを採用す

ること。また、サポート期限が公表されていない場合には、ソフトウェアを導入す

る情報システム等のライフサイクルを踏まえ、発売からの経過年数や後継となるソ

フトウェアの有無等を考慮すること。 

５ ぜい弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確

認できること。 

６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。 

 

 

外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応 

１ 外部委託 

（１）外部委託に係る契約事項 

ア  情報システムの【設計・構築／運用・保守／廃棄 等の各工程のうち、調達内

容に応じて必要な場面を選択】工程において、農林水産省の意図しない変更や

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。 

イ  農林水産省の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

るための具体的な管理手順や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。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合

は、提出すること。 

ウ  情報システムに農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つか

ったときに、追跡調査や立入検査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排

除するための手順及び体制（例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作

ログや作業履歴等を記録し、発注先から要求された場合には提出させるように

するなど）を整備していること。また、当該手順及び体制が妥当であることを

証明するための書類を提出すること。 

エ  農林水産省の許可無く、作業の一部又は全部を第三者（再委託先）に請け負



4 
 

わせてはならない。ただし、農林水産省が許可した場合には、受託者は、農林

水産省との契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、

再委託先においても確保すること。また、受託者は、再委託先が実施する情報

セキュリティ対策及びその実施状況について、農林水産省に報告すること。 

オ  委託事業において取り扱う情報について、再委託先が閲覧することがないよ

うに、受託者は情報を厳重に管理すること。止むを得ず、再委託先において委

託事業に係る情報を閲覧する必要がある場合には、受託者は、事前に農林水産

省の担当者と調整し、農林水産省の担当者の指示に従うこと。（再委託先におけ

る情報の取扱いを含む包括的な秘密保持契約を締結する、作業の都度情報の取

扱いについて調整するなどの手続き方法について合意すること。 

（２）委託先の資本関係・役員の情報等に関する事項 

ア  受託者は、資本関係・役員の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の

所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関

する情報を提示すること。 

イ  委託事業の運用に係る要員を限定すること。また、全ての要員の所属、専門

性（資格等）、実績及び国籍について掲示すること。委託事業の実施期間中に要

員を変更する場合は、事前に農林水産省の担当者へ連絡し、許可（又は確認）

を得ること。 

ウ  運用に係る者の所属（契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、委託事業

に従事する全ての要員）、実績（経験年数、資格等）及び国籍について、農林水

産省の担当者にあらかじめ提出し、許可（又は確認）を得ること。 

エ  再委託を行う場合には、受託者は、再委託先の事業者名、住所、再委託対象

とする業務の範囲、再委託する必要性について、委託元である府省庁の担当者

へ提示し、許可（又は確認）を得ること。 

オ  前号に掲げる情報の提供に加えて、再委託先において本委託事業に関わる要

員の所属、専門性（資格等）、実績及び国籍についての情報を委託元である府省

庁の担当者へ提示すること。 

（３）監査に関する事項 

 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、農林水産省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、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）に基づく情報セキュリ

ティ監査を受託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）。 

 

２ 機器等の調達 

（１）当該機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう適切な措置が
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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。 

（２）当該機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整

備されていること。また、当該管理体制を証明する資料を提出すること。 

（３）機器等に対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ

確保のための基準等が整備されており、その基準等が当該機器等に適用されている

こと。また、それらを証明する資料を提出すること。 

（４）機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更

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。機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、農林水産省と迅速か

つ密接に連携して原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製

品であること。 

（５）情報システムを構成する要素（ソフトウェア、ハードウェア）に対して不正な変

更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。また、当該構成管

理体制が書類等で確認できること。 

（６）受託者が情報システムを構成する要素（ソフトウェア、ハードウェア）として採

用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受託

者において確立していること。また、当該検査体制が書類等で確認できること。 
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