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1 調達案件の概要に関する事項 

1.1 調達件名 

作物統計調査集計プログラムの修正業務 

 

1.2 調達の背景 

農林水産統計業務は、「安全な食料の安定供給の確保」、「農林水産業の多面的機能の発揮」、

「農林水産業の持続的な発展」、「農山漁村の振興」など農林水産省の重点施策の推進を支

えるものとして、①農林漁業経営の状況、②農山漁村・地域の実態や農林水産業従事者の

構造、③農林水産物の生産の状況、④農林水産物の流通・加工の状況、⑤農林水産物の消

費の状況の５分野を把握するため、29本の統計調査を実施し、その結果を省内政策部局及

び国民に広く提供するものである。 

農林水産統計業務は、農林水産省大臣官房統計部及び地方組織（地方農政局、北海道農

政事務所、内閣府沖縄総合事務局、地方農政局の支局（駐在所含む。）、北海道農政事務所

の支局（駐在所含む。）及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センターをいう。）により実

施されている。 

現行のシステムは平成 24 年１月から運用しており、丸５年を経ることから、平成 29 年

１月からハード、ソフト等一式を更改した次期農林水産統計システム（以下、「次期システ

ム」という。）に移行する。その際、所要の業務・システムの見直しを反映することとして

いるが、そのうち主たる２事項は、以下のとおりである。 

 

(1) リモート機能の実現 

現行の統計システムは、本省及び地方組織の職員に利用を限定していたが、統計職員が

縮減する中でも質の高い信頼性のある統計データを今後も整備・提供できるようにするた

め、最後の職員調査である農業経営統計調査及び作物統計調査等の実査部分についても外

部化し、調査に必要な高い専門知識・能力を持った専門調査員を平成 27 年度より導入し、

職員調査を順次、専門調査員に移行することとした。これに伴い、専門調査員が担う経営

統計（農業経営統計調査、林業経営統計調査、漁業経営調査の３調査）と生産統計（作物

統計調査、特定作物統計調査の２調査）のうち、経営統計については統計システムで処理

する入力、審査、集計等の業務も専門調査員が行うものとした。この際、専門調査員には、

シンクライアントパソコンを貸与し、自宅からインターネットを経由し農林水産統計シス

テムにアクセスして業務を行えるようにするリモート機能を実現することとしており、統

計システムにインターネット経由のポータルサイトを導入する等の所要の変更を加える。 

 

(2) 政府共通プラットフォームへの環境移行 

また、本更改にあわせ、「世界最先端 IT国家創造宣言」（平成 25年６月閣議決定、IT総

合戦略本部決定。平成 27 年６月改定）及び「政府情報システム改革ロードマップ」（平成

25 年 12 月各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。平成 27 年３月改定）に示され

る、「2021 年度を目途に原則全ての政府情報システムをクラウド化し、拠点分散を図りつ

つ、災害や情報セキュリティに強い行政基盤を構築し、運用コストを圧縮する（３割減を

目指す）。」との政府目標に則り、クラウドコンピューティング技術を活用した政府共通プ

ラットフォーム（以下、「政府共通 PF」という。）で運用することとしている。 

 

当該統計調査の１つである作物統計調査では、平成 28年度に見直された調査体系に対応

するため、集計プログラムの修正が必須である。なお、上述のとおり、政府共通 PFへ移行

した次期システム上へのリリースが必要であることに注意すること。詳細や他の見直し事

項については、別添２－２「作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧」を確認するこ
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と。 

 

1.3 目的及び期待する効果 

本業務においては、農林水産省大臣官房統計部が管理・運営する農林水産統計システム

（別添１「農林水産統計システムの概要」参照）において利用する「作物統計調査集計プ

ログラム」の修正により、調査体系の見直しに対応することを目的とする。 

 

1.4 業務・情報システムの概要 

農林水産統計システム（別添１「農林水産統計システムの概要」参照）は、農林水産統

計業務における統計調査の企画、実査準備、実査、審査、集計、分析・加工、公表・提供

及び評価までの一連の業務処理を行うものである。 

作物統計調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、食料・農業・農村基

本法に基づく食料・農業・農村基本計画において策定された食料自給率及び生産努力目標

の達成に向けた各種施策の推進、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく需

要見通し等の策定、農業災害補償法に基づく共済事業の適正な運営等の農業行政の基礎資

料を整備することを目的としており、面積調査、作況調査及び被害調査の３つの調査から

成り立つ。図１－１に本業務の修正対象を示す。 

なお、「畑作物調査」は、陸稲、麦、大豆、かんしょ、飼料作物、甘味資源作物、特定作

物にかかる調査の総称である。 

 

 
    

図１－１ 本業務の修正対象調査  

作物統計調査 面積調査 耕地面積調査 

作付面積調査 

被害調査 共済減収調査 

被害応急調査 

畑作物調査 作況調査 

茶調査 

果樹調査 

野菜調査 

花き調査 

 …修正対象 

特定作物統計調査 
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1.5 契約期間 

本業務及び次期システムに向けて必要な役務等は複数に分けて調達される。そこで、本

書では、各業者を以下のように記載する。 

（1） 作物統計調査集計プログラムの修正業務 

（2） 農林水産統計システムの運用業務（以下、「運用業務」という。また、運用業務の受注

者を「運用業者」という。） 

（3） 農林水産統計システム及び本業務の工程管理業務（以下、「工程管理業務」という。ま

た、工程管理業務の受注者を「工程管理業者」という。） 

（4） 農林水産統計システムの構築業務及びソフトウェア等賃貸借業務（以下、「構築業務」

という。また、構築業務の受注者を「構築業者」という。） 

 

本業務では(1)「作物統計調査集計プログラムの修正業務」について調達を実施するもの

である。契約期間は、以下のとおりである。 

契約締結日から平成 29年３月 24日 

※  当該期日は、次期システム移行を勘案し、本業務の総合テスト（政府共通 PF 上）

の開始を次期システム本格稼働後と想定して設定したものである。 

 

なお、契約期間において、各作業内容をいつまでに完了するか、成果物に係る確認・承

認をいつまでに得るのかについては、作業計画時に、担当部署である農林水産省大臣官房

統計部統計企画管理官付統計システム運営班（以下、「担当部署」という。）及び工程管理

業者に提案し、その承認を得たものを遵守すること。 
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1.6 作業スケジュール 

作業スケジュールは表１－１のとおりである。 

 

表１－１ 農林水産統計システムの移行に係る調達単位とスケジュール 
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2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 

2.1 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 

作物統計調査集計プログラムの修正業務に係る調達単位、調達の方式、調達実施時期に

ついて以下の表に記載する。 

 

表２－１ 作物統計調査集計プログラムに係る平成 28年度の調達案件 

No 調達案件名 主な業務内容 調達方式 
調達実施時期及び 

契約期間 

1 作物統計調査

集計プログラ

ム 修 正 業 務

（本業務） 

1. 作物統計調査集計プログラムの

設計、開発、テスト、リリース 

2. 作物統計調査集計プログラムの

修正に対する受入テスト支援 

等 

一般競争入札 

（最低価格落札

方式） 

入札公告：平成 28年７月 

落札者決定：平成 28年９月 

契約期間：契約締結後～平

成 29年３月 24日まで 

 

2 運用業務 1. 構築された次期システム全体の

引継ぎ 

2. 次期システム移行の受入テスト

実施 

3. 運用開始後の運用業務一式 

（運転管理・監視、全障害の一

次切り分け含む障害対応、問合

せ窓口、調査プログラムの全開

発・修正案件に係る受入テスト、

SLA設定と評価・改善・報告） 

等 

一般競争入札 

（総合評価落札

方式） 

意見招請：平成 27年 12月 

入札公告：平成 28年２月 

落札者決定：平成 28年４月 

契約期間：契約締結後～平

成 33年３月 31日まで 

 

落札者：東芝ソリューショ

ン株式会社 

3 工程管理業務 1. 次期システム移行に関する工程

管理 

2. 調査プログラムの全開発・修正

に対する調達支援及び工程管理 

等 

一般競争入札 

（総合評価落札

方式） 

入札公告：平成 28年１月 

落札者決定：平成 28年３月 

契約期間：契約締結後～平

成 29年３月 31日まで 

 

落札者：株式会社三菱総合

研究所 

4 構築業務 1. 次期システム移行に伴う設計・

開発・構築（調査プログラム、

共通機能等） 

2. 政府共通 PF で導入するソフト

ウェアに対する設定依頼 

3. 独自導入ソフトウェアの選定・

導入・設定 

4. 運用設計の実施及び政府共通PF

への設定依頼 

5. 次期システム移行に伴うテスト

（単体テスト～総合テスト） 

6. 受入テスト支援 

7. データ移行 

8. 運用業者への引継ぎ 

9. 管理用端末の導入・設置 

10. 納入物品に対するリース・保守 

等 

一般競争入札 

（総合評価落札

方式） 

意見招請：平成 27年 11月 

入札公告：平成 28年１月 

落札者決定：平成 28年３月 

契約期間：契約締結後～平

成 33年３月 31日まで 

 

落札者：東芝ソリューショ

ン株式会社 
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2.2 調達案件間の入札制限 

独立性及び客観性の確保の観点から、下表のとおり入札制限を定めている。入札制限対

象に該当する事業者は、対象となる調達案件へ入札することはできない。なお、本業務に

おける、これ以外の入札制限については、「8.2入札制限」のとおりである。 

 

表２－２ 平成 28年度調達案件の入札制限 

No 調達案件名 入札制限対象となる事業者 事業者名 

1 作物統計調査集計プログ

ラムの修正業務（本業務） 

調達仕様書の作成に直接関与した

事業者 

株式会社三菱総合研究所 

工程管理業務(本表 No.３)を受注

した事業者 

株式会社三菱総合研究所 

2 運用業務 調達仕様書の作成に直接関与した

事業者 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

工程管理業務（本表 No.３）を受注

した事業者 

株式会社三菱総合研究所 

3 工程管理業務 作物統計調査集計プログラムの修

正業務（本表 No.１）、運用業務（No.

２）、及び構築業務（本表 No.４）

のいずれかを受注した事業者 

（本業務は調達中） 

東芝ソリューション株式会社 

4 構築業務 調達仕様書の作成に直接関与した

事業者 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

工程管理業務（本表 No.３）を受託

した事業者 

株式会社三菱総合研究所 
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3 作業の実施内容に関する事項 

3.1 作業の内容 

本業務は、農林水産統計システムの工程管理業者の工程管理のもと、本仕様書及び担当

部署との協議に基づき、本業務を実施すること。 

なお、実施に当たっては、受注者は次を遵守すること。 

ア  本調達仕様書に記載している仕様でシステムが正常に稼働しないと受注者が判断した

場合は、受注者側で成果物及び役務の仕様と構成を提案し、担当部署及び工程管理業者

の承認を得ること。 

イ  本調達仕様書に記載する作業を遂行する上で、作業要件に疑問点や変更点が発生した

場合、又は仕様書及び受注者の提案書に記載がなくとも必要と認められる事項について

は、内容について直ちに担当部署及び工程管理業者と協議し、速やかに問題解決を図る

こと。 

ウ  「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」及び「同実務手引書」

（平成 27年４月１日施行）、ならびに、「11.附属資料」に列挙する資料を理解した上で、

作業を効率的かつ効果的に行うこと。 

エ  本業務の遂行に必要な開発環境、テスト環境、資材等についてはすべて受注者の責任

と負担により準備すること。 

オ  協議の内容は、受注者の責任において協議後２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（以下、「行政機関の休日」という。）

を含まない。）以内に議事録に整理し提出、その後、担当部署及び工程管理業者の承認を

得ること。 
注： 工程管理業者の作業範囲については別添 10「農林水産統計システムの工程管理業者の作業範囲」

を参照すること。 
 

(1) 設計・開発・テスト等に係る作業内容 

ア 作業計画 

受注者は、別添８「プロジェクト計画書」及び別添９「プロジェクト運営ルール」に基

づき、契約後７日（行政機関の休日を含まない。）以内に最低限以下の項目について作業

計画書を提出し、担当部署及び工程管理業者の承認を得ること。 

(ｱ) 本業務で設計・修正する機能一覧 

(ｲ) 全体スケジュール（作業工程名、実施期間、各作業工程の完了条件、品質確保実施事

項を含む。） 

(ｳ) プロジェクト体制図（要員数、連絡先、作業計画と要員配置との対応関係を含む。） 

(ｴ) WBS（作業担当、開始・完了日を含む。） 

(ｵ) 会議体ルール 

(ｶ) コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

(ｷ) 進捗管理（週次報告） 

(ｸ) ドキュメント管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

(ｹ) セキュリティ管理（委託先等を含む。） 

 

なお、政府共通 PFの環境は、平成 28年 10月より利用開始を予定している。構築業務・

運用業務等における次期システムへの移行スケジュール及び平成 28 年 10 月～12 月のス

ケジュール（案）を以下に示す。受注者は、作業計画の作成時に詳細なスケジュールを検

討すること。 

また、本業務の総合テスト（政府共通 PF 上）は、構築業者による検証環境構築後に実

施可能となることに留意すること。 
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図３－１ 構築業務・運用業務等における次期システムへの移行スケジュール（案） 

 

図３－２ 平成 28年 10月～12月の政府共通 PF移行スケジュール（案） 

 

作業計画に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作

業計画書を担当部署及び工程管理業者に書面にて届け出ること。 

また、開発スケジュールについては、農林水産統計システムの運用業者及び担当部署が

受入テストを実施する期間（最低２ヶ月（行政機関の休日を含む。））を見込んで作成する

こと。 

 

イ 詳細仕様 

受注者は、以下の作業を実施すること。 

(ｱ) 本仕様書に基づき、担当部署及び工程管理業者との協議等により詳細仕様を明確化し、

詳細仕様書を作成すること。また、詳細仕様の明確化に当たっては、詳細要件の可変

性をあらかじめ考慮した適切なリスク対策を講じること。 

(ｲ) なお、システムを稼動させる上での不足や不備がある場合はこれを報告し、担当部署

及び工程管理業者と協議すること。 

(ｳ) ここでいう不足や不備とは、必要とされる要件を満たすことが困難な場合等を指し、

受注者が独自に提案する開発の方式等に起因する物品の変更には原則応じない点に留

意すること。 

 

ウ 設計 

受注者は、別添２－２「作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧」の機能要件を満

たすため、以下の作業を実施し、内容及び成果物について、担当部署及び工程管理業者の

承認を得ること。 

(ｱ) 詳細仕様に基づき、システム方式設計、基本設計、詳細設計及びテスト計画（テスト

方針、合否判定基準、スケジュール、テスト項目、作業推進体制、会議体、報告計画、

課題・障害管理方法、データ保護・管理、テスト環境、テスト方法及びテストデータ）

を提案、実施すること。 

(ｲ) 詳細仕様に基づき、必要な変更を反映した上で、それ以外について現行と同様の作物

統計調査集計プログラム、共通機能等が利用できるように、基本設計、詳細設計及び

 平成 27 年度 平成 28 年度 

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

現行 

ｼｽﾃﾑ 

運用 

業務 

等 

               

次期 

ｼｽﾃﾑ 

構築 

業務 

               

運用 

業務 

等 

               

10/3 10/10 10/17 10/24 10/31 11/7 11/14 11/21 11/28 12/5 12/12 12/19 12/26 

             

運用開始前作業 運用 

試験運用 次期システムの設計・開発・テスト 

運用 

構築業者 

による 

政府共通 PF 

構築作業 

構築業者による 

総合テスト 

（政府共通 PF 上） 

移行

リ

ハー

サル 

試験運用及び 

受入テスト 

本番

移行 
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テスト計画（テスト方針、合否判定基準、スケジュール、テスト項目、作業推進体制、

会議体、報告計画、課題・障害管理方法、データ保護・管理、テスト環境、テスト方

法及びテストデータ）を実施すること。 

(ｳ) なお、システムを稼動させる上での不足や不備がある場合はこれを報告し、担当部署

及び工程管理業者と協議すること。 

(ｴ) ここでいう不足や不備とは、必要とされる要件を満たすことが困難な場合等を指し、

受注者が独自に提案する開発の方式等に起因する物品の変更には原則応じない点に留

意すること。 

 

エ 開発・修正 

受注者は、以下の作業を実施すること。 

(ｱ) 基本設計及び詳細設計に基づき、開発、操作手順書等の修正、テスト（テスト計画、

単体テスト、結合テスト、総合テスト（作物統計調査集計プログラム修正業者内）、総

合テスト（政府共通 PF 内）、テスト結果報告）を実施すること。なお、テスト結果報

告には、動作確認テストの結果も含めること。 

(ｲ) 別添２「作物統計調査集計プログラムの修正に係る詳細仕様」で示す処理を行う効率

的な集計プログラムを構築すること。 

(ｳ) 開発業務においては、担当部署が提示する共通機能プログラム（別添６「次期システ

ムにおけるプログラム開発標準仕様書」参照）を原則利用して開発し、修正業務にお

いては、修正業務の範囲内で原則利用して修正すること。また、調査選択メニュー及

び実行プログラム管理等のポータルシステムのプログラム利用を前提にすること。 

(ｴ) 農林水産統計システムで稼働している既存プログラム及びデータ等に悪影響を与え

ないこと。 

(ｵ) 誤操作及び誤データ入力等により、プログラムが異常終了することのないよう、設計

及び実装等を行うこと。 

(ｶ) プログラムの操作は、分かりやすく効率的な GUI（グラフィカル・ユーザ・インター

フェース）であること。 

(ｷ) 画面遷移及び集計等の処理時間は、ユーザにストレスを与えないものとすること。 

(ｸ) 設計段階で各機能の処理時間について分析を行い、ユーザにストレスを与える恐れの

あることが判明した場合は、担当部署及び工程管理業者と対応方法を協議すること。 

(ｹ) 同一機器で多数のプログラムを実行することから、ディスク等の資源を効率的に活用

すること。 

(ｺ) 画面設計及びコーディングルール等は、別添６「次期システムにおけるプログラム開

発標準仕様書」及び別添７「符号表及びデータレイアウトフォーム作成ツール説明書｣

に従うこと。ただし、使用性、効率性等の向上が見込まれる場合は、担当部署及び工

程管理業者との協議の上、変更して構わない。 

(ｻ) コードテーブル等、複数のプログラムで共通して利用する資源については、一元的に

管理できること。 

(ｼ) 一般的なプログラムとして開発し、特殊な開発を行わないこと。特に、プログラムメ

ンテナンスが頻繁に発生することを考慮し、解析性及び変更性を十分確保すること。 

(ｽ) 本プログラムは、長期間の使用を前提とするため、農林水産統計システムの更新等に

柔軟に対応できること。 

(ｾ) プログラムの登録及びインストールに係るソフトウェアは担当部署及び工程管理業

者から別途指示するが、プログラムは、原則、ファイルコピーのみでインストール可

能であること。ただし、他の要件に係る合理的理由がある場合は、担当部署及び工程

管理業者との協議の上、インストーラ等を使用して構わない。 

(ｿ) データ移行及び対前年比較等のため、古いバージョンのプログラムにおいて作成され

たデータを利用できるようデータ変換機能を作成すること。また、指標部を変更指示
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することで、変更させる先の関連データを統合する機能を作成すること。 

(ﾀ) 農林水産統計システムに導入していないミドルウェア等の導入は、認めない。 

(ﾁ) 開発アプリケーション等については、以下の(A)から(C)を選択すること。 

なお、開発の詳細については、別添６「次期システムにおけるプログラム開発標準仕

様書」を参照することとし、データレイアウト設計は別添７「符号表及びデータレイア

ウトフォーム作成ツール説明書」に従い行うこと。 

注：「符号表及びデータレイアウトフォーム作成ツール」（Excel アドイン）は契約締結後に提供す

ることとする。 

(A) （マイクロソフト社製）Microsoft .net Framework 4.5.2 

(B) （マイクロソフト社製）SQL Server 2014 

(C) （マイクロソフト社製）Microsoft Office Standard 2013 

(ﾂ) 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（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、担当部署及び工程管理業者の確認を受けるこ

と。 

(ﾃ) 成果物の品質確保に当たり、障害の早期発見及び未然に防止するための作業を本業務

の作業工程ごとに具体的に明示し、その作業を実施すること。詳細は別添６「次期シ

ステムにおけるプログラム開発標準仕様書」を参照すること。 

 

オ テスト 

農林水産統計システムと同等の環境を構築し、受注者及び担当部署が作成したテスト

データ等によるプログラムテストを行い、担当部署及び工程管理業者へテスト結果報告書

（実施したテスト項目、テスト手順及びテスト内容、テスト結果、障害項目一覧及び障害

対応等）を提出すること。また、受注者は総合テストを実施するにあたり他のプログラム

等を使用する必要がある場合、事前に担当部署及び工程管理業者へ連絡すること。 

他のプログラムとのデータ連携に関係する設計及び開発を実施する場合は、受注者は総

合テスト（政府共通 PF上）において、他のプログラムとの連携テストを実施すること。 

なお、担当部署及び工程管理業者から指示があった場合は、テストに係るより詳細な資

料を速やかに提出すること。 

 

カ 導入及び稼動確認 

修正したプログラムを農林水産統計システムの検証環境に導入し、稼働の確認を行うこ

と。 

なお、担当部署及び工程管理業者から指示があった場合は、稼働確認に係る、より詳細

な資料を速やかに提出すること。 

 

キ 受入テスト支援 

稼働確認後、運用業者及び担当部署が行う受入テストの円滑な実施のため、検証環境を

利用した具体的な操作説明を行うとともに、優先的に受入テストすべき機能、考慮すべき

点について、書面により適切に伝達すること。 

また、運用業者及び担当部署が行う受入テストで使用するための受入テスト仕様書（実

施項目、合否判定基準等）及びテストデータを準備するとともに、受入テストにおける疑

義照会に対応すること。 

注： 役割分担については別添 11「調査プログラムの開発等業務の総合テストから検証までの役割分

担」を参照すること。 

 

ク リリース 
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操作手順書を作成し、担当部署及び工程管理業者の確認を受けること。また、受入テス

トにおいて要件定義に沿った内容で、かつ、設定した品質基準を全て満たしたと認められ

た場合に限り、修正部分と未修正部分の互換性を図り、プログラム全体として正常な稼働

を確保した上で、修正したプログラムを農林水産統計システムの本番環境にリリースする

こと。 

 

ケ 障害対応 

プログラムの障害が発見された場合は、担当部署及び工程管理業者からの書面による連

絡を受け、速やかに障害解析及びプログラム修正を行い、再度、導入及び稼働確認を行う

こと。 

 

コ 引継ぎ 

受注者は、担当部署及び運用業者に対して確実な引継ぎとなるよう、設計書、操作手順

書、リリース表、共通機能利用状況一覧、.NET Frameworkバージョン管理表、符号表等

を作成し担当部署へ納品すること。 

なお、受注者は、担当部署及び担当部署の承認を得た運用業者から、前記の書類等を含

む成果物に対する問い合わせに対して、把握している情報を基に速やかに回答及び説明を

すること。 

 

サ ODB 登録用シートの提出 

受注者は、別添 12「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。また、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すること。

その他、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、担当部署の依頼に応じて、

提出すること。具体的な記載内容は、担当部署の指示に従うこととする。 

(ｱ) 開発規模の管理 情報システムの開発規模（工数、ファンクションポイント等）の計

画値及び実績値 

(ｲ) ソフトウェアの管理：情報システムを構成するソフトウェア製品の名称（エディショ

ンを含む。）、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート

期限等 

(ｳ) 取扱情報の管理：情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人

情報の有無、格付等 
 

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

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

備及び管理し、各府省の用に供するデータベース。 

 

(2) 貸与物件 

ア 本業務の遂行に必要な貸与物件（現行資産である設計書・実行プログラム・ソースプ

ログラム・操作手順書等）がある場合は、事前に担当部署と協議の上、貸与申請を行う

こと。 

 

イ 貸与された物件は、厳重な管理を行い、本業務の完了時に返却すること。 
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3.2 成果物の範囲、納品期日等 

(1) 成果物 

本業務の成果物を次の表に示す。受注者は、作業計画時に担当部署及び工程管理業者と

各成果物の中間納品期日（承認期日）を調整し、承認を経て、決定すること。 

 

表３－１ 成果物と中間納品期日 

No 成果物名 中間納品期日 備考 

1 作業計画書 契約後７日（行政機関の休日を

含まない。）以内 

 

2 詳細仕様書 別途協議  

3 設計書 別途協議 基本設計書及び詳細設計書 

4 実行プログラム 契約期間終了まで 本プログラムに必要なファイル拡張子

が*.EXE、*.BAT、*.TBL、*.XLS等のファ

イル 

5 ソースプログラム 契約期間終了まで 本プログラムに必要なファイル拡張子

が*.VBP、*.BAS、*.CLS、*.FRM等のファ

イル 

6 テスト計画書 別途協議 各テスト仕様書はテスト計画書の別添

資料として取り扱うが、当該資料の提

出時期は別途協議可能とする 

7 テストデータ 契約期間終了まで 結合テスト、総合テストのテストデー

タ 

8 テスト結果報告書 受入テスト開始前及び履行期限

の３日（行政機関の休日を含ま

ない。）前まで 

 

9 操作手順書 別途協議 本業務にて作成・修正した操作手順書 

10 品質確保報告書 テスト結果報告書と同時  

11 作業実績工数表 契約期間終了まで プロジェクト工程別の人月工数（予

定・実績）を示した表 

12 共通機能利用状況一覧 契約期間終了まで 共通機能の利用の有無を示した一覧表 

13 .NET Frameworkバージョン管理表 契約期間終了まで .NET Framework バージョン及び適用範

囲の状況を示した表 

14 現行資産の概要 別途協議 本業務を反映した別添２－１「作物統

計調査集計プログラムの現行資産の概

要」 

15 符号表 契約期間終了まで 調査票項目の符号を示した表 

16 議事録 SE 協議開催後２日（行政機関の

休日を含まない）以内 

 

17 連絡票管理一覧 随時  

18 リリース表 契約期間終了まで 本業務にてリリースを行うプログラム

の一覧表 

19 ODB登録用シート 契約後７日（行政機関の休日を

含まない。）以内 

後日、スケジュールや工数等の計画値

及び実績値の記入を依頼する場合があ

る。 
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(2) 納品方法 

納入部数及び体裁は、以下に基づくこと。以下の体裁に従うことが困難である場合は、

事前に担当部署及び工程管理業者に申告し、その指示に従うこと。成果物の詳細について

は、別添９「プロジェクト運営ルール」を参照すること。 

ア  表３－１に示す成果物の電子ファイルを収録した CD又は DVD原本 1部、副本 1部を納

品すること。 

イ  成果物は全て日本語で作成すること。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。 

ウ  納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも合わせて納品

すること。 

エ  成果物の作成に当たって特別なツールを使用しないこと。 

 

納入媒体及びデータについては、ウイルス等悪意を持ったソフトウェアを混入させない

ように、提出までに受注者側で責任を持ってチェックし、電子媒体で納品する際にはウイ

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。 

紙媒体でしか提出できないもの（手書き図面等）の提出方法については、担当部署及び

工程管理業者と協議して決定すること。 

 

(3) 納品場所 

〒１００－８９５０ 

東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省 大臣官房 統計企画管理官付 統計システム運営班 

（電話：03-3502-5639） 
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4 満たすべき要件に関する事項 

本業務の実施に当たっては、別添２－２「作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧」の

該当する各要件を満たすこと。 
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5 作業の実施体制・方法に関する事項 

5.1 作業実施体制 

プロジェクトの推進体制については、次のとおりである。 

PJMO（プロジェクトを遂行し、その進捗等を管理する機能を担う組織）は担当部署であ

る農林水産省大臣官房統計部統計企画管理官付統計システム運営班とする。 

本プロジェクトは、PJMOが推進し各業者が PJMO及び調査担当課室からの指示に基づい

て、プロジェクト・業務を遂行する。 

図５－１の内、受注者内の体制は、想定により作成した体制図である。受注者は、業務

内容と要件を踏まえ、以下の点に留意して必要な体制を提案すること。 

（1） スポット対応要員等、作業計画書作成時点で氏名が不明の場合は、人数を明確にす

ること。 

（2） 体制上、要員が重複している箇所や参画時期が異なる場合についても、関与率及び

関与時期を明確にすること。 

 

受注者は、担当部署及び工程管理業者と随時協議して、誠実かつ確実に作業を遂行する

こと。また、各業者間で調整が必要な場合は、担当部署及び工程管理業者の指示に従い、

連携して作業を遂行することによって、適切に協業すること。 

なお、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、6.1(1)情報セキュリティ

の確保に基づき別途構成すること。 

      

      
 

図５－１プロジェクト推進体制（想定） 

 

調査担当課室
工程管理業者

担当部署
支援

発注者側の体制

受注者側の体制

プロジェクト責任者

プロジェクト管理者

システム品質管理責任者

システム設計者 システム開発者

指示等 仕様
確認等
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表５－１ 役割分担 

No 構成メンバー 役割・責任 

1 プロジェクト責任者 本プロジェクトにおける統括責任者。作業計画、要員等プ

ロジェクト遂行に必要な資源を確保することに責任を持

つ。 

2 プロジェクト管理者 本プロジェクトにおける管理者。各チームの進捗、課題管

理に責任を持つ。 

3 システム品質管理責任者 品質要求事項を満たしていることに関して責任を持ち、品

質確保報告書を提出する。 

4 システム設計者 プログラムの設計に関する品質に責任を持つ。 

5 システム開発者 プログラムの開発に関する品質に責任を持つ。 

 

5.2 作業要員に求める資格等の要件 

受注者は、別添２－２「作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧」の全要件が履行

期間内に確実に実現できる総合的な実施体制を確保すること。また、作業計画の作成、要

員などプロジェクト遂行に必要な資源を確保するとともに、プロジェクト責任者として、

プロジェクト体制の確立及び納期・品質などの管理を行うものを１名従事させること。プ

ロジェクト責任者の配下に、以下の資格等を保有する要員を含むプロジェクト体制を構築

すること。 

（1） プロジェクト管理者として、情報システムの企画、設計、開発の作業経験 10年以上、

プロジェクト管理経験を過去５年以内に３年以上有すること。 

（2） 詳細仕様及び設計に当たっては、情報処理技術者試験（「情報処理の促進に関する法

律」（昭和 45年５月 22日法律第 90号））の「応用情報技術者」の資格、若しくは独立

行政法人情報処理推進機構の ITスキル標準アプリケーションスペシャリストの各スキ

ル項目について、スキル熟達度レベル３以上の知識と経験を有する者を従事させるこ

と。 

（3） 修正及びテストに当たっては、情報処理技術者試験（「情報処理の促進に関する法律」

（昭和 45 年５月 22 日法律第 90 号））の「基本情報技術者」の資格、若しくは独立行

政法人情報処理推進機構の ITスキル標準について、スキル熟達度レベル２以上の者を

従事させること。 

（4） 成果物の品質確保に当たっては、独立行政法人情報処理推進機構の ITスキル標準 IT

サービスマネジメントの各スキル項目について、スキル熟達度レベル４相当の知識と

経験を有する者を、上述の担当とは別に「システム品質管理責任者」として配置し、

その者が品質確保報告書を責任を持って提出すること。 

 

なお、ここに記載している要員、資格等の要件は、最低限度の確保を求めるものとして

いる。受注者は、これを踏まえ、作業フェーズごとに、それぞれの作業内容とその量に見

合った体制の確保、作業の進捗状況によっては、そのリカバリのために作業計画時に設定

した以上の体制強化を迅速に行えること。また、プロジェクト管理者や、各チームリーダー

について、業務終了までの継続遂行と、万が一交代する場合も担当部署の事前承認を得た

上で、同等以上の人物の確保をすること。 

 

5.3 作業場所 

本業務の遂行に必要な作業場所、設備（開発環境等）、備品及び消耗品については、全て

受注者の責任において用意すること。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。 

協議等は、農林水産省が指定する場所（都内）で行うこと。 
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5.4 作業の管理に関する要領 

受注者は、以下のとおり作業管理を実施すること。 

（1） 別添８「プロジェクト計画書」及び別添９「プロジェクト運営ルール」に基づき本

業務で作成し、担当部署及び工程管理業者の承認を得た 「作業計画書」により、本業

務に係るプロジェクト管理（進捗管理、課題管理、品質管理、コミュニケーション管

理等）を行うこと。 

（2） 本業務の進捗状況（作業内容、作業予定及び実績、作業上の課題、課題に対する対

応方針、直近の作業内容）、品質管理状況、品質劣化時の解決策等について定期的に報

告（週１回程度）し、担当部署及び工程管理業者の確認を得ること。 

（3） 受入テスト開始前及び履行期限の３日（行政機関の休日を含まない。）前までに品質

確保報告書（課題への対応結果、課題が解決したことを証明する書類等）を提出し、

工程管理業者の評価を受け、工程管理業者より是正指示があった場合は速やかに対応

すること。 

（4） 進捗状況について、担当部署及び工程管理業者からの照会があった場合は、速やか

に回答すること。 

（5） 全ての作業の完了後に、本業務における作業実績工数を報告すること。 

（6） 進捗状況等の報告については担当部署より指定された様式に従うこと。 
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6 作業の実施に当たっての遵守事項 

6.1 機密保持、資料の取扱い 

(1) 情報セキュリティの確保 

受注者は、以下のとおり機密保持、資料の取扱いを実施すること。 

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、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、「府省庁対策基準策定のた

めのガイドライン」及び別添３「情報セキュリティ共通仕様」を参照し、定められてい

る事項について遵守すること。 

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

記載した作業体制図を提出するとともに、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体

制を提出すること。なお、情報管理責任者と個人情報取扱責任者が同一の場合には、そ

の旨を記載すること。 

ウ  本業務の遂行に当たって、資料の取扱いについては委託した業務以外の目的に利用し

ないこと。 

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、担当部署

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  受注者環境に本業務に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。 

キ  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。 

ク  本業務の実施期間中及び瑕疵担保責任の期間中において、受注者における情報セキュ

リティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、担当部署に、

第一報として事実の報告とその時点で判明している影響の範囲を報告し、受注者の負担

と責任において次の各事項を直ちに実施すること。また、当該情報セキュリティ侵害に

対する賠償や受注者以外の者の作業も含めた対処に係る費用は全て受注者が負担するこ

と。 

(ｱ) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲の調査及び担当部署への報告 

(ｲ) 情報セキュリティ侵害に対応するための手順等の作成・周知 

(ｳ) 情報セキュリティ侵害に対応するための対応手順等に基づく措置の実施 

(ｴ) 情報セキュリティ侵害によって被害を受けた農林水産統計システムの復旧措置 

(ｵ) 担当部署の指示に基づく措置の実施 

(ｶ) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応措置等を内容とする報告書の作

成・提出 

(ｷ) 再発防止対策の迅速な立案・提出 

(ｸ) 承認された再発防止対策の速やかな実施 

ケ  受注者がその役務内容を一部再委託する場合は、再委託され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ことを目的として、情報セキュリティ監

査を受入れるとともに、業務内容、品質等のサービス水準保障のための措置を講じるこ

と。 

コ  受注者は、ISO/IEC15408（JIS X 5070）「情報技術セキュリティ評価基準」、「政府機関

の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 26 年版）」等に基づくセキュリティ設

計を考慮すること。 

サ  受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントなどの事故が発生した場合、直
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ちに報告すること。 

シ  別添３「情報セキュリティ共通仕様」に基づき作業を行なうこと。 

ス  別添４「情報システムのライフサイクル仕様」に基づき作業を行なうこと。 

セ  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。 

(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。 

 

(2) 個人情報の取扱い 

受注者は、以下のとおり個人情報（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。）の取扱いに取り組むこと。 

ア  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、以下の事項を記載すること。 

(ｱ) 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 

(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） 

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、担当部署の承認を得た上で実施するこ

と。また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 

ウ  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。 

エ  受注者は、本業務を履行する上で個人情報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。 

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。 

 

6.2 遵守する法令等 

(1) 法令等の遵守 

受注者は、民法（明治 29 年４月 27 日法律第 89 号）、刑法（明治 40 年４月 24 日法律第

45号）、著作権法（昭和 45 年５月６日法律第 48号）、不正アクセス行為の禁止等に関する
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法律（平成 11年８月 13日法律第 128号）等の関係法規を遵守すること。 

 

(2) その他文書、標準への準拠 

本業務の業務遂行に当たっては、担当部署及び工程管理業者の承認を得た作業計画書と

の整合を確保し、実施すること。 

また、開発・設計に当たっては、別添６「次期システムにおけるプログラム開発標準仕

様書」に準拠の上、作業を行うこと。 
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7 成果物の取扱いに関する事項 

7.1 知的財産権の帰属 

受注者は、本業務における著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定している原著作権及

び二次的著作物（第 21条(複製権)から第 28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権

利)までに規定する全ての権利を含む。）は、受注者が本業務の実施の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権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て発注

者に帰属するものとする。 

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。 

なお、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、複製等により発注者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。 

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。 

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ものとする。 

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。 

 

7.2 瑕疵担保責任 

受注者は、本業務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

の瑕疵が担当部署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担当部署の承認を得てから着手すると

ともの、修正結果等についても担当部署の承認を受けること。 

なお、納入後１年間は、担当部署又は担当部署の承認を得た運用業者が問い合わせ等を

行うことに留意すること。 

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。 
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7.3 検収 

本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに担当部署へ内容の説明を実施し、

検収を受けること。なお、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、改修等を行い、変更点について担当部署への説明を行った上で、指定

された日時までに再度納品すること。 
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8 入札参加資格に関する事項 

8.1 入札参加要件 

(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ものは、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。 

イ  予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

ウ  証明書提出日において平成 28・29・30年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、

又は「B」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 

本業務を確実に遂行するため、応札者は次の条件を満たしていることを証明すること。 

ア  農林水産統計システムは、調査客体の個人情報等、機密性の高い情報を取り扱うこと

から、応札者においては、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」、「JIS Q 27002」、「ISO/IEC27001」

又は「ISMS」の認証を有していること。 

(ｲ) 「情報処理の促進に関する法律」（昭和 45年５月 22日法律第 90号）に基づく情報処

理技術者試験の「情報セキュリティアドミニストレータ」若しくは「情報セキュリティ

スペシャリスト」の資格を有する者又は「国際情報システムセキュリティ認証コンソー

シアム」が認定する「CISSP」の資格を有する者が、常時本業務に参画すること。 

イ  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。 

ウ  本業務のプロジェクト管理者は、プロジェクトマネジメントを含むプログラム開発の

実務経験を有するとともに、一貫性を持って本業務に参画すること。 

 

(3) 受注実績 

本業務を確実に遂行するため、応札者は、過去５年以内に、クライアント／サーバ方式

による同時に 750 人以上で使用できる大規模 LAN システムのプログラム開発業務の実績を

有することを、具体的な事例を挙げて証明すること。なお、当実績に該当するプログラム

開発業務とは、業務全体を一括管理して初期開発・再構築（基本設計から詳細設計、プロ

グラム開発及びテストまでの一連の作業）を行った実績であり、修正業務（機能追加を含

む。）の実績及び再請負による開発業務の実績は除く。 

 

(4) 複数事業者による共同提案 

単独で対象業務を行えない場合は、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、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事業体の代表者を定めるとともに、本代表者が本業務の調達

に対する入札を行うこと。他の者は構成員として参加するものとする。 

ただし、共同提案を構成する全ての事業者は、本業務の入札への単独提案又はほかの共

同提案へ参加することはできない。 

共同事業体として本業務の入札に参加する場合は、以下の要件を満たすこと。 

ア  共同事業体の代表者及び構成員は、本調達仕様書のすべての要件を満たすこと。 

イ  共同事業体の結成、運営等に関する協定書（又はこれに類する書類）を提出すること。 



25 
 

ウ  協定書の作成に当たっては、業務分担及びその考え方並びに実施体制について、明確

に記載すること。 

エ  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。 

オ  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。 

 

8.2 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の入札に参加できないものとする。 

また、本業務に係る仕様書の作成に直接関与した事業者（株式会社三菱総合研究所）、工

程管理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、本業務に関して入札に参加できないもの

とする。 
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9 再委託に関する事項 

9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

受注者は、委託業務の全部を受注者内部で行うこととし、委託業務の全部又は一部を第

三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ担当部署の承認を得た

場合は、この限りではない。再委託先との契約に当たっては、受注者と同等の義務を負わ

せなければならない。 

なお、再委託した業務に伴う当該第三者の行為についての全責任は、受注者が負うもの

とする。 

 

9.2 承認手続 

本業務の一部を再委託する場合には、再委託の相手方の商号又は名商及び住所並びに再

委託を行う業務範囲、必要性について記載した再委託承認申請書（書式自由）を担当部署

に提出に、あらかじめ承認を受けること。再委託の相手方の変更を行う必要が生じた場合

も、同様に再委託に関する書面を提出し、承認を受けること。 

また、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を行われる場合（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。 

 

9.3 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、当該再委託先への再委託の中止を請求するこ

とができるものとする。 
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10 その他特記事項 

（1） 本業務において、疑義が生じた場合は、速やかに担当部署と協議すること。 
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11 附属文書 

11.1  要件定義書 

別添２－２「作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧」を参照。 

 

11.2  参考資料 

参考資料として、以下の資料を附属文書として提示する。 

 

別添１  農林水産統計システムの概要 

別添２  作物統計調査集計プログラムの修正に係る詳細仕様 

別添２－１ 作物統計調査集計プログラムの現行資産の概要 

別添２－２ 作物統計調査集計プログラムの修正要件一覧 

別添３ 情報セキュリティ共通仕様 

別添４  情報システムのライフサイクル仕様 

別添５  現行システムにおけるプログラム開発標準仕様書 

別添６    次期システムにおけるプログラム開発標準仕様書 

別添７    符号表及びデータレイアウトフォーム作成ツール説明書 

別添８    プロジェクト計画書 

別添９    プロジェクト運営ルール 

別添 10  農林水産統計システムの工程管理業者の作業範囲 

別添 11  調査プログラムの開発等業務の総合テストから検証までの役割分担 

別添 12  情報システムの経費区分 

 

11.3  事業者が閲覧できる資料一覧表 

以下の資料を公告期間中、閲覧可能とする。なお、これらの資料は、契約締結後に貸与

する。 

（1） 作物統計調査集計プログラムの現行資産（設計書、実行プログラム、ソースプログ

ラム、操作手順書等） 

（2） 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及び関連規程資料 

（3） その他上記以外の必要な資料 

 

11.4  閲覧要領 

本業務の現行資産である設計書、実行プログラム、ソースプログラム、操作手順書は契

約締結後に貸与することとするが、入札公告期間中の 10時から 12時及び 13時から 18時

まで（行政機関の休日は含まない。）は下記連絡先にて閲覧を可能とする。 

閲覧を希望する場合には、事前に下記連絡先にアポイントの上、指定の資料閲覧申請書

を作成し、持参すること。 

また、閲覧にて知り得たことは、本業務に関すること以外には使用しないこと。また、

本業務の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。 

 

連絡先：農林水産省 大臣官房統計部 統計企画管理官付 統計システム運営班 

電話：03-3502-5639 
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11.5  証明書等の審査要領 

(1) 審査方法・手順 

8.1 に記した条件を満たしているかについて、事前に応札者から提出された証明資料等

の写し等により審査する。 

 

(2) 審査項目 

8.1に記した条件を参照すること。 
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