
                         

米穀流通監視情報管理システムの改修及び新規サーバへのデータ移行業務仕様書 

 

１ 調達案件の概要 

（１）調達件名 

米穀流通監視情報管理システムの改修及び新規サーバへのデータ移行業務 

（２）調達の背景 

農林水産省消費・安全局消費行政・食育課米穀流通監視室（以下「当室」という。）

では、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づき、

米穀流通監視業務を行っている。平成 23 年度より米穀流通監視業務における報告書の

作成及び報告業務、登録された報告書の分類、集計、出力、検索等することができる

米穀流通監視情報管理システム（以下「管理システム」という。）を導入し、行政機

関事務の効率化を図っている。 

このたび、サーバ機器の移行にあわせ、監視情報管理業務がより効率的に実施でき

るようにシステムを拡充する。 

（３）目的及び期待する効果 

本業務は、米穀流通監視情報管理システムの業務及びシステムを見直した結果に基 

づき、新サーバへの移行を行うものである。新サーバについては、基本的には現行を

踏襲した新たなサーバ仕様の中で運営する。 

（４）管理システムの概要 

別紙１のとおり 

（５）契約期間 

契約締結日から平成 29 年３月 31 日まで 

（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。 

 

 

 

 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

（１）設計・開発業務計画書等の作成

（２）設計

（３）開発・テスト

（４）管理システム機能の追加

（５）サーバ移行に伴う調整

並びに移設作業

（６）受入テスト支援

（７）端末セキュリティ強化に伴う調整

（８）管理システムの運用・保守

（９）定例会議等の実施

（１０）マニュアル作成

（１１）引き継ぎ

（１２）ODB登録用シートの提出

（１３）成果物

作業項目

平成28年度 平成29年度

平成28年 平成29年



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、次期管理システムにかかる設計・開発業務及び付帯する業務を行うも

のとする。 

 

（２）調達案件及びこれと関連する調達案件 

実施時期は１－（６）のとおりであり、システムの新サーバへの移行は、平成 28 年

11 月に予定している。 

 

(参考：サーバ調達のスケジュール予定) 

システム改修後の格納先サーバは、平成 28 年度に別途調達する予定。スケジュー

ルについては、以下のとおり。あくまでもこれは予定であり、サーバ調達時期、管

理システムへのサーバ引渡し時期等が変更になる可能性がある。 

 

  

３ 業務の実施内容 

（１） 設計・開発業務計画等の作成 

入札説明後、別途指示する日時までに以下の書面（任意様式）を提出すること。 

・設計・開発実施計画書案及び設計・開発実施要領案 

・プロジェクト体制図（業務体制と各要員の役割分担及び用件を満たしていること

の証明、情報セキュリティ管理体制、個人情報保護管理体制等） 

受注後は農林水産省から設計・開発実施計画書案及び設計・開発実施要領案の承認

を受け、これらに従い作業を進めることとする。なお、設計・開発実施計画書案及び

設計・開発実施要領案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（以下「標準ガイドライン」という。）「第７章 設計・開発」で定義さ

れたものとする。 

また、担当部署とのコミュニケーションは日本語で行うこととし、コミュニケーシ

ョンに支障のない担当者とすること。 

業務開始後にプロジェクト体制図等の内容に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、修正された書面を当室担当職員（以下「担当職員」とい

う。）に届け出て、承認を得ること。 

（２）設計 

① 受注者は、（４）に示す機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、 

成果物について農林水産省の承認を受けること。 

② 受注者は、管理システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移 

行計画書を作成し、農林水産省の承認を受けること。 

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

1.新ハードウェア導入

2.管理システムへサーバ引渡し 
3.定例会等の実施 

平成 28 年 平成 29 年作業項目



③ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、管理システムの次期更改までの間に 

計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保

守作業計画の案を作成し、農林水産省の確認を受けること。 

④ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その

想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保

守作業計画の案を作成し、農林水産省の確認を受けること。 

（３）開発・テスト 

① 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的

に実施するために、プログラミング等のルールを定めた標準（標準コーディング規

約、セキュアコーディング規約等）を定め、農林水産省の確認を受けること。 

② 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の

確認方法（例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場

での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等）を定め、農林水産省の確

認を受けること。 

③ 受注者は、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、合否判断基準などを記載

したテスト計画書を作成し、農林水産省の承認を受けること。 

④ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプロ

グラムの開発、テストを行うこと。 
⑤ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を農林水産省に報告する

こと。 
（４）管理システムの機能追加 

   次の内容を機能拡張することとする。（別添１参照） 

① 集計に関して 

(ア) 「米トレサ法巡回調査報告書」「食糧法巡回調査報告書」「農産物検査巡

回調査報告書」を追跡調査・遡及調査により作成した場合、管理システム→

運用管理→CSV 出力様式（帳票）で、追跡調査・遡及調査が帳票に記載でき

るようにすること。 

(イ) 米トレサ法特別調査報告書（A・B・C）及び食糧法特別調査報告書（A・B・

C）を作成した場合のデ－タを管理システム→運用管理→CSV 出力様式によ

り、データ出力できるように対応すること。（別添２） 

① 報告書に関して 

(ア) 「立入検査報告書（概要）」（別添３－１）を、「新・立入検査報告書（概

要）」（別紙３－２）のとおり修正し、併せて、追加した「実施立入検査等」

欄にある、法律ごとのチェックボックスを現在の CSV 出力（疑義立入検査（概

要））に反映させること。（別添３－３） 

(イ) 食糧法巡回報告書の「遡及」、「追跡」ボタンを押した際に、現状は、「食

糧法巡回調査」（別紙４－１）のみしか選択できないが、「食糧法巡回調査」

及び「立入検査等報告書（遡及・追跡）」（別紙４－２）の２種類から選択

できるように改修すること。 



(ウ) 食糧法巡回報告書、農検法巡回立入検査報告書（事務所）及び（検査場所）

の対処方針のプルダウンリストに「指導確認書」を追加し、現在のＣＳＶ出

力（食糧法巡回立入検査及び農検法巡回調査）に反映させること。（別添５） 

(エ) 立入検査報告書（総括）の「措置等の結果」画面において、米トレサ法・

食糧法・農検法の法律ごとの措置状況の項目を追加し、選択肢により措置内

容を確認できるようにすること。（別添６） 

（５）サーバ移行に伴う調整並びに移設作業 

新サーバは別途用意するが、サーバ OS 並びにサーバ構成変更に伴うシステム改修・

サーバ移設併せ、以下の内容を実施すること。 

・事業者データベースデータの登録 

 ・外部 HDD へ抽出したデータのサーバへの戻し(データベースのリカバリ含む) 

 また、新サーバの移設にかかる調整についても、担当職員への助言並びに新サーバ

構築業者との打ち合わせへの参加等を行うこと。 

なお、受注者は、農林水産省の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を

行うこと。 

（６）受入テスト支援 

受注者は、農林水産省が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供

等の支援を行うこと。 

また、受注者は、農林水産省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等

の支援を行うこと。 

（７）端末のセキュリティ強化に伴う調整 

InternetExplorer11 へ対応すること。 

（８）管理システムの運用・保守 

受注者は、当室が現在運用している管理システムが常時正常な状態で作動するよう、

以下の保守を行うこと。平成 28 年度内においては、機能を追加した後の管理システム

が常時正常な状態で作動するように、保守を実施すること。 

① 管理システムに障害又は問題が発生した場合は、担当職員からの連絡を受けた

後、速やかに技術員を派遣して適切な処置を行うこと。 

② 管理システムの性能を維持するために技術員を平成 29 年 3 月に派遣して定期メ

ンテナンスを行う。 

③  ＯＳ及びミドルウェアのセキュリティに関する問題が発生した場合は、管理シ

ステムに対しセキュリティパッチが影響を与えるかどうかを確認し、担当職員と

協議の上実施すること。 

④  保守対応時間は、原則として 9:00～18:15（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。）とするが、緊急時等には、担当職員と調整の上、時間外（行政機関の

休日を含む。）も対応すること。 

⑤  上記②の定期メンテナンス時に管理システムで利用しているデータの容量が担

当職員の指定するサイズを超えた場合には、担当職員に報告の上、必要に応じて



担当職員が別途用意する外付けハードディスク内にデータを格納し、格納済のデ

ータを削除すること。なお、サイズの指定は、契約締結後に知らせる。 

⑥  担当職員の求めに応じて管理システムの機能改善の助言又は報告を行うこと。 

⑦  上記①～⑤に基づき保守作業を行った場合は、すみやかに保守作業報告書（任

意様式）を担当職員に提出し、保守作業の報告をすることとする。 

⑧  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。 

⑨  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。 

（９）定例会議等の実施 

①  受注者は、定例会議を月１回程度で開催するとともに、業務の進捗状況を設計・

開発実施要領に基づき、作業単位ごとに作業内容等を定例会議で報告すること。

なお、定例会議以外にも必要がある場合は別途、臨時会議を開催すること。 
② 受注者は、別途調達予定のサーバの調達業者と農林水産省担当者との打合せに 

同席すること。また、必要に応じてサーバの調達業者と直接打合せ、調整を行う

こと。 

（１０）マニュアル作成 

管理システムの追加した機能の部分について、以下のマニュアルを作成すること。 

・管理システム利用者マニュアル（管理システム利用者・業務管理者向け） 

・管理システム管理者マニュアル（本省管理システム管理者向け） 

（１１）引き継ぎ 

受注者は、管理システム全体の構成図、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題

等を文書化し、農林水産省に提出すること。本契約の終了後に他の保守事業者が管理

システムの保守業務を受注した場合に、次期保守次期事業者に対し、作業経緯、残存

課題等についての引き継ぎを行うこと。 

（１２）ODB 登録用シートの提出 

① 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。以下「標準ガイ

ドライン」という。）「別紙２ 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。 

② 受注者は、農林水産省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。 

③ 受注者は、次に掲げる事項について記載した ODB 登録用シートを、設計・開発 

実施要領において定める時期に、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) ハードウェアの管理 



情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、

契約形態、保守期限等 

(ウ) 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 

(エ) 回線の管理 

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使

用期間、ネットワーク帯域等 

(オ) 外部サービスの管理 

情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サ

ービスの外部サービス利用形態、使用期間等 

(カ) 施設の管理 

情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの

運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック

数、各区域に関する情報等 

(キ) 公開ドメインの管理 

情報システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、有効期限等 

(ク) 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 

(ケ) 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 

(コ) 指標の管理 

情報システムの運用及び保守の間、把握すべきＫＰＩ注）名、ＫＰＩの分 

類、計画値等の案 

（１３）成果物 

① 成果物名 

本業務の成果物を以下に示す。 

なお、１から６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」（以下「標準ガイドライン実務手引書」という。）「第

３編 第７章 設計・開発」の記載内容を記述すること。 

表 1 成果物一覧 

 成果物名 提出期限 

１ 設計・開発実施計画書（案） 契約締結後５日以内 

２ 設計・開発実施要領（案） 契約締結後５日以内 

３ プロジェクト体制図 契約締結後５日以内 

４ 移行計画書（案） 平成28年９月30日まで 

５ 中長期運用・保守作業計画書（案） 平成29年３月31日まで 

６ 運用計画及び保守作業計画書（案） 平成28年11月30日まで 



７ プログラミング等のルールを定めた標準規約 平成28年９月30日まで 

８ 各種テスト計画書 平成28年10月31日まで 

９ 引継書 平成29年３月31日まで 

１０ 各種マニュアル類 平成28年12月12日まで 

１１ 保守作業報告書 保守作業実施後すみやかに

 

② 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、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、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。 
・ 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。 

③ 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、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。 

〒100－8950 

東京都千代田区霞が関 1-2-1 

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 

 

４ システムの構成及び機能仕様 

 格納先サーバの仕様は以下のとおり。 



（１）現行の格納先サーバ（待機用地方ＣＭＳサーバ）。 

（待機用地方ＣＭＳサーバ仕様） 

・OS：Red Hat Enterprise Linux 5.x 

・CPU：Intel Xeon L5630 相当以上 

・搭載メモリー：8GB(最大 64GB まで搭載可能） 

・HDD：実効容量 300GB 

・プログラム言語：PHP5.1 

・データベース：My SQL 5.1 

・自動組版ソフトウェア：AHFormatter6 

（２）システム改修後の格納先サーバ 

事前資料閲覧の際に提示する。 

新規サーバへ移行するに伴い、基本的には現行を踏襲した新たなサーバ仕様の中で

運営すること。 

 

５ 貸与物品、貸与物品返却期日及び貸与物品の受領・返却時の確認 

（１）貸与物品 

 外付けハードディスク（1.81TB、I-O DATA HDJ-U） 

 管理システム開発業務仕様書 

管理システム拡充等業務仕様書 

その他必要と認められる資料 

（２）貸与物品の返却期日 

 上記（１）の外付けハードディスクは、作業後に毎回担当職員へ返却すること。 

（３）貸与物品の受領・返却時の確認 

 貸与物品受領時及び返却時に、担当職員の立ち会いの下、貸与物品を確認すること。 

 

６ 作業実施方法 

（１） 作業実施体制 

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２のとおり

である。なお、受注者内の人数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 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 本業務における組織等の役割 

PJMO① 管理システムの管理組織として、本業務の進捗等を管理 

本業務受業者 本業務を実施 

PJMO② 改修後、管理システムの移行先となるサーバの調達業務の進捗等を管理 

新規サーバ調達業務受注者 改修後、管理システムの移行先となるサーバの調達業務を実施 

次期運用・保守事業者 平成 29 年度に管理システムの運用・保守を担当する事業者 

 

（２） 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。 

（３）受注者は、農林水産省が承認した設計・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）受注者は、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、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。 

 

７ 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 

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。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。 

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。 

（２）業務に関連する法規への対応 



受注者は、業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止

等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規、労

働関係法令及び関連する法令等を遵守すること。 

（３）その他の文書、標準への準拠 

① 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。 

② アプリケーション・コンテンツの作成規程 

(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。 

③ 農林水産省に承認を得たコーディング規約を遵守して業務を行うこと。 

 

８ 成果物の取扱いに関する事項 

（１）知的財産権の帰属 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次に定めるところによる。 

① 受注者は、「著作権法」（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条（複製権）、第 26 条の 

３（貸与権）、第 27 条（翻訳権・翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利用に 

関する原著作者の権利）に規定する権利を、発注者に無償で譲渡する。 

② 発注者は、「著作権法」第 20 条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に該 

当しない場合においても、その使用のために当該成果物を改変し、また、任意の

著作者名で任意に公表することができるものとする。 

③ 受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、「著作権法」第 18 条 

（公表権）及び第 19 条（氏名表示権）を行使できないものとする。 

④ 第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物」という。）を使用して成果物 

を作成する場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除いて、受注者が必要な



費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受注者

はその手続きの内容について事前に発注者の承認を得ることとし、発注者は既存

著作物についてその許諾要件の範囲内で使用するものとする。なお、業務の実施

に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合は、その原因

が専ら発注者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、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。 

⑤ 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。 

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。 

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害に対しても同様とする。 

（３）検収 

① 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説 

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、変更点について農林水産省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。 

 

９ 個人情報（事業者情報含む）の取扱い 

（１）個人情報の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、書面にて提出す

ること。 

なお、書面には以下の事項を記載すること。 

（２）個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制 

（３）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） 

（４）個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。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・消去すること。 

（５）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、

当該契約に含まれる氏名、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。）の漏えい等安全確

保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な

措置を講ずるとともに、担当部署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。 

（６）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。 

（７）本事業で知り得た事業者情報については、上記個人情報と同等に取り扱うこと。 

 

１０ 応札者の条件 

（１）公的な資格や認証等の取得 

個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制について、以下のいずれかの要件を満

たすこと。 

ア ＩＳＭＳ、又はＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１認証を取得していること。 

イ プライバシーマーク認定事業者であること。 

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

定されていること。 

（２）受注実績 

コンテンツ管理システム（CMS-8341/やさしい：当該ソフトウェア会社製）の導入も

しくは保守の実績があること。 

（３）共同事業体としての入札参加に係る要件 

単独で業務を遂行できない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体（対象業務

を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以

下同じ。）として参加することができる。その場合、証明書等の提出時までに共同事

業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。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。 

ただし、共同事業体として参加する者については、他の共同事業体又は単独で本入

札に参加することはできない。 

なお、共同事業体の代表者及び構成員のそれぞれが（２）の要件を満たし、後述の

受注制限者に該当しないとともに、代表者又は構成員のうち、いずれかの者により、

（１）の要件を満たす必要がある。 

さらに、共同事業体として本入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関する協定

書（又はこれに類する書類）を提出すること。また、協定書の作成にあたっては、業

務分担及びその考え方並びに実施体制について明確に記載し、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。 



（４）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（ＰＭ 

Ｏ）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。 

 

１１ 事前資料閲覧 

  本業務の応札希望者は、公告期間中（土・日・休日を除く平日）において、以下の資

料を閲覧可能（コピー、写真撮影等複製は不可）とする。なお、閲覧を希望する場合は

担当職員に事前に連絡の上、許可を得ること。 

 （１）管理システム開発業務仕様書 

 （２）管理システム拡充等業務仕様書 

 （３）その他必要と認められる資料 

 

１２ その他 

（１）損害に対する保証 

   本業務の履行上において、受注者の過失により当省のシステム、機器等に損害を与

えた場合は、すべて受注者の責任において復旧を行うこと。 

（２）受注者は、本業務の実施に当たっては、契約締結後速やかに連絡窓口を設け、保守

実施体制を書面にて提出すること。 

（３）担当職員は、業務状況・進行状況に対して業務の目的を達成するために必要な指示

を行えるものとし、受注者はこの指示に従うこと。 

（４）受注者は、本業務の実施に際して、当省関係施設及び敷地内に立ち入る場合、当省

及び関係機関が別途定める諸規則等手続きに従い、許可された区域以外へ立ち入らな

いこと。 

また、立入りに際しては、常に社員証等の身分証明書を携帯すること。 

（５）問合せ対応やパッチ適用検証等を行うための検証環境等を受注者の事務所内に受注

の負担に於いて準備すること。 

（６）本業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等 

が生じたとき、又は、本業務の内容を変更する必要が生じたときは、担当職員と受注 

者が協議を行うこと。 

（７）管理システム及び農林水産省で稼働している他のシステムの運用を原則として停止 
することなく作業を行うこと。ただし、停止せざるを得ない場合は、担当職員と協議

の上、その指示に従うこと。 

（８）受注者は、管理システムの障害発生時（又は発生が見込まれる時）には、速やかに 
農林水産省に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、障害発生時運用

業務を行うこと。 

（９）本業務の遂行に必要な開発環境、テスト環境、成果物に係る資材等については全て 



受注者が負担すること。 



米穀流通監視情報管理システム

（内部CMSサーバ上に構築）

本省ネットワーク

各地方農政局

職員

各地域支局等

職員

本省職員本省職員 本省職員

①相談窓口等情報登録

②立入検査等報告書登録

③回付用PDF取得

④報告書PDF取得

①相談窓口情報確認

②立入検査等報告書確認

③報告書PDF取得

④集計結果、進捗状況等確認

各種通知メール

各地方農政局

職員 職員

各地域支局等

職員

①相談窓口情報確認

②立入検査等報告書確認

③集計結果、進捗状況等の確認

①相談窓口等情報登録

②回付用PDF取得

③報告書PDF取得

サーバーにアクセス

地方局ネットワーク

（別紙１－１－１）



米穀流通監視情報管理システム

（新規調達サーバに構築）

本省ネットワーク

各地方農政局

職員

各地域センター

職員

本省職員本省職員 本省職員

①相談窓口等情報登録

②立入検査等報告書登録

③回付用PDF取得

④報告書PDF取得

①相談窓口情報確認

②立入検査等報告書確認

③報告書PDF取得

④集計結果、進捗状況等確認

各種通知メール

各地方農政局

職員 職員

各地域センター

職員

①相談窓口情報確認

②立入検査等報告書確認

③集計結果、進捗状況等の確認

①相談窓口等情報登録

②回付用PDF取得

③報告書PDF取得

サーバーにアクセス

地方局ネットワーク

（別紙１－１－２）



1. 初期入力画面イメージ

米穀流通監視情報管理システム

受付者／作成者 （自動入力） 所属 （自動入力） 作成年月日 （自動入力）

相談窓口 ○電話 ○郵便 ○ＨＰ書込 ○ＦＡＸ ○E-MAIL ○来訪 ○その他

立入検査
プルダウン
(巡回調査／

特別調査Ａ／特別調査Ｂ）
対象法律 ○食糧法 ○米トレサ法 （○農検法）

システムフロー図

立入検査等報告書
（概要）

情報提供から
立入検査実施

２．立入検査等
の概要

データ蓄積（相談窓口）

全国の担当者が検索・閲覧可能

データ蓄積（立入検査報告書等）

権限を有する者のみ検索・閲覧可能

相談窓口
受付カード

立入検査等報告書
（概要）

立入検査等報告書
（概要）

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

同じ事業者に複数回入る場合

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

立入検査追加 立入検査追加

違う事業者（出荷先）に入る場合

違う事業者（仕入先）に入る場合

立入検査報告書（総括）作成

事業者毎に作成

事業者毎に作成

事業者毎に作成

事業者毎に作成

立入検査等報告書
（総括）

（別紙１－２－１）

追跡調査

遡及調査

立入検査

改善確認検査報告書
（概要）



1. 初期入力画面イメージ

米穀流通監視情報管理システム

受付者／作成者 （自動入力） 所属 （自動入力） 作成年月日 （自動入力）

相談窓口 ○電話 ○郵便 ○ＨＰ書込 ○ＦＡＸ ○E-MAIL ○来訪 ○その他

立入検査
プルダウン
(巡回調査／

特別調査Ａ／特別調査Ｂ）
対象法律 ○食糧法 ○米トレサ法 （○農検法）

システムフロー図

別添２－１参照→

食糧法
立入検査等報告書

（巡回）

立入検査等報告書
（概要）

立入検査等報告書
（概要）

３．立入検査等
の概要

立入検査追加

同じ事業者に複数回入る場合

立入検査

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

立入検査追加 立入検査追加

追跡調査

遡及調査

違う事業者（出荷先）に入る場合

違う事業者（仕入先）に入る場合

事業者毎に作成

事業者毎に作成

事業者毎に作成

巡回立入検査で疑義が確認され、
再度立入検査を行う場合

データ蓄積（立入検査報告書等）

権限を有する者のみ検索・閲覧可能

立入検査報告書（総括）作成

事業者毎に作成

立入検査等報告書
（総括）

同じ事業者に疑義による立入検査として入る場合

（別紙１－２－２）

立入検査等報告書
（概要）

改善確認検査報告書
（概要）



1. 初期入力画面イメージ

米穀流通監視情報管理システム

受付者／作成者 （自動入力） 所属 （自動入力） 作成年月日 （自動入力）

相談窓口 ○電話 ○郵便 ○ＨＰ書込 ○ＦＡＸ ○E-MAIL ○来訪 ○その他

立入検査
プルダウン
(巡回調査／

特別調査Ａ／特別調査Ｂ）
対象法律 ○食糧法 ○米トレサ法 （○農検法）

システムフロー図

立入検査等報告書
（概要）

２．立入検査等
の概要

立入検査等報告書
（概要）

立入検査等報告書
（概要）

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

同じ事業者に複数回入る場合

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

立入検査追加 立入検査追加

違う事業者（出荷先）に入る場合

違う事業者（仕入先）に入る場合

事業者毎に作成

事業者毎に作成

同じ事業者で作成

データ蓄積（立入検査報告書等）

権限を有する者のみ検索・閲覧可能

立入検査等報告書
（総括）

巡回調査のみの場合

米トレサ法
立入検査等報告書

（巡回）

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

同じ事業者に複数回入る場合

（別紙１－２－３）

巡回調査で疑義が確認された場合

立入検査報告書（総括）作成

事業者毎に作成

追跡調査

遡及調査

立入検査

改善確認検査報告書
（概要）



データ蓄積（立入検査報告書等）

権限を有する者のみ検索・閲覧可能

1. 初期入力画面イメージ

米穀流通監視情報管理システム

受付者／作成者 （自動入力） 所属 （自動入力） 作成年月日 （自動入力）

相談窓口 ○電話 ○郵便 ○ＨＰ書込 ○ＦＡＸ ○E-MAIL ○来訪 ○その他

立入検査
プルダウン
(巡回調査／

特別調査Ａ／特別調査Ｂ）
対象法律 ○食糧法 ○米トレサ法 （○農検法）

システムフロー図

米トレサ法
立入検査等報告書

（特別）
特別調査で疑義が確認された場合

立入検査等報告書
（概要）

２．立入検査等
の概要

立入検査等報告書
（概要）

立入検査等報告書
（概要）

２．立入検査等
の概要

同じ事業者に複数回入る場合

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

２．立入検査等
の概要

違う事業者（出荷先）に入る場合

違う事業者（仕入先）に入る場合

事業者毎に作成

事業者毎に作成

同じ事業者で作成

立入検査報告書（総括）作成

事業者毎に作成

立入検査等報告書
（総括）

特別調査のみの場合

立入検査追加 立入検査追加 立入検査追加

立入検査追加

立入検査追加 立入検査追加

米トレサ法
立入検査等報告書

（特別）

米トレサ法
立入検査等報告書

（特別）

追跡調査遡及調査

米トレサ法
立入検査等報告書

（特別）

米トレサ法
立入検査等報告書

（特別）

２．立入検査等
の概要

立入検査追加

同じ事業者に複数回入る場合

（別紙１－２－４）

追跡調査

遡及調査

立入検査

改善確認検査報告書
（概要）
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