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1 件名 
平成２８年度 農業用水実態調査整理ツール構築（その３）業務 

 
2 本書の構成 
 当該仕様書とそれを補足する「システム要件定義書」、「システム方式設計書」で構成されている。 
 
3 業務の概要 
3  (1)  業務の背景並びに目的 

農業水利は、稲作を中心に発展してきた我が国の農業を支える大きな柱として、永い歴史の中で、

多大な労力と費用を投じて構築され、維持されてきた。 

しかし、近年の農業構造の変化、農村社会の変容といった様々な要因から水利用は大きく変化しつ

つある。 

このため、今後とも必要な農業用水を確保し、その有効活用を図っていくために、農業用水需要量

の変動について実態把握が求められている。 

農業用水実態調査とは、農業用水の有効利用及び水利調整の円滑化に資することを目的に、全国の

農業用水の取水実態等について調査を行うものである。 
この調査成果を集計整理する「農業水利基本調査データベース」を平成１９年度に構築し、その後、

平成２０年度に改良を行い現在に至っている。 
しかし、現行システムはＯＳの更新時期を迎えつつあり、ＧＩＳの動作が遅い、システムの習熟体

制が確立されていない等の課題があるため、改善が必要な状況となっている。 

このため、今回、後継システムとして、新たにデータベースとＧＩＳを連動させたシステムである

「農業用水実態調査整理ツール」を構築する。 

「農業用水実態調査整理ツール」は平成２６年度から３ヶ年かけて構築する計画であり、今年度は

平成２６年度及び平成２７年度に開発したサブシステムを基に、引き続きツール構築等を行うもので

ある。 

これにより、農業用水実態調査における集計整理作業の迅速化や検索性の向上等、業務の改善が図

られる。 

 

3  (2)  システムの概要 

 「農業用水実態調査整理ツール」は、各担当者のパソコンで独立して作動するスタンドアロン方式

で構築する。 
 なお、システム構成、ハードウェア構成、ソフトウェア構成、データベース構成及びインストール

方式については、別に定める「平成２８年度 農業用水実態調査整理ツール構築業務 システム方式

設計書」を参照すること。 

 

3  (3)  旧システムからの改善点 

 旧システムである「農業水利基本調査データベース」から、後継システムである当該「農業用水実

態調査整理ツール」における主な改善点は、以下のとおりである。 
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（１）ＯＳのバージョンアップ(WindowsXPサポート切れ)に対応する。 

（２）ＧＩＳの動作環境を改善し、快適に利用できるインターフェースを構築する。 

（３）調査・報告作業を効率化する機能を構築し、作業負担を軽減させる。 

（４）各局及び本省での手作業マージ作業をなくす機能を構築し、作業負担を軽減させる。 

（５）各県、各局及び本省のデータは分散して利用するが、整合性を保つ機能を構築する。 

 

 

4 業務の内容 
4  (1)  作業における留意点 

 後述する「16 貸与資料」の「平成２５年度 農業用水実態調査データベースシステム改良構想

調査検討業務報告書」に添付されている「改良構想書」を十分理解した上で、作業を実施すること。 
 また、当該「農業用水実態調査整理ツール」のデータは、現行の「農業水利基本調査データベース」

の台帳データと地図データから移行する。 
 
4  (2)  業務の運用組織と役割 

 本業務の推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制と、各機関の役割は次の図及び表のとおり

である。なお、受注者内のチーム編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。 
【図 作業実施体制図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産省農村振興局 

水資源課課長補佐（水資源企画班担当） 

【統括】 

各地方農政局等 

（北海道は「北海道開発局」、 

沖縄県は「沖縄総合事務局」 

【地方局窓口、官内都道府県取りまとめ】 

 

都道府県本庁（北海道以外） 

【調査実施主体として情報収集、 

データ入力を実施】 

 

統括責任者 

開発等担当 事務担当 

マネージャ マネージャ 

プロジェクトマネージャ 

（受付窓口） 

 

開発担当グループ 事務担当グループ 

LINE 
【本省窓口、全体取りまとめ】 

監督職員：水資源課水資源企画班 

水利調整係長 

〔発注者側〕 〔受注者（想定）〕 

情報セキュリティ 

管理者 
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 農業用水実態調査の実施体制と、各機関の役割について、以下に記載する。 
No 組  織 役  割 

1  農林水産省 農村振興局 整備部 

水資源課 水資源企画班 

・農業用水実態調査の全体取りまとめを行う。 

・整理ツール管理者として、運用・保守における意思決

定を行う。 

2  各地方農政局等 

（北海道は「北海道開発局」、 

沖縄は「沖縄総合事務局」） 

・農業用水実態調査の運用において、管轄する都道府県

の取りまとめを行う。 

・農業用水実態調査の調査実施主体として、情報収集、

データ入力等を行う。 

・国が所有する水利権のデータ入力を行う。 

3  都道府県本庁 

（北海道以外） 

・農業用水実態調査の調査実施主体として、情報収集、

データ入力等を行う。 

4  都道府県出先事務所 

【参考】 

・都道府県本庁からの指示に基づき、農業用水実態調査

に係る情報収集、データ入力等を行う。 

※ 都道府県出先事務所が調査を行うかどうかは、都

道府県ごとに運用が異なる。 

5  市町村等 

【参考】 

・都道府県からの指示に基づき、農業用水実態調査に係

る情報収集、データ入力等を行う。 
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4  (3)  概略業務フロー（標準パターン） 

 
農業用水実態調査の概略業務フローを以下に記載する。 

 

 
   ※農林水産省本省、地方農政局等においても当該「農業用水実態調査整理ツール」は 

インストールする。 
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4  (4)  整理ツールにおけるシステム化の範囲 

本整理ツールのシステムは、以下のサブシステムで構成される。 
本業務の対象範囲を以下に示す。 

No サブシステム 機能概要 
本業務の 
対象範囲 

1  業務管理、システム

基盤機能 
メニュー、システム利用機関設定、バックアップ、リス

トア、画面リサイズ、ヘルプ等の機能を実現する。 
△ 

(平成 26 年

度実施) 

2  許可水利権 
サブシステム 

許可水利権の一覧表示、検索、新規登録、更新・廃止、

削除、期間更新等の機能を実現する。 
△ 

(平成 26 年

度実施) 

3  慣行水利権 
サブシステム 

慣行水利権の一覧表示、検索、新規登録、更新・廃止、

削除等の機能を実現する。 
△ 

(平成 26 年

度実施) 

4  ため池・地下水等 
サブシステム 

ため池、地下水等の一覧表示、検索、新規登録、更新・

廃止、削除等の機能を実現する。 
△ 

(平成 26 年

度実施) 

5  帳票出力・データ 
提供サブシステム 

帳票出力、エクスポート等の機能を実現する。 ◯ 
※３ 

6  調査計画・データ 
出力サブシステム 

調査計画の登録、調査指示データ／調査結果データの出

力等の機能を実現する。 
◯ 

(H26 実施) 
※４ 

7  データ取り込み 
サブシステム 

調査指示データ／調査結果データを取り込む機能を実

現する。 
△ 

(H27 実施) 

8  調査実績管理 
サブシステム 

調査計画に対する実績（進捗状況）を確認する機能を実

現する。 
◯ 
 

9  地図基盤機能 地図基本機能（拡大・縮小、印刷、レイヤ管理、凡例設

定等）、水利権の作図（追加・移動・削除）、背景図の追

加等の機能を実現する。 

◯ 
(H27 実施) 

※４ 
 ※１：当該「農業用水実態調査整理ツール」は３ヶ年にわたり開発する予定であり、当該業務は 

３年目である。 
 ※２：平成２６年度、平成２７年度業務にて作成済みのサブシステムについても、本業務において

変更がある場合は、監督職員と協議し、適宜修正すること。 
 ※３： 旧システムの内容を理解し、当該「農業用水実態調査整理ツール」の仕様に合わせた上で、

監督職員と協議し、適宜修正・作成すること。 
※４：H27 年度業務にて要望が上がった機能については、監督職員と協議し、実装すること。「5 

情報システムの要件」の備考欄に「機能追加」と記載があるものが対象となる。 
 ※５：H27 年度業務終了後から基本設計終了までに上がった要望についても、監督職員と協議し、
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適宜修正・作成すること。 
 
4  (5)  作業工程 

本業務の作業工程、納入成果物を以下に示す。 
 成果物等の用語は、「共通フレーム 2013」※6に準拠している。 
  
※６：共通フレーム 2013： 

     ソフトウェアの構想から開発、運用、保守及び廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて

必要な作業項目、役割等を包括的に規定した共通の枠組み。「ＩＴシステム開発の作業規定」

である。経済産業省、企業、大学等からなる開発プロセス共有化部会が制定している。 
 

No 作業工程 成果物 備考 
本業務の 
対象範囲 

1  計画 ・業務計画書（作業内容、体制図、

スケジュール、文書管理要領、

セキュリティ管理要領、品質管

理要領、WBS 等を記載） 

 ○ 
<８月> 

2  基本設計 ・システム要件定義 
・システム方式設計 

平成 25 年度に作成済み ○ 
（※７） 

<８月> 

・ソフトウェア要件定義書 
・ソフトウェア方式設計書 

平成 26 年度に作成済み ○ 
（※７） 

<８月> 

3  詳細設計 ・データベース設計書 平成 26 年度に作成済み ○ 
（※７） 

<８月> 

・ソフトウェア詳細設計書  ○ 
（※８） 

<９月> 

4  プログラム開発 ・ソースコード 
・単体テスト報告書 

 ○ 
（※８） 
<１１月> 

5  テスト ・ソフトウェア結合テスト計画書 
・ソフトウェア結合テスト報告書 
・システム結合テスト計画書 
・システム結合テスト報告書 
・受入テスト資料 

 ○ 
（※８） 
<１１月> 
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No 作業工程 成果物 備考 
本業務の 
対象範囲 

6  導入 ・システムのインストーラ 
・リリースノート 

 ○ 
（※８） 
<１１月> 

7  移行 ・移行計画書 
・移行データ 
・移行報告書 

 ○ 
（※９） 
<１１月> 

8  マスタ整備 ・マスタデータ  ○ 
<１１月> 

9  教育 ・操作マニュアル 
・講習会資料 
・FAQ 
・講習会実施報告書 

 ○ 
<１１月 

～３月> 

10  運用支援 ・運用計画書 
・運用手順書 
・運用サポート質問等記録表 
 

 ○ 
<１１月 

～３月> 

11  保守支援 ・保守計画書 
・保守手順書 

 ○ 
<１１月 

～３月> 

12  その他 ・打合せ資料 
・打合せ議事録 
・進捗報告資料 

 ○ 
< ８月 

～３月> 

※７平成２６年度、平成２７年度業務にて作成済みのサブシステムについても、平成２８年度業務

の変更に伴う、改修及び確認作業がある場合は、適宜修正すること。 
※８：「4  (4)  整理ツールにおけるシステム化の範囲」で本業務の対象としたサブシステムが対

象となる。 
 ※９：当該業務におけるデータ移行は、全拠点分（「4  (2)  業務の運用組織と役割」参照）対象

とする。 
※10：本業務の対象範囲の欄＜＞内に示す月は、発注者が想定している作業スケジュールである。 

      
4  (5)  ア 設計 

 設計に当たっては、後述する「16 貸与資料」の「平成２７年度農業基盤整備状況把握ツール運

用業務報告書」に記載されている、整備状況把握ツールを十分理解した上で、その設計思想を継承す

ること。 
(1) 基本設計 

本システムのソフトウェア要件定義、ソフトウェア方式設計の内容を理解すること。本業務に
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て変更がある場合は、適宜修正すること。 
 

(2) 詳細設計 
本システムのソフトウェア詳細設計を行うこと。各設計書はレビューにより監督職員の承諾を

得ること。 
 
4  (5)  イ 開発 

 4  (5) アの設計内容に基づき、プログラム開発及びソフトウェア単体テストを行うこと。 
 なお、開発に当たっては、後述する「16 貸与資料」の「平成２６年度農業基盤整備状況把握ツ

ール運用業務成果品」及び「平成２７年度農業基盤整備状況把握ツール運用業務成果品」を参考とし、

同システムの資産（部品等）を活用すること。 
 
4  (5)  ウ テスト 

 ソフトウェア結合テスト及びシステム結合テストを実施し、本システムの確実性を検証すること。

また、監督職員が行う受入テストの支援を行うこと。 
(1) ソフトウェア結合テスト 

  ソフトウェア結合テストでは、本年度、平成 26 年度及び平成 27 年度に構築したサブシステム

に対して、プログラムを結合して機能単位で組み合わせ、設計書に定義した仕様を満たしているか、

内部又はプログラムの結合部分に障害がないか等の確認を行うこと。 
なお、テストの実施に当たっては、計画書を作成し、監督職員の承諾を得た上で実施すること。

また、テストの実施においては、エビデンス（検証結果）を残し、テスト結果については、テス

ト報告書を作成し、監督職員の承諾を得ること。 
 

(2) システム結合テスト 
  システム結合テストでは、本年度、平成 26 年度及び平成 27 年度に構築したサブシステムに対

して、機能テスト、性能テスト、負荷テスト、構成テスト、操作性テスト等を実施することにより、

結合したシステムがシステム要件を満たしていることの確認を行うこと。 
なお、テストの実施に当たっては、計画書を作成し、監督職員の承諾を得た上で実施すること。

また、テストの実施においては、エビデンス（検証結果）を残し、テスト結果については、テス

ト報告書を作成し、監督職員の承諾を得ること。 
 

(3) 受入テスト支援 
受注者は、監督職員が行う受入テストの円滑な実施のために必要な操作説明を行うとともに、

優先的にテストすべき機能及び考慮すべき点について、書面により示すこと。 
なお、受入テストは、平成２８年１１月下旬の実施を予定している（２週間程度）。 

 
4  (5)  エ 導入 

(1) インストーラの作成 
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  本システムを利用者端末にインストールするためのインストーラ（平成２６年度に作成済み）に

本年度対象となるサブシステム（「4  (4)  整理ツールにおけるシステム化の範囲」参照）を追加

すること。なお、本システムのインストーラは、Windows の管理者権限を必要としないインスト

ール及びアンインストール方式とすること。 
  また、インストーラに含めたプログラム等を「リリースノート」として取りまとめること。 
 

(2) 導入支援 
仮運用（平成２８年１１月予定）開始までに導入計画書（導入対象拠点、導入手順等）を作成し、

監督職員の承諾を得ること。また、本整理ツールは「整備状況把握ツール」の ArcGIS10.2.1 を利

用するため、導入前に整備状況把握ツールの担当部署、整備状況把握ツールの運用保守業者と協議

し、導入計画書について指摘があれば適宜修正すること。 
  
4  (5)  オ 移行 

 移行の詳細は、「11 移行要件」に記載する。 
 
4  (5)  カ マスタ整備 

 「16 貸与資料」の「河川コード台帳及び河川コード表」から整理ツールで利用可能なマスタデ

ータ（一級河川、二級河川、準用河川、普通河川）を作成すること。 
 
4  (5)  キ 教育 

(1) 操作マニュアル、FAQ、ヘルプ機能の作成 
・操作マニュアル 

 当該ツールの操作説明書を作成すること。また、マスタ情報（都道府県コード、旧市町村

コード、取水形式コード、水源区分コード等）の一覧表（コードと内容の対比表）をそれぞ

れ作成すること。マスタ情報は２５項目程度を想定している。 
・FAQ 
  運用サポート質問等記録表からよくある問い合わせを FAQ にまとめること。 
・ヘルプ機能 

 各画面のヘルプファイル（.chm ファイル）を作成し、各画面のヘルプボタンを押下した際

に該当のヘルプファイルが表示されるようにすること。対象画面は 30 画面程度。 
当該ツールの操作説明書を作成すること。また、運用サポート質問等記録表からよくある問い

合わせをFAQにまとめること。なお、作成した文書はレビューにより監督職員の承諾を得ること。 
 

(2) 講習会の準備 
本整理ツールの講習会資料（許可水利権編、慣行水利権編、その他（ため池・地下水等）編、

地図情報入力編、帳票出力、調査実績管理、インストール関連等）を作成及び修正すること。ま

た、本整理ツールのデータの流れ（地方農政局 → 都道府県 → 事務所 → 市町村 → 事務所 → 

都道府県 → 地方農政局 → 農林水産省）に沿ったチュートリアルを作成すること。データの流
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れについては、「16 貸与資料」の「平成２７年度 農業用水実態調査整理ツール構築業務成果品」

の「農業用水実態調査整理ツール（概要）」を参照。なお、作成及び修正した文書はレビューによ

り監督職員の承諾を得ること。 

 
(3) 講習会の実施 

整理ツールの講習会（平成２９年２月に農林水産本省内で開催予定）において講師を行うこと。

なお、会場、研修用 PC及びプロジェクタについては監督職員が準備するが、受注者は、必要部数

の講習会資料及び講師用 PC を準備すること。（講習会：連続する２日間を想定、参加人員：２０

名程度）なお、詳細については監督職員と受注者との協議で決定すること。 
 
4  (5)  ク 運用支援 

 運用支援の詳細は、「12 運用支援」に記載する。 
  
4  (5)  ケ 保守支援 

保守支援の詳細は、「13 保守支援」に記載する。 
 
5 情報システムの要件 
5  (1)  作業に当たっての留意事項 

 以下にサブシステムごとに情報システムの要件を示す。 
 表の網掛け機能は、本開発では対象外となる。ただし、追加開発を行う可能性があるため、その点

に留意した設計を行うこと。 
 
5  (1)  ア 業務管理・システム基盤 

 メニュー、システム利用機関設定、バックアップ、リストア、画面リサイズ、ヘルプ等の機能を提

供する。 
 

No 機能名 機能要件 備考 

1  ログイン 
 

１）ユーザ名、パスワードを入力する入力欄を設ける。 
２）入力値をユーザマスタと照合して処理選択メニューを

表示する。 

 

2  利用者管理 １）登録されているユーザを一覧表示する。 
２）ユーザの新規登録、更新、削除を可能とする。 

 

3  処理選択 
（メニュー） 

１）各サブシステムの処理メニューを表示する。 
２）選択した処理を起動する。 

 

4  システム利用機関

設定 
１）システムを使用する拠点情報の設定画面を表示する。 
２）設定した情報をデータベースに登録する。 
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No 機能名 機能要件 備考 

5  フリー検索（諸元） １）諸元情報に対して、“許可・慣行・その他（ため池、

地下水等）”の区別なく、検索条件を指定した検索を

可能とする。 
２）検索結果を一覧表示する。 
３）フリー検索の結果から、諸元ウィンドウを表示し、情

報の更新・参照を可能とする。 

 

6  フリー検索（地図） １）地図情報に対して、“許可・慣行・その他（ため池、

地下水等）”の区別なく、検索条件を指定した検索を

可能とする。 
２）地図属性の検索結果を一覧表示する。 
３）検索結果は“検索結果レイヤ”として地図表示可能と

する。 

 

7  バックアップ １）バックアップ実行画面を表示する。 
２）位置情報も含めた全てのデータベースの情報を外部フ

ァイルとして待避する。 

 

8  リストア １）リストア実行画面を表示する。 
２）バックアップ機能で待避したデータをデータベースと

位置情報（シェープファイル）にリストア（復元）す

る。 

 

9  画面リサイズ １）画面のレイアウトを保持したままで画面全体の拡大・

縮小を可能とする。 
 

10  ヘルプ 
 

１）ヘルプが必要な画面にボタンを用意する。 
２）ボタン押下後、該当画面のヘルプを表示する。 

 

11  処理の進捗状況表

示 
１）画面表示に時間がかかる場合、処理進捗画面、進捗バ

ー等を表示する。 
２）目的の画面・処理が終了した場合、処理進捗画面、進

捗バー等は非表示とする。 
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No 機能名 機能要件 備考 

12  履歴管理 
（更新・統廃合等） 
 

以下、２つのデータを保持する。 
１）直近のデータ 
２）各操作前のデータ（このデータが履歴データ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）諸元のデータを対象とする（位置情報（シェープファ

イル）の履歴管理は行わない）。 

 

13  履歴データの閲覧 
 

１）許可水利権、慣行水利権、水利権以外（ため池・地下

水等）のサブシステムの検索一覧画面から、履歴を含

めたデータを表示する。 

 

14  水系マスタの構築 １）施設の諸元情報において、水系を一覧から選択する機

能を用意する。 
２）水系マスタは、農政局、都道府県、等級等による属性

を持たせて構築する。 
３）水系マスタを集計条件に利用する帳票において、正し

く集計可能とするための属性を用意する。 

 

 
 
5  (1)  イ 許可水利権サブシステム 

 許可水利権の施設一覧表示、検索、新規登録、更新（廃止）、削除、期間更新等を行う。 

No 機能名 機能要件 備考 

1  処理選択 １）各条件を指定するメニューを用意する。 
２）各機能の呼出しを可能とする。 

（追加・更新・削除等、No2 以降の機能呼出し） 

 

2  編集対象の制御 １）調査計画・データ出力サブシステムにより受領したデ

ータのみ編集可能とする機能を構築する。 
 

3  一覧表示 
 

１）指定した条件で、水利権・施設の一覧画面を表示する。 
２）エラーデータを強調表示する（諸元エラー、地図未登

録等）。 
３）一覧画面のデータ表示順を並び替え可能とする。 
４）一覧から地図を表示すること可能とする。 
５）一覧から諸元ウィンドウに遷移する。 

 

イメージ 
 
操作前 
直近データ レコード No 施設名 ・・・ 
 001 Ａ  
 
↓名称をＡ→Ｂ、さらにはＣに変更した。 
 
直近データ レコード No 施設名 ・・・ 
 001 Ｃ  
 
履歴データ レコード No 施設名 ・・・ 
 001 Ａ  
 001 Ｂ  
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No 機能名 機能要件 備考 

4  検索条件 １）代表的な検索条件を入力可能とする。 
２）詳細条件の指定を、別ウィンドウで可能とする。 

（履歴データに対しての検索も可能とする。） 
３）and 又は or の条件を自由に追加できる。 
４）同一検索項目であっても複数条件を追加できる。 
５）指定した条件により、一覧を再描画する。 

 

5  新規登録 １）新規登録用の諸元ウィンドウを表示する。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）位置情報と連動するための地図を表示して、位置情報

を諸元情報にひも付ける。 
４）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に登録する。 

 

6  更新（廃止） 
 

１）更新データの諸元ウィンドウを表示する。 
２）更新理由（期間更新、廃止等）の入力を可能とする。 
３）入力値をエラーチェックする。 
４）地図を表示して位置情報を諸元情報にひも付ける。 
５）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に更新する。 
６）更新前のデータを履歴として保存する。 

 

7  一括更新（諸元） １）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）編集した内容をデータベースに更新する。 
４）更新前データを履歴として保存する。 

 

8  一括更新 
（許可期限） 
 
 

１）許可期限切れデータのみを一覧表示する。 
２）一覧表示にて許可期限日を強調表示する。 
３）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
４）入力値をエラーチェックする。 
５）編集した更新期限をデータベースに更新する。 
６）期間更新前のデータを履歴として保存する。 

業務を意識 
させる意図か

ら、更新機能か

ら切り離して

機能を構成す

る。 
9  削除 １）削除データの諸元ウィンドウを表示する。 

２）削除の際、データベースと位置情報（シェープファイ

ル）の連動データを削除する。 
３）削除前のデータを履歴として保存する。 

 

10  参照機能 １）選択したリストの明細ウィンドウを表示する。 
２）明細ウィンドウは、入力不可とする。 
３）明細ウィンドウは、複数同時に表示可能とする。 

誤った更新を

させない操作

を機能で用意

する。 
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No 機能名 機能要件 備考 

11  水利使用規則と施

設の関連付け 
１）関連付けたい施設を一覧表示する。 
２）新規水利使用規則名を登録可能とする。 
３）既に関連付けた施設は強調表示する。 
４）選択施設が既に設定済みの場合、エラーとする。 
５）選択した施設を１つの水利使用規則名で登録する。 
６）関連付けた情報を履歴として保存する。 

 

12  許可化により廃止

された慣行水利権

の設定 

１）新規の許可水利権を登録する機能を用意する。 
２）許可化による廃止予定の慣行水利権一覧を表示する。 
３）新規の許可水利権を登録と同時に、指定した慣行水利

権データを廃止データとして、データベースと位置情

報（シェープファイル）に登録する。 
４）廃止された慣行水利権の履歴を保存する。 

業務を意識 
させる意図か

ら、更新機能か

ら切り離して

システムを構

成する。 
13  一覧表示の項目 １）水利権・施設の諸元情報は、一覧画面に全て表示され

ていない。項目の精査を行い、一覧画面内に表示する

項目を修正する。 

 

14  更新データチェッ

ク 
１）必須項目ではない諸元の項目の場合、警告を表示して

登録を可能とする機能を用意する。 
 

 

 

5  (1)  ウ 慣行水利権サブシステム 

 慣行水利権の施設一覧表示、検索、新規登録、更新（廃止）、削除、一括更新等を行う。 

No 機能名 機能要件 備考 

1  処理選択 １）各条件を指定するメニューを用意する。 
２）各機能の呼出しを可能とする。 

 （追加・更新・削除等、No2 以降の機能呼出し） 

 

2  編集対象の制御 １）調査計画・データ出力サブシステムにより受領したデ

ータのみ編集可能とする機能を構築する。 
 

3  一覧表示 
 

１）指定した条件で、水利権・施設の一覧画面を表示する。 
２）エラーデータを強調表示する（諸元エラー、地図未登

録等）。 
３）一覧画面のデータ表示順を並び替え可能とする。 
４）一覧から地図を表示することを可能とする。 
５）一覧から諸元ウィンドウに遷移する。 

 

4  検索条件 １）代表的な検索条件を入力可能とする（「許可化により

廃止された慣行水利権データのみ表示」等）。 
２）詳細条件の指定を、別ウィンドウで可能とする。 

（履歴データに対しての検索も可能とする。） 
３）and 又は or の条件を自由に追加できる。 
４）同一検索項目であっても複数条件を追加できる。 
５）指定した条件により、一覧を再描画する。 
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No 機能名 機能要件 備考 

5  新規登録 １）新規登録用の諸元ウィンドウを表示する。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）位置情報と連動するための地図を表示して、地図情報

を諸元情報にひも付ける。 
４）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に登録する。 
５）既存データを利用して新規データを作成可能とする。

（既存データの複写（コピー）） 

 

6  更新（廃止） 
 
 

１）更新データの諸元ウィンドウを表示する。 
２）更新理由（期間更新、廃止等）の入力を可能とする。 
３）入力値をエラーチェックする。 
４）地図を表示して位置情報を諸元情報にひも付ける。 
５）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に更新する。 
６）更新前のデータを履歴として保存する。 

 

7  一括更新（諸元） １）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）編集した内容をデータベースに更新する。 
４）更新前データを履歴として保存する。 

 

8  一括更新 
（取水の実態） 

１）調査結果データを検索する。 
２）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
３）入力値をエラーチェックする。 
４）編集した内容をデータベースに更新する。 
５）更新前データを履歴として保存する。 

 

9  削除 １）削除データの諸元ウィンドウを表示する。 
２）削除の際、データベースと位置情報（シェープファイ

ル）の連動データを削除する。 
３）削除前のデータを履歴として保存する。 

 

10  参照機能 １）選択したリストの明細ウィンドウを表示する。 
２）明細ウィンドウは、入力不可とする。 
３）明細ウィンドウは、複数同時に表示可能とする。 

誤った更新を

させない操作

を機能で用意

する。 
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5  (1)  エ ため池・地下水等サブシステム 

 ため池・地下水等の施設一覧表示、検索、新規登録、更新（廃止）、削除、一括更新等を行う。 

No 機能名 機能要件 備考 

1  処理選択 １）各条件を指定するメニューを用意する。 
２）各機能の呼出しを可能とする。 

 （追加・更新・削除等、No2 以降の機能呼出し） 

 

2  編集対象の制御 １）調査計画・データ出力サブシステムにより受領したデ

ータのみ編集可能とする機能を構築する。 
 

3  一覧表示 
 

１）指定した条件で、水利権・施設の一覧画面を表示する。 
２）エラーデータを強調表示する（諸元エラー、地図未登

録等）。 
３）一覧画面のデータ表示順を並び替え可能とする。 
４）一覧から地図を表示すること可能とする。 
５）一覧から諸元ウィンドウに遷移する。 

 

4  検索条件 １）代表的な検索条件を入力可能とする。 
２）詳細条件の指定を、別ウィンドウで可能とする。 

（履歴データに対しての検索も可能とする）。 
３）and 又は or の条件を自由に追加できる。 
４）同一検索項目であっても複数条件を追加できる。 
５）指定した条件により、一覧を再描画する。 

 

5  新規登録 １）新規登録用の諸元ウィンドウを表示する。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）位置情報と連動するための地図を表示して、地図情報

を諸元情報にひも付ける。 
４）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に登録する。 
５）既存データを利用して新規データを作成可能とする。

（既存データの複写（コピー）） 

 

6  更新（廃止） 
 
 

１）更新データの諸元ウィンドウを表示する。 
２）更新理由（期間更新、廃止等）の入力を可能とする。 
３）入力値をエラーチェックする。 
４）地図を表示して位置情報を諸元情報にひも付ける。 
５）入力内容をデータベースと位置情報（シェープファイ

ル）に更新する。 
６）更新前のデータを履歴として保存する。 

 

7  一括更新（諸元） １）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
２）入力値をエラーチェックする。 
３）編集した内容をデータベースに更新する。 
４）更新前データを履歴として保存する。 
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No 機能名 機能要件 備考 

8  一括更新 
（取水の実態） 

１）調査結果データを検索する。 
２）一覧表の項目を直接編集可能とする。 
３）入力値をエラーチェックする。 
４）編集した内容をデータベースに更新する。 
５）更新前データを履歴として保存する。 

 

9  削除 １）削除データの諸元ウィンドウを表示する。 
２）削除の際、データベースと位置情報（シェープファイ

ル）の連動データを削除する。 
３）削除前のデータを履歴として保存する。 

 

10  参照機能 １）選択したリストの明細ウィンドウを表示する。 
２）明細ウィンドウは、入力不可とする。 
３）明細ウィンドウは、複数同時に表示可能とする。 

誤った更新を

させない操作

を機能で用意 

11  一覧表示の項目 １）水利権・施設の諸元情報は、一覧画面に全て表示され

ていない。項目の精査を行い、一覧画面内に表示する

項目を修正する。 

 

12  更新データチェッ

ク 
１）必須項目ではない諸元の項目の場合、警告を表示して

登録を可能とする機能を用意する。 
 

 

5  (1)  オ 帳票出力・データ提供サブシステム 

 帳票出力及びエクスポート（諸元情報、地図情報）の機能を提供する。 

No 機能名 機能要件 備考 

1  処理選択 １）各条件を指定するメニューを用意する。 
２）各機能の呼出しを可能とする。 

（検索・帳票出力等の機能呼出し） 

 

2  検索条件 １）検索条件を指定可能とする。 
①代表的な検索条件入力可能とする。 
（帳票の種別指定に応じた検索条件を表示する。） 
②詳細条件の指定を、別ウィンドウで可能とする。 
（履歴データに対しての検索も可能とする。） 
③And 又は or の条件を自由に追加できる。 
④大規模、小規模を指定可能とする。 
⑤同一検索項目であっても複数条件を追加できる。 

 

3  帳票出力 
 
 

１）出力する帳票の種別を指定する。 
①農業用水実態調査表 
②農業用水施設総括表 
③水源別施設・取水量・かんがい面積 
④水利権別施設数・取水量・かんがい面積 
⑤水利権別一覧表（施設数・取水量・かんがい面積） 

⑥面積規模別一覧表（施設数・取水量・かんがい面積） 

⑦水量規模別一覧表（施設数・取水量・かんがい面積） 

⑧取水形式目的別一覧表（施設数・取水量・かんがい面積） 
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No 機能名 機能要件 備考 
⑨かんがい面積地目別一覧 
⑩取水目的別一覧表 （施設数・取水量・かんがい面積） 

⑪施設管理者一覧表 （施設数・取水量・かんがい面積） 

⑫施設所有者一覧表 （施設数・取水量・かんがい面積） 

⑬水利権所有者一覧表 
⑭事業主体別管理者別 （施設数・取水量・かんがい面積別） 

⑮ダム依存区分一覧表 （施設数・取水量・かんがい面積別） 

⑯取水源一覧 
⑰取水量規模一覧 
⑱水利権種類一覧 
⑲水利権現況一覧 
⑳水利権ごとの個表 
21 市町村・土地改良区ごとの一覧表 
22 許可・慣行等の形態別一覧表 
23 施設概要等の一覧表 

２）条件で指定した件数が０の場合、該当０件のメッセー

ジを表示する。 
３）該当が１件以上の場合、帳票を出力する。 
４）印刷プレビュー後、Excel 又は PDF 形式に保存する。 

（ユーザが指定した場合） 

4  エクスポート １）条件で指定した件数が０の場合、該当０件のメッセー

ジを表示する。 
２）出力したいデータ項目を任意に指定可能とする。 
３）指定した項目情報を記憶して次回も利用可能とする。 
４）出力先フォルダを任意に指定可能とする。 
５）指定した出力先フォルダを記憶して次回表示する。 
６）ファイル名を任意に指定可能とする。 
７）Excel 形式、CSV 形式、シェープファイル形式を選択

可能とする。 
８） データをエクスポートする。 

 

5  他サブシステム（許

可水利権、慣行水利

権、ため池・地下水

等）からの起動 

１）各サブシステムから帳票出力及びエクスポート機能を

呼出し可能とする。 
２）各サブシステムで指定された条件で帳票出力及びエク

スポートを行う。 

 

6  取水パターン図作

成 
１）許可水利権の諸元情報画面から取水パターン図を画面

表示可能とする。 
２）画面表示した取水パターン図は印刷も可能とする。 
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5  (1)  カ 調査計画・データ出力サブシステム 

 調査計画のデータを登録する機能、データベースに登録したデータから調査指示データ、調査結果

データを作成する機能を提供する。 

No 機能名  機能要件 備考 

1  調査計画登録 
 
 

共

通 

１）登録する計画種別を選択する。 
①個別指定 
②メモ指定（入力又は別ファイルの指定） 

 

  

個

別

指

定 

１） 詳細条件の指定を、別ウィンドウで可能とする。 
（履歴データに対しての検索も可能とする。） 

２）and 又は or の条件を自由に追加できる。 
３）同一検索項目であっても複数条件を追加できる。 
４）前年度と相違のある差分データ全てを指定でき

る。 
５）上位機関から指示されたデータを指定できる。 
６）検索結果を一覧画面に表示する。 
７）一覧データに対して以下の計画を設定する機能を

構築する。 
①諸元の調査 
②利用実態の調査 
③取水の実態の調査 

８）該当データに対して、調査指示のチェックを一括 
で行う機能を設ける。 

 

  メモ

指定 
１）メモの入力を可能とする。 
２）ファイルを指定する機能を設ける。 

 

2  データ出力 
 
 

 

１） データ区分を指定する。 
①調査指示データ 
②調査結果データ 

２）データ形式を選択する。 
①システムデータ形式 
②Excel データ形式 

３）システムデータ形式の場合、データ種類を選択可

能とする。 
①諸元情報 
②位置情報（シェープファイル） 

４）提出先を指定する（都道府県、市町村等）。 
５）受取先がデータ区分（指示・結果）、計画種別（個

別・メモ）等を判別可能な情報を付加する。 
６）パスワードを指定可能とする。 
７）データ保存先フォルダを指定可能とする。 
８）指定した保存フォルダを記憶して次回表示する。 
９）指定した条件でデータを作成する。 
１０）作成データを圧縮する。 
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No 機能名  機能要件 備考 
（※サイズが大きい場合、分割する。） 

１１）作成データにパスワード保護・暗号化を行う。 

3  データ出力形式 

 

１） データ出力形式について、拠点が「農林水産省、

地方農政局等、都道府県本庁」でも「Excel デー

タ形式」で出力できるようにする。（現行ツール

では「事務所」のみ Excel データで出力可能） 

機能追加 

 

5  (1)  キ データ取り込みサブシステム 

 調査指示データ、調査結果データをシステムに取り込む機能を提供する。 

No 機能名 機能要件 備考 

1  データ取り込み 
 

１）取り込み元フォルダを、任意に指定する。 
２）指定した取り込み元フォルダを記憶して次回表示す 

る。 
３）パスワードの解除文字を入力する。 
４）データを解凍する。 
５）解凍データのデータ区分（指示・結果）、計画種別（個

別・メモ）等チェックする。 
６）データ区分等により、以下の処理を行う。 

①調査指示データ（個別指定） 
調査指示内容をデータベースに反映する。 

②調査指示データ（メモ） 
調査指示内容をデータベースに反映する。 
また、メモ（若しくはメモファイル）をシステムに

反映する。 
③調査結果データ 

調査結果をデータベースに反映する。 
７）データ取り込みの実行履歴を保存する。 
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5  (1)  ク 調査実績管理サブシステム 

 許可水利権の調査結果、慣行水利権やため池・地下水等の聞き取り調査指示、結果受領、地方農政

局等が都道府県からの調査結果を受領、といった各調査のやり取りを管理する機能を提供する。 
 

No 機能名 機能要件 備考 

1  進捗管理機能 
 

１）調査計画の登録データ、調査結果の取り込みデータを

リスト表示する。 
２）以下の内容を一覧表示する。 

① データ出力又は取り込みの区分 
② ①の実施日時 
③ データ出力元の機関名 
④ データ取り込み元の機関名 
⑤ メモ欄の入力内容（画面に表示できる範囲で） 
⑥ データ出力元機関が自機関の場合は、出力件数。 
⑦ データ出力元機関が他機関の場合は、返却件数。 

３）一覧の並べ替えや、表示内容の限定を可能にする。 
４）一覧表示したデータを選択して、自環境内のデータを

検索・表示する。 

 

 

5  (1)  ケ 地図基盤サブシステム 

地図基本機能（拡大・縮小、印刷、レイヤ管理、凡例設定等）、水利権の作図（追加・移動・削除）、

背景図の追加等の機能を提供する。 
原則、整備状況把握ツールと同レベルの操作を可能とする。 
なお、地図基盤サブシステムで利用する ArcGIS10.2.1 は整備状況把握ツールにおいても利用する

ため、構築内容については、監督職員、整備状況把握ツールの担当部署、整備状況把握ツール運用保

守業者と協議し、指摘があれば適宜修正すること。 
 

No 機能名 機能要件 備考 

1  地図初期表示 
 

１）許可水利権、慣行水利権、ため池・地下水等の各諸元

画面からの呼出しに応じた初期表示を行う。 
 

2  ２）水利権から地図を初期表示した場合、水利権に紐付い

ている全ての施設が画面に収まるよう表示する。 
機能追加 

3  ３）市町村界の初期表示を行う。 機能追加 

4  地図基本操作 
 

１）拡大・縮小、全域表示、移動、印刷、レイヤ管理、凡

例設定等の地図の基本操作を可能とする。 
 

5  諸元情報の参照 １）地図側から諸元情報の画面を表示する。  

6  諸元情報の一覧表

示 
１）諸元情報の一覧表を表示する。  

7  水利権の作図 
（ポイント） 

１）新規ポイントの追加を可能とする。 
２）既存ポイントの移動・削除を可能とする。 
３）地図編集の元に戻す／やり直しを可能とする。 
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No 機能名 機能要件 備考 

8  受益の作図 
（ポリゴン） 
 

１）新規ポリゴンの追加を可能とする。 
２）既存ポリゴンの移動・削除を可能とする。 
３）ポリゴンの頂点編集を可能とする。 
４）地図編集の元に戻す／やり直しを可能とする。 

 

9  背景追加・削除 １）任意の背景図の追加・削除を可能とする。 
２）簡単な操作で背景図の「表示／非表示」の切り替えを

可能とする。 

 

10  マッチング １）選択した諸元情報と地図情報（ポイント）のマッチン

グを行う。 
 

 

5  (2) 画面要件 

 「5  (1)  作業に当たっての留意事項」に沿って設計等を行うこと。 
 

5  (3) 帳票要件 

 「5  (1)  作業に当たっての留意事項」に沿って設計等を行うこと。 
 なお、対象帳票については、「5  (1)  オ 帳票出力・データ提供サブシステム」を参照すること。 
 

5  (4) 外部インターフェース要件 

 「5  (1)  作業に当たっての留意事項」に沿って設計等を行うこと。 
 なお、対象となる処理については、「5  (1)  オ 帳票出力・データ提供サブシステム」、「  
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5  (1)  カ 調査計画・データ出力サブシステム」及び｢5  (1) キ データ取り込みサブシステム｣

を参照すること。 
 
6 規模・性能要件 

本システムの規模・性能要件を以下に示す。 
 

6  (1)  規模要件 

ア 利用者数 

  ・農林水産本省：１拠点 

・地方農政局等：９拠点 

・都道府県本庁：４７拠点 

・都道府県出先事務所：約３００拠点（想定する最大数を記載） 

・市町村等：約１，７００拠点（想定する最大数を記載） 

※ 都道府県出先事務所及び市町村等については、原則、外部出力した Excelでの運用を想定し

ている。ただし、都道府県出先事務所は、本システムを利用した運用も可能とする。 

イ 既存データの件数 

 ・許可水利権、慣行水利権、ため池・地下水等の総数：約１０万件 

   

6  (2)  性能要件 

 本システムの性能については、以下の要件を満たすこと。 

 ・画面遷移のレスポンスは、３秒以内であること。 

・各種ボタン操作（画面表示、データの登録・更新、検索処理等）のアクションに対するレスポ

ンスは、３秒以内であること。 

・大量のデータを対象とした印刷やエクスポート処理等において、レスポンスが３秒以上かかる

場合は、マウスポインタを砂時計にし、処理の進捗状況を確認するためのプログレスバーを表

示すること。 

 
7 信頼性等要件 
7  (1)  信頼性要件 

 業務の特性に応じたバックアップ方式を選択し、障害時のリカバリにより安全性及び信頼性を確保

すること。 
 
7  (2)  拡張性要件 

 システムの本稼働以降、業務の変化に容易に対応できることに留意し、仕様の検討及び設計を行う

こと。 
また、オブジェクト指向等による開発により、機能の再利用や拡張性の向上を図ること。本システ

ムの利用者や処理業務が増えた場合でも、柔軟にシステムの拡張が行うことができること。 
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7  (3)  上位互換性要件 

 使用している OS やソフトウェア等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施すること

で、バージョンアップに対応可能なシステムとすること。 
 
7  (4)  システム中立性要件 

採用する技術や製品については、原則、将来にわたり市場で代替技術・技術者等を容易に調達でき

るよう配慮すること。また、システム導入後の運用支援等を受注者に頼らず、これを行うことが可能

となるようドキュメント類の整備を行うこと。 
 
8 情報セキュリティ要件 
8  (1)  情報セキュリティの確保に関する規則 

ア 本業務の遂行に当たっては、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）等の説明を受けるとともに、定

められている事項について遵守すること。 
 なお、別添に情報システムのライフサイクル仕様（別紙１）及び情報セキュリティ仕様（別

紙２）を示すので、これを遵守すること。 
イ 本業務の遂行に当たっては、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏名等を記載し

た作業体系図を提出すること。 
ウ 本業務の受注者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備

すること。また、本業務に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること。 
  ・情報処理技術者試験「情報セキュリティスペシャリスト」の合格者 
  ・（ISC）２による CISSP 認定資格保持者 
  ・公認情報セキュリティマネージャ（CISM） 
  ・公認情報セキュリティ監査人（CAIS） 
  ・公認情報システム監査人（CASA） 

エ 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、監督職員の指示に従う

こと。 
オ 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。  
カ 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、受注者以外に者の作業も含め、対処に係る費用は全て受注者が負担すること。 

キ 受注者環境に本業務で必要な情報以外を保持することのないよう、不要になった情報は適宜、

担当部署に返却を行うこと。 
ク 本業務において使用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。 
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ケ 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を実施し、情報セキュリテ

ィ水準の低下を招かないこと。 
・ 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。 
・ 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。 
・ 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。 
・ 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。 
 ・ 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Ｏ

Ｓ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。 
・ 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。 
・ 「.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。 
・ 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。 
 
8  (2)  情報セキュリティ対策の履行 

 本業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を監督

職員が認める場合には、受注者の責任者は、監督職員の求めに応じこれの協議を行い、合意した対応

を取ることとする。 
 
8  (3)  セキュリティ要件の設計・実装 

本システムのセキュリティ要件を定義し、これに基づきセキュリティの設計と実装を行うこと。 
なお、セキュリティ要件の定義に当たっては、情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ

要件策定マニュアル（2015年５月 21 日 内閣サイバーセキュリティセンター）に基づいて、検討を

行うこと。 
 
9 情報システム稼働環境 
9  (1)  全体構成 

 本システムは、各担当者のパソコンで独立して動作するスタンドアロン方式とする。 

 拠点間のデータの受渡しは、CD-R、DVD-R、メール等を用いて行う。 
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9  (2)  ハードウェア要件 

 本システムを利用するために必要となるハードウェアの要件を以下に示す。 

 

構成要素 要 件 備 考 
CPU クロック数 2.2GHz 以上 

Intel Core Duo、Pentium 4、 
Xeon(SSE2 以上)と同等のプロ

セッサ 

 

メモリ 2.0GB 以上  

ディスク容量（※11） 2.0GB 以上の空き容量 
（都道府県の場合） 

必要ディスク容量は拠点に

より異なる。 
ディスプレイ解像度 XGA（1024×768）以上 

（フォントサイズが 96DPI の 
場合） 

画面リサイズ機能やスクロ

ールバーの表示により、

SVGA （ 800 × 600 ） や

120DPI においても利用可能

とする。 
光学ドライブ CD ドライブ、DVD ドライブが

搭載されていること。 
インストール等に使用 
 

ビデオ/グラフィック 
アダプタ 

24 ビット対応のグラフィック

アクセラレータ 
OpenGL 2.0 以上、又は互換性

のあるビデオカード。 
ビデオ メモリ: 128 MB（必須）、

512 MB（推奨） 

 

   ※11：ハードディスクの空き容量は、OS や.NET Framework をインストールした状態での空き

ディスク容量を示す。 

 

9  (3)  ソフトウェア要件 

本システムを利用するために必要となるソフトウェアの要件を以下に示す。 

 

構成要素 製品名 

OS Microsoft Windows 7 SP1（32bit／64bit） 

Microsoft Windows 8.1（32bit／64bit） 

システム基盤 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

GIS エンジン ArcGIS Engine 10.2.1 

データベース SQLite3 

表計算ソフト Microsoft Excel 2010 

Microsoft Excel 2013 

    

    また、本システムの開発に必要となるソフトウェアの要件を以下に示す。 

 ＜バージョンアップ前＞ 
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構成要素 製品名 

開発言語 Visual Studio 2010 

表計算コントロール SPREAD for Windows Forms 7.0J 

入力支援コントロール InputMan for Windows Forms 7.0J 

帳票ツール VB-Report 8.0 for .NET 

画面リサイズ等 PlusPak for Windows Forms 7.0J 

データベースエンジン SQLite3 

GIS エンジン ArcGIS Engine 10.2.1 

GIS エンジン開発キット ArcObjects SDK for the Microsoft 

.NET Framework 10.2.1 

 
＜バージョンアップ後（予定）＞ 

構成要素 製品名 

開発言語 Visual Studio 2010 

表計算コントロール SPREAD for Windows Forms 8.0J 

入力支援コントロール InputMan for Windows Forms 8.0J 

帳票ツール VB-Report 8.0 for .NET 

画面リサイズ等 PlusPak for Windows Forms 8.0J 

データベースエンジン SQLite3 

GIS エンジン ArcGIS Engine 10.2.1 

GIS エンジン開発キット ArcObjects SDK for the Microsoft 

.NET Framework 10.2.1 

 
10 テスト要件 
10  (1)  テストに係る要件 

テストを計画的に実施するため、受注者は監督職員と調整の上、以下の表に記載するテストを行う

こと。また、テスト計画書に以下の項目を記載し、監督職員の承認を得てテストを行うこと。 
・テスト実施期間（スケジュール） 
・テスト環境 
・テスト実施体制と役割 
・テスト項目と作業手順 
・テストに用いるツール 
・合否判定基準 等 
 

No テストの種類 テストの概要 
1 単体テスト 個々のモジュール（部品）を対象としたテスト。対象モジュー

ル（部品）が設計書で定義した機能や性能を満たしているかど

うかをテストする。テストで明らかになった不具合等は、原因

を特定して修正を行う。 
2 ソフトウェア結合テスト プログラムを結合して機能単位で組み合わせ、設計書に定義し
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た仕様を満たしているか、内部又はプログラムの結合部分に障

害がないか等の確認を行う。テストで明らかになった不具合等

は、原因を特定して修正を行う。 
3 システム結合テスト 本システムが稼働環境で正常に動作することを確認する（機能

テスト、性能テスト、負荷テスト、構成テスト、操作性テスト

等を実施する。）。テストで明らかになった不具合等は、原因を

特定して修正を行う。 
4 受入テスト 受入テストを行うに当たって、受注者はテスト項目の提案と説

明を行うこと。また、受入テストの場に立ち会い、機能や操作

上の疑問点等の質問に対応すること。テストで明らかになった

不具合等は、原因を特定して修正を行う。 
 
10  (2)  テスト結果の報告 

受注者は上記の各テストの実施後に、実施期間、実施者、実施項目及び合否結果を記載したテスト

報告書を作成し、速やかに提出すること。また、テストで明らかになった不具合等は、修正を行い修

正結果について報告すること。 
 
10  (3)  テストデータ 

テストの実施に当たっては、テスト用のサンプルデータを作成し、それを用いて実施すること。 
なお、システム結合テスト及び受入テストにおいては、本業務で整備する移行データを用いたテス

トについても実施すること。 
 
 

11 移行要件 
移行に係る要件を以下に記載する。なお、移行作業の実施に当たっては、受注者と監督職員、地方

農政局等の間で複数回の確認作業が発生することを想定しているため、その点に留意すること。 
また、貸与資料に含まれる改良構想報告書の「８の５の抽出した課題・要望に対する対応方針」を

熟知した上で、移行作業を実施すること。 
 
11  (1)  移行対象 

 本業務では、「16 貸与資料」の「移行用諸元データ（47 都道府県分）」を実態調査整理ツールに

移行することを想定している。 
対象データは、Excel ファイルである。 
 

11  (2)  対象データ規模 

 「１３０，０００データ（４７都道府県）」×「１３５項目」 
 
11  (3)  移行計画書の作成 

 移行作業の内容とスケジュール、実施体制、作業手順、移行後の検証方法等を記載した移行計画書
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を作成すること。 
 
11  (4)  移行データの作成 

 新システムで利用可能な形式の移行データを作成すること。 
また、地方農政局等の担当者が整備したデータの整合性を確認するためのチェックツールを作成す

ること。チェック項目については、５件～１０件程度（必須項目チェック、許可文字チェック、施設

名重複チェック、旧市町村名入力チェック等）を想定しており、詳細については、別途、監督職員か

ら連絡する。チェックツールにてエラーが発生した場合は、地方農政局等の担当者と調整し、適宜対

応すること。 
 

11  (5)  移行報告書の作成 

移行作業の結果を移行報告書として取りまとめること。 
 
12 運用支援要件  

次の条件にて整理ツール等に関する問合せに対し、ヘルプデスクを設置し、運用支援を行うこと。

また、整理ツールの講習会の実施を行うこと。 
 
12  (1)  ヘルプデスク運用サポート内容 

① 受注者の事業所内にヘルプデスクを設置し、整理ツールの操作等に関する問合せについて迅

速に対応できる体制を整えること。 
② ヘルプデスクへの問合せは、基本的に農林水産省本省及び各地方農政局等から行うものとす

るが、ArcGIS Engine のインストールやライセンス認証に係る内容については、必要に応

じて、都道府県、都道府県出先事務所等からの問合せに直接対応すること。 
③ 支援サービスは、電話、ＦＡＸ、メール等の通信手段により対応できる体制を整えること。

（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

除く、１０：００～１７：００）なお、ＦＡＸ及びメールについては、対応時間外であって

も受信可能とすることとし、当該案件に対する一次応答については、翌営業日の１２：００

までに行うこととする。 
④ アプリケーションの瑕疵による障害が発生した場合は、障害原因の切り分けを行うこと。ま

た、操作マニュアルや FAQ 等から、対処方法を検討すること。なお、検討した対処方法は

書面により監督職員に報告すること。ヘルプデスクの運用サポートでは、ユーザの行う調査

業務への影響を最小限に抑えることを第一とすること。 
⑤ ヘルプデスク運用サポートの対応内容は、カテゴリ別に分類し、運用サポート質問等記録表

で管理するとともに、定期的に監督職員に報告すること（月１回程度）。 
⑥ ヘルプデスクの問合件数は、18 件／月当たり×３ヶ月と想定している。 

 
12  (2)  対応期間 

  契約締結日から平成２９年３月中旬までの間、上記ヘルプデスクを設置すること。 
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12  (3)  インストール DVD の作成及び発送 

 整理ツールのインストール DVD、都道府県別背景図データ DVD を作成し、各地方農政局等ご

とに仕分けを行い、仮リリース（平成２８年１１月予定）に合わせて各地方農政局へ発送するこ

と。 
 また、要望がある場合は DVD ではなく CD 等で配布物の作成を行うこと。 
 ※整理ツールは都道府県出先事務所まで配布するため約３６０セット用意すること。 
 

12  (4)  中長期運用・保守作業計画の確定支援 

 受注者は、農林水産省が中長期運用・保守作業計画を確定するに当たり、情報システムの構成

やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報

提供等の支援を行うこと。 
 

12  (5)  運用計画及び運用実施要領の作成支援 

 受注者は、農林水産省が運用計画及び運用実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や

実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。なお、運用計画及び運用実施

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９章 運用及

び保守」で定義されているものとする。 
 

12  (6)  運用作業の改善提案 

 受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中長期運用・

保守作業計画、運用計画、運用実施要領に対する改善提案を行うこと。 
 

12  (7)  引継ぎ 

 受注者は、本契約の終了後に他の運用事業者が本ツールの運用を受注した場合には、次期運用

事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。 
 

13 保守支援要件 
  以下の保守支援を行うこと。 
 
13  (1)  障害対応 

受注者は、整理ツールにおいて障害が発生した場合は、次の対応を行うこと。 

① 事象解析 
 整理ツールの運用において発生した事象のうち、操作説明書等では対応方法が不明な事

象に関して、解析を行うこと。 
② 対応方法検討 

 事象解析の結果を受けて、対象事象に対してどのような対応が必要かを検討し、書面に

より監督職員に報告すること。なお、対応の実施については、対応に必要な期間、農業基
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盤情報基礎調査の実施に与える影響等を踏まえ、監督職員と協議の上、決定すること。 
③ 瑕疵の判断 

 検出された事象については、受注者の責任において対応を実施すること。 
 

13  (2)  整理ツール修正対応 

上記(1) ②の対応方法検討の結果、整理ツールを修正する必要があると判断された障害に対して修

正案を検討すること。なお、可能な限り運用に影響を与えないように修正案の検討を行うこと。また、

対応に必要な設計、プログラム修正及びテストを次のとおり実施し、監督職員の承諾を得ること。地

図基盤サブシステムにて障害が発生した場合は、別途、監督職員、整備状況把握ツールの担当部署、

整備状況把握ツールの運用保守業者と協議し、対応方針を決定すること。 

① 修正計画の立案と進捗管理 
② 基本設計、詳細設計 
③ プログラム開発、ソフトウェア単体テスト 
④ ソフトウェア結合テスト 
⑤ システム結合テスト 
⑥ 操作説明書、講習会資料の更新 

 
13  (3)  データ修正パッチ対応 

整理ツールによるデータの誤更新やユーザからの依頼等により、データ修正パッチが必要となった

場合は、監督職員の確認を受けた上で、対応を行うこと。 

 
13  (4)  課題や改善要望の検討 

課題や改善要望の受付を行い、課題の解決方法や改善要望に対する改良案を検討すること。検討内

容及び検討結果については、書面により監督職員に報告すること。 

 
13  (5)  ソフトウェアのバージョンアップ等対応 

整理ツールで利用しているソフトウェアのバージョンアップ等に対して、次に示した対応を実施す

ること。 
① 適用可否判断 

 ＯＳや開発ツール、表計算ソフトウェア等のバージョンアップ（新たなサービスパックや

修正プログラムの提供等を含む）について、内容を確認し、監督職員と協議の上、適用に関

する判断を行うこと。なお、ArcGIS については、別途、整備状況把握ツールの担当部署及

び整備状況把握ツールの運用保守業者と協議し、対応すること。また、以下のソフトウェア

のバージョンアップ対応を実施すること。  
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No 構成要素 製品名 現行 ver. 対応後 ver. 

1 表計算コントロール SPREAD for Windows Forms 7.0J 8.0J 
2 入力支援コントロール InputMan for Windows Forms 7.0J 8.0J 
3 画面リサイズ等 PlusPak for Windows Forms 7.0J 8.0J 

 

② 動作検証 
 動作検証の実施に当たっては、稼動評価計画書を作成し、監督職員の承諾を得た上で実施

すること。稼動評価計画書には、バージョンアップの内容に応じた検証項目を定義すること。

また、動作検証の実施においては、エビデンスを残し、稼動評価報告書を作成して監督職員

の承諾を得ること。 
 

13  (6)  保守作業計画及び保守実施要領の作成支援 

受注者は、農林水産省が保守作業計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や

実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 
 

13  (7)  保守作業の改善提案 

受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中長期運用・保

守作業計画、保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。 
 

 
14 ODB 登録用シートの提出   
14  (1)  ODB 登録用シートの提出 

受注者は、「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）」の「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」に記載されている情報について、監督職員の求めに応じて、適宜、

情報を提供すること。 
 
15 作業の体制及び方法 
15  (1)  作業体制 

 プロジェクトの推進体制及び本件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、受注者内のチーム編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（作業体

制図には、統括責任者、責任者（プロジェクトマネージャ（PM））、品質管理者責任者及び作業実施

者を記載すること。）。また、本整理ツールは「整備状況把握ツール」と密接に関連していることに鑑

み、整備状況把握ツールの担当部署（農林水産省農村振興局整備部設計課、地方農政局農村振興部設

計課等）との連携を図ること。 
なお、本ツールが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。 
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 PM は、プロジェクトマネジメント業務に専任し、契約期間を通して、監督職員からの連絡・要望

に対して必要な体制が取れるようにし、意思決定の遅延を発生させないこと。また、品質管理責任者

は、PMO（プロジェクトマネジメントオフィス ※12）又は品質管理部門の在籍者とし、監督職員から

の連絡・要望に対して必要な対応が取れるようにすること。 
 ※12：個々のプロジェクトのマネジメント支援を専門に行う部門のことを示す。 
 
【図 作業体制図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15  (2)  設計・開発方法 

 システムの設計・開発に際しては、以下の事項を遵守し実施すること。 
ア 設計・開発・テスト・プロジェクト管理等の実施方法について、監督職員と協議して取決め

を行い、その取決めに基づき監督職員の指示に従うとともに、関係機関との連携・協力を図り

つつ実施すること。 
. 
イ システムの開発環境（開発用のハードウェア、開発ツール等のソフトウェアを含む。）、作業

場所、その他必要となる環境については、受注者の責任において確保すること。 
 

ウ システムの設計・開発を行うに当たり、想定されるリスクやその対応策等を明示すること。 

農林水産省農村振興局 

水資源課課長補佐（水資源企画班担当） 

【統括】 

各地方農政局等 

（北海道は「北海道開発局」、 

沖縄県は「沖縄総合事務局」 

【地方局窓口、官内都道府県取りまとめ】 

都道府県本庁（北海道以外） 

【調査実施主体として情報収集、 

データ入力を実施】 

統括責任者 

開発等担当 事務担当 

マネージャ マネージャ 

プロジェクトマネージャ 

（受付窓口） 

 

開発担当グループ 事務担当グループ 

LINE 

【本省窓口、全体取りまとめ】 

監督職員：水資源課水資源企画班 

水利調整係長 

〔発注者側〕 〔受注者（想定）〕 

情報セキュリティ 

管理者 

連
携 

整備状況把握ツールの担当部署 
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エ 契約締結後、業務計画書及び作業項目の階層表（WBS）を提示すること。業務計画書や

WBS に変更が発生した場合には、その都度速やかに変更後のドキュメントを提出すること。 
  なお、業務計画書（作業要領含む）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。 
 

オ 進捗状況や直近の作業予定等の報告をすること。報告のタイミングは監督職員と協議し取り

決めを行い、その取決めに基づき行うこと。それ以外にも、監督職員又は受注者が必要と判断

した場合は、必要に応じて随時追加の報告を行うこと。 
 
16 貸与資料 

本業務の実施に当たり、次の資料（以下「貸与資料」という。）を受注者に貸与する。 
なお、貸与資料は原則として、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなけれ

ばならない。 
また、貸与資料の取扱いには十分注意し、本事業目的以外に使用、公表又は貸与してはならない。 
○ 平成１２年度 農業水利基本調査 報告書【使用手引書】 
○ 平成２０年度 農業水利基本調査データベース改良等業務報告書 
○ 平成２６年度 農業基盤整備状況把握ツール運用業務報告書 
○ 平成２７年度 農業基盤整備状況把握ツール運用業務報告書 
○ 平成２５年度 農業用水実態調査データベースシステム改良構想調査検討業務報告書 
◯ 平成２６年度 農業用水実態調査整理ツール構築業務成果品 
◯ 平成２７年度 農業用水実態調査整理ツール構築業務成果品 
◯ 河川コード台帳及び河川コード表 
◯ 移行用諸元データ（47 都道府県分） 

 
17 履行期限 

契約締結の日から平成２９年３月２３日（木）までとする。 
 
18 成果物 
18  (1)  成果物の作成 

 成果物の作成に当り、以下の点について留意すること。 
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日内閣府

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、日本工業規格（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、

原則紙媒体は正１部、副１部、電磁的記録媒体は１１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工業規格 A 列４番とするが、
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必要に応じて日本工業規格 A 列３番とすること。 
カ  電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2010、MicrosoftExcel2010、

MicrosoftPowerPoint2010、一太郎 Pro 形式で作成し、オリジナルファイルが複数の場合は、

統合した PDF ファイル形式も併せて作成し、CD-R の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。 
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、監督職員の承認を得ること。 
ケ 成果物が外部に不正に利用されたり、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り確認を行う 
 等して、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。 
 

18  (2)  成果物の納品 

 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、農林水産省が納品場所を別途

指示する場合はこの限りではない。 
 また、成果物は平成２９年３月２３日（木）までに納品すること。 
  〒１００－８９５０ 

    東京都千代田区霞が関１－２－１ 
    農林水産省農村振興局整備部水資源課水資源企画班（北別館５階ドア No.北 508） 

    （電話：０３－３５９２－６８１０（直通）） 
 
19 打合せ 

受注者は事業実施に当たっては受注者と十分協議の上で、実施するものとする。打合せについては、

主として次の段階で行うものとする。 
    ①業務着手段階（１回） 
    ②業務中間段階（３回） 
    ③報告書取りまとめの段階（１回） 
20 契約変更 

監督職員と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 
①「業務内容」に変更が生じた場合 
②「履行期間」に変更が生じた場合 
③「成果物」に変更が生じた場合 
④「打合せ」に変更が生じた場合 
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21 特記事項 
21  (1)  基本事項 

 受注者は以下に記載する事項を遵守すること。 
ア 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行

うこと。 
イ 本業務に従事する要員は、監督職員と円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有してい

ること。 
ウ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起

因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 
エ 受注者は、本業務の履行に際し、監督職員からの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じる

こと。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。 
オ 本業務においては、業務終了後の運用等を受注者によらずこれを行うことが可能となるよう、

詳細にドキュメント類の整備を行うこと。 
カ 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。 
キ 作業実施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。 
 
21  (2)  応札条件 

 応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 
ア 開発責任部署は、品質管理体制について「ISO9001:2008」、組織としての能力成熟度について

「CMMI レベル 3 以上」のうち、いずれかの認証を取得していること。 
イ 「プライバシーマーク付与認定」、「ISO/IEC27001 認証（国際標準）」、「JIS Q 27001 認証（日

本工業標準）」のうち、いずれかを取得していること。 
ウ 設計・開発に携わる PM（プロジェクトマネージャ）は、特定非営利活動法人 日本プロジェ

クトマネジメント協会の「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（PMS）」、PMI（Project 
Management Institute）の「PMP」資格、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）の「プロジ

ェクトマネージャ」資格のいずれかを取得していること。又はこれらのいずれかの資格合格者、

資格保有者と同等の能力を有することが経歴等において明らかであること。 
エ 本業務の統括責任者は、建設、水道、農業及び情報部門の技術士若しくは技術士補、又は情報

処理技術者（PM）の資格を有すること。 
オ 「ArcGIS Engine」を使用した情報システム（「6  (1)  規模要件」に示したシステム規模）

の構築を行った実績を有する者であること。 
 

 
21  (3)  著作権等 

ア 受注者は、この業務によって生じた納入成果品に係る一切の著作権（著作権法（昭和 45 年法
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律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を、納入成果品の引渡し時に発注者

に無償で譲渡するものとし、発注者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。 
イ 受注者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等

の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うも

のとする。 
ウ 受注者は、発注者が納入成果品を活用する場合及び発注者が認めた場合において第三者に二次

利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置

するものとする。それ以外の利用に当たっては、発注者は受注者と協議してその利用の取決めを

するものとする。 
エ この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じ

た場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担に

おいて一切の処理を行うものとする。この場合、発注者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。 
 
21  (4)  個人情報等の取扱い 

ア 個人情報（「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項に規定する情報をいう。以下同じ。）

の取扱い及び管理について、関係法令の趣旨に従うこと。 
イ 個人情報について、善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏えい防止のため

の合理的かつ必要な方策を講じること。 
 
21  (5)  秘密の保持 

ア 受注者は、本業務の遂行時に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
イ 受注者、業務における成果品（途中成果品も含む。）については、本業務においてのみ使用す

ることとし、これらの不要な蓄積及び他の利用は禁止されている。 
 

21  (6)  瑕疵担保責任 

ア 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、その瑕疵が農林

水産省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するものとする。なお、修正方

法等については事前に農林水産省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農

林水産省の承認を受けること。 
イ 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。 
ウ 農林水産省は、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
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害に対しても同様とする。本業務の遂行時に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
 

21  (7)  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 共同入札を構成する全ての事業者は、本調達仕様書のすべての要件を満たすこと。 
 

21  (8)  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。 
 

21  (9)  その他 

入札公告期間中は、農村振興局整備部水資源課水資源企画班（北別館５階ドア No.北 508）におい

て、「16 貸与資料」の閲覧を可能とする。 
なお、閲覧を希望する場合は、18(2)に示す担当窓口に事前に連絡を行うこと。 

 
21  (10)  定めなき事項 

この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり生じた疑義については、必要に応じて監督

職員と協議するものとする。 
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（別紙１） 
 

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）受注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。 
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４  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。 

５  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に動作させるため

の情報システムの改修等 

６  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 

７  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） 

８  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。 

９  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。 

10  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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（別紙２） 

 

情報セキュリティ仕様 

 

 

情報セキュリティの確保 

 

１ 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 受注者は、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 受注者は、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）受注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、受注者又はその従業員、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）受注者の資本関係・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注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受注

先に担保させること。 
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９ 受注者は、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、受注者以外の者の作業も含め、対処に係る費

用は全て受注者が負担すること。 

15 本業務の終了時に、受注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、受注者は、農林水産省との契約上受注

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、受注者は、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。 
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オ 受注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、受注

者は情報を厳重に管理すること。止むを得ず、再委託先において受注事業に係る情報を閲

覧する必要がある場合には、受注者は、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 受注者は、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、受注者は、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）。 

 

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。 
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（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）受注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注者において確立し

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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