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情報管理調査機器等賃貸借及び保守業務仕様書 

 

 

第１章 目的及び概要 

（目 的） 

第１条 農村振興局整備部設計課では、農業基盤情報管理調査として、これまで多年にわたり農業農

村整備に関する資料の収集を行うとともに、これをデータベース化して分析、管理してきたところ

である。現在使用している情報管理調査機器等は、平成28年４月に導入され、令和４年３月まで

の契約であるため、更新するものとする。あわせて、GISによる調査分析手法の高度化、ソフトウ

ェアの機能向上及びデータ量の増大に対応するための、データベース管理用コンピュータ及び周辺

機器の性能の向上を図るものとする。 

 

（概 要） 

第２条 情報管理調査機器の賃貸借、設置及び保守を行うものとする。 

  本調査機器の用途の概要は次の図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（契約期間） 

第３条 情報管理調査機器の契約期間は契約締結日～令和８年３月３１日とする。 

  ただし、機器搬入については、担当職員と協議するものとする。 

  なお、作業スケジュールは下表のとおりである。 

Ｒ４年３月25日迄 Ｒ３年度～Ｒ７年度 

・環境設定 

・現行機器からのデータ移行 

・動作確認 

・保守 

・調査機器撤去時（データ消去） 

 

 

第２章 賃貸借内容 

（賃貸借内容） 

第4条 賃貸借の対象は次のものである。 

 

（１）情報管理調査機器等賃貸借 

（1-1）数量 

機 器 数量 

パーソナルコンピュータ ３式 

無停電電源装置（パーソナルコンピュータ用） ３台 

加工・集計（直営） 

本調査機器 

〔格納データ〕 

・過年度調査結果 

（Ｓ50～Ｈ14） 

・農業基盤情報基礎調 

査結果 

（Ｈ16～実施中） 

※ＧＩＳデータ含む 

定型様式集計 
毎年度報告書にとりまとめ 

 

省内外からの 

データ提供の要請 
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インクジェットプリンター（Ａ１） １式 

レーザープリンター（Ａ３） １式 

ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ） ２台 

無停電電源装置（ＮＡＳ用） ２台 

ＵＳＢ－ＨＤＤ １台 

 

（1-2）仕様 

 情報管理調査機器等の仕様は次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有するものとす

る。ソフトウェアについては、現時点における 新版（当省の個別端末に導入されているソフ

トウェアについては同等のグレード）を導入するものとする。 

 

（1-2-1） パーソナルコンピュータ（デスクトップPC） 

1)ハードウェア 

①本体 備 考 

 ア ＣＰＵ Inter(R) Xeon(R) Gold 5222プロセッサー  

(3.80GHz)×2相当 

※ 空冷式であること 

 

イ メインメモリ 32GB  

ウ VRAM 4.0GB  

エ インターフェイス USB3.0×4  

オ スロット PCI Express3.0 x16(空) ×1 

PCI Express3.0 x4(空) ×1 

 

②ディスプレイ  

 

 

ア パネルサイズ 23インチ  

イ 表示機能 液晶パネル 

解像度1,920×1,080 表示色1,670万色  

 

③キーボード OADG準拠又はJIS標準配列 

キーボード(テンキー付) 

 

④マウス USBレーザースクロールマウス  

⑤HDD 2TB(SSD1TB×2台) 

Serial ATA RAID Level１ 

※ ハードウェアRAID機能を有すること 

 

⑥グラフィックアダプター NVIDIA、AMD、Intelチップセットをサポー

トすること 
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⑦光学ドライブ Bly-rayドライブ 

（DVD±R DL（２層）書き込み対応） 

 (読込) 

BD-ROM 5倍速 

DVD+R 8倍速、DVD-R 8倍速 

DVD+RW 8倍速、DVD-RW 8倍速 

DVD+R DL 8倍速、DVD-R DL 8倍速 

DVD-RAM 5倍速、CD-RW 24倍速 

CD-R 24倍速、DVD-ROM 8倍速 

DVD-ROM 8倍速、DVD-ROM DL 8倍速 

CD-ROM 24倍速 

(書込) 

BD-R 4倍速、BD-R（2層） 4倍速 

BD-R（3層） 2倍速、BD-R（4層） 2倍速 

BD-RE 2倍速、BD-RE（2層） 2倍速 

BD-RE（3層） 2倍速 

DVD+R 8倍速、DVD-R 8倍速 

DVD+RW 8倍速、DVD-RW 8倍速 

DVD+R DL 6倍速、DVD-R DL 6倍速 

DVD-RAM 5倍速、CD-RW 10倍速 

CD-R 24倍速 

 

⑧LANアダプター  

 ア 内蔵型1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応  

イ TCP/IP対応 

⑨その他  

 

 

ア 外観形状 タワー型  

イ 電源 AC100V(50/60Hz) 

※ 90%変換効率の80PLUS 認証電源ユニットを有

すること 

 

⑩盗難防止用ロック ロック用の接続ポイント装備 

※ ワイヤーを付属すること 

 

 

⑪インターフェイス 

 

USB3.1 Gen1 Type-A ×６以上（フロント

×２以上 

(１つはチャージングポート)、リア×４） 

シリアルポート、ラインイン、ラインアウ

ト、マイク（モノラル）、 ＵＳＢタイプの

マ ウ ス 及 び キ ー ボ ー ド 、 RJ45 

Thunderbolt-3 

Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵）

x6 
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2)ソフトウェア 

①本体OS Windows 10 Pro（64bit）日本語版  

②ソフトウェア マイクロソフト社製 

Microsoft Office Professional 2016 

日本語版 

・Microsoft Word 2016 

・Microsoft Excel 2016 

・Microsoft Outlook 2016 

・Microsoft PowerPoint 2016 

・Microsoft Onenote 2016 

・Microsoft Access 2016 

・Microsoft Publisher2016 

※ Microsoft Office Professional 2019を用い

てダウングレードしてインストールすること 

 

アドビシステムズ社製 

Acrobat Standard DC 2019 

 

トレンドマイクロ社製 

TRSL ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ Plus  

 

③その他 ※ 上記ソフト設定後のリカバリー用DVD-ROMを

作成すること 
 

 

（1-2-2）無停電電源装置（パーソナルコンピュータ用） 

①定格入力電圧 AC100V  

②定格入力周波数 50(Hz)/60(Hz)  

③ 大出力容量 1125VA/1125W  

④出力コンセント数 NEMA 5-15R×8個  

⑤その他 ※１ 電源制御用ソフトウェアと連携し、スケジ

ュール運転、自動電源制御が可能であること 

※２ 電源制御用ソフトウェア、ケーブルを準備

すること 

※３ 導入するハードウェア及び省内電源と問

題なく接続できること 

※４ 契約期間中のバッテリー交換を含むこと 

 

 

（1-2-3）インクジェットプリンター（Ａ１） 

①プリント機能 備 考 

 ア 解像度 2,880dpi×1,440dpi、8色  

イ 用紙のサイズ A1サイズ対応  

ウ メモリー容量 1GB  

エ 対応OS Windows 10/8.1/8/7  

オ インターフェイス 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  

USB2.0対応 

 

②設置条件  

 ア 電源 AC100V(50/60Hz)  

イ 稼働機械実寸法 (幅)1,400mm×(奥行)900mm×(高

さ)1,300mm程度以下 (スタンド含む) 

※設置場所及び搬

入経路のスペー

スによる 
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ウ 重量 100kg程度以下（インクカートリッジ除

く） 

 

エ 消費電力 70W以下  

オ 関連規格 国際エネルギースタープログラム適合  

③付属品 プロッタ用スタンド、排紙バスケット  

 

（1-2-4）レーザープリンター（Ａ３） 

①プリント機能 備 考 

 ア 解像度 1,200dpi×1,200dpi  

イ 用紙のサイズ A3，A4，ハガキ  

ウ 対応OS Windows 10/8.1/8/7  

エ 印刷速度 カラー／モノクロ 30枚  

オ メモリー容量 1GB  

カ 消費電力 動作時 510W以下（カラー） 

    390W以下（モノクロ） 

 

キ インターフェイス 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  

USB2.0対応 

 

②設置条件  

 ア 電源 AC100V(50/60Hz)  

イ 関連規格 国際エネルギースタープログラム適合  

 

（1-2-5）ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ） 

①本体 備 考 

 ア CPU インテル Pentium プロセッサーG5400 

(Dual Core) 

 

イ OS Windows Storage Server 2016（Workgroup 

Edition） 

 

ウ メインメモリ 8GB  

②HDD 24TB(12TB×2台) 

Serial ATA RAID Level１ 

※１ バックアップデータ保存可能容量として

3TBを確保すること 

※２ ハードウェアRAID機能を有すること 

 

③LANアダプター  

 ア 内蔵型1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応  

イ TCP/IP対応 

④その他  

 

 

ア 外観形状 デスクトップ型もしくはタワー型 

105mm x 425mm x 350mm以内 

 

イ 電源 AC100V(50/60Hz) 

80PLUS認証電源ユニットを有すること 

 

⑤バックアップ機能 ※１ 稼動系NAS（本番機）、待機系NAS（予備機）、

USB-HDD及び複製ソフトで構成されているこ

と 

※２ 稼働系NAS、待機系NASの２台のファイル

サーバ間において毎日自動で複製を実施で

きること 

※３ ランサムウェアやファイルシステム損傷
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等でのデータ損失を防ぐため、待機系NASの

データについては、別途USB-HDDを用意し、

データのバックアップを実施すること。

USB-HDDにおいては、２世代以上のバックア

ップ可能な容量を用意すること。 

※４ あらかじめ設定した時間に自動的にバッ

クアップ、及び複製が可能な事 

※５ ハードディスクの障害時においても、ファ

イルサーバの連続稼動及びデータの保全が

されていること 

※６ 稼働系NASに障害が発生した場合でも前

日までのデータは確保されること 

※７ 稼働用NASに障害が発生した場合、エラー

通知を行えること 

⑥盗難防止用ロック ロック用の接続ポイント装備 

※ ワイヤーを付属すること 

 

⑦その他 ※ 稼働系NAS、待機系NASにはUPSを接続し、

バックアップ時間を30分程度確保すること 

※ 前面に防塵ベゼルを装着すること 

 

 

（1-2-6）無停電電源装置（ＮＡＳ用） 

①定格入力電圧 AC100V  

②定格入力周波数 50(Hz)/60(Hz)  

③ 大出力容量 500VA／450W  

④出力コンセント数 NEMA 5-15R×6個  

⑤その他 ※１ 電源制御用ソフトウェアと連携し、スケジ

ュール運転、自動電源制御が可能であること 

※２ 電源制御用ソフトウェア、ケーブルを準備

すること 

※３ 導入するハードウェア及び省内電源と問

題なく接続できること 

※４ 契約期間中のバッテリー交換を含むこと 

 

 

（1-2-7）ＵＳＢ－ＨＤＤ 

使用機器名 内容 備考 

インターフェイス USB 3.0/2.0  

実容量 16TB（RAID0）  

 

（1-3）情報管理調査機器の条件 

 

① 農林水産省行政情報システム（以下、LANシステムという。）の施設回線への接続可能なもの

とする。 

② 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年 5月 31日法律第100号）」

（通称：グリーン購入法）第６条の規定に基づく基本方針の判断基準を満たすこと。 

  ③ 「環境物品等の推進に関する基本方針」（令和２年２月７日変更閣議決定）の基準を満たして

いる環境に配慮した機器を選定すること。 

④ （1-2-5）ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）におけるバックアップ方式については、担 

当職員と協議の上、決定する。 

 

（２）情報管理調査機器等の設置・設定等 

（2-1）設置場所 
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〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

農林水産省北別館５Ｆ 設計課電算室（ドアNo北 514-1） 

 

（2-2）設置方法 

 受注者は、全ての情報管理調査機器等が接続され使用可能な状態（ソフトウェア、ドライバ

ーのインストール、UPSの接続及び設定並びにLANケーブル等によるネットワーク接続設定を

含む。）にした後、第３条により設置するものとする。また、箱等の梱包材については、原則

として受注者が処分するものとする。詳細については、担当職員と受注者との打合せによるも

のとする。 

 情報管理調査機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、

事務に支障の無いよう実施するものとする。 

 

 （2-3）データ移行 

     受注者は、既存の情報管理調査機器から今回調達する機器へデータを移行すること。移行方

法等については担当職員と協議の上決定すること。移行するデータは一般的に市販されている

ソフトウェアを用いたものが主であり、データ容量は、４TB程度を想定している。 

  

（2-4）ネットワーク接続ストレージ 

    ２台のうち１台を稼働系ファイルサーバ（本番機）、もう１台を待機系（予備機）とし、毎週

土曜日に自動バックアップが行われるように設定を行うこと。各クライアントからファイルサ

ーバを参照できるように設定を行うこと。 

 

（2-5）撤去 

 受注者は、第３条により全ての情報管理調査機器等を撤去するものとする。 

なお、詳細については、担当職員と受注者との打合せによるものとする。 

 

 

第３章 保守 

（保守） 

第5条 

（１） 受注者は、担当職員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。なお、保守作業計画及

び保守実施要領の記載内容は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（2019年２月25

日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）」の「第９章 保守及び運用」で定義されて

いるものとする。 

 

（２） 情報管理調査機器（ハードウェア）及びこれにインストールされたソフトウェアを常時良好

な状態に保つため、導入する情報管理調査機器等に精通した担当者により、迅速に対応し得る

体制及び十分な保守を図るものとし、情報管理調査機器等の設置後、契約期間中定期的に点検

（２ヶ月に１回）を行うとともに、障害の発生状況、発生原因、修復状況等を整理した報告書

を提出するものとする。 

具体的な保守内容は下記によることとする。 

 

① 各機器共通 

ア．受付 

障害原因切り分けに関する 問合せをフリーダイヤル、FAX及びE-Mail（その他web申し

込み等）で受付可能なコンタクトセンターを用意すること。 
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イ．修理 

当局の依頼に応じ、対処の可能なエンジニアを派遣し部品交換（消耗品を除く）による修

理作業を行うこと。その際、契約対象の機器の修復に係わる出張料、技術料及び部品代を含

めること。 
 

なお、受付及びオンサイトでの修理対応時間は平日の９時～17時までとする。 

 

② パーソナルコンピュータ及び無停電電源装置 

ア．リカバリメディアによる復旧  

ハードディスクの障害による部品交換を行なった場合、別途作成するリカバリー用

DVD-ROM（第４条の(1-2-1)の 2）の③）を利用し、リカバリー作業を行うこと。ただしデー

タ復旧は保守内容に含めない。 

イ．リモートによる障害原因切り分け対応 

当局の了承に基づきインターネット環境を利用したリモート接続による障害原因切り分

けを行うこと。 

   ウ．ファームウェアの更新及び修正パッチ等に関する定期的な情報提供を行うとともに、必要

に応じて適用作業を行うこと。 

 

③ ネットワーク接続ストレージ 

ア．オンサイトサービス 

上記①のイの修理のほか、費用には下記の作業を含むこと。 

1) スタンバイ装置をアクティブ装置へ変更するための切り替え作業  

2) 故障した稼働装置を待機装置へ変更するための再セットアップ作業 

3) 稼働装置に変更した装置へのマルウェア対策機能（ウイルスソフト等）のセットアップ

作業及びUPSセットアップ  

イ．通報機能  

Windowsのイベントログに出力されたエラーやアラートをHTTPSまたはSMTP により受託

者に通報できる通信方法を用意すること。また受託者は到着した通報の内容を解析し、必要

に応じ当局に対するE-Mailでの通知または電話連絡をおこなうこと。若しくはオンサイトで

の対応を実施すること。 

なお、本機能は個別の接続環境ではなく、農林水産省内の行政情報システムを利用するも

のであること。 

対象項目は以下のとおり。 

1) ハードウェア監視  

サーバ監視エージェントと連携し、ハードウェアとOSのイベントログ監視を行うこと。 

2) イベントログ監視  

OSおよびアプリケーションソフトがイベントログに出力するエラーログの監視を行う

こと。 

3) リソース監視  

CPU、ディスク、メモリーのリソース状況監視を行うこと。 

 

（３） パーソナルコンピュータの本体OSについては、契約期間内のしかるべき時期に、担当職員の

指示に従い、年１回程度、Windows10の機能アップグレードを行うものとする。 

 

（４） 情報管理調査機器等に不具合が発生し、一部又は全部を置き換える必要が生じた場合には、

発注者と協議の上で受注者の責任において物品の交換等の必要な対策を行うものとする。 

 

（５） 情報資産管理に関する事項 
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① 受注者は、年１回、農林水産省の指示に基づき、情報資産管理データと情報システムの現況

との突合・確認を支援すること。 

② 受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、保守実施要領にお

いて定める時期に提出すること。 

ア．各データの変更管理 

  情報システムの保守において、管理する項目※の内容に変更が生じる作業をしたときは、

当該変更を行った項目。 

（※ 開発規模、ハードウェア、ソフトウェア、回線、外部サービス、施設、公開ドメイン、取扱情報、情

報セキュリティ要件、指標） 

イ．作業実績等の管理 

 情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由。 

③ 受注者は、別紙１「情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載し

た情報システム資産管理用シートを契約締結後速やかに提出すること。また、担当職員から求

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情報システム資

産管理用シートを提出すること。 

 

 

第４章 作業の実施体制 

（作業の実施体制等） 

第6条 

（１） 本業務の作業体制は下図のとおりである。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、作業体制とは別に作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 受注者は、農林水産省が定める保守実施要領に基づき、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、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。 

 

（３） 本業務に係る作業場所（第4条（２）に係る事項及び第5条におけるオンサイトサービスを

除く）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。 

 

 

第５章 留意事項 

（成果物） 

第7条 

（１） 本業務の成果物及び納品期日等は下表のとおり（第4条（１）に記す機器を除く）。 

項    目 数量 提出期限 備考〔本仕様書の項番〕 

 

ＰＪＭＯ 

・データベース管理運用責任者 

・データ加工集計作業担当者 

本業務受注業者 

本業務の遂行責任者 

（窓口担当者） 

障害対応受付担当者 

平時 

障害発生時 

障害対応技術者 
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①  搬入作業報告書 一式 令和４年３月23日 〔第4条（２）〕 

② 保守作業計画（案）、保守実施要

領（案） 

一式 令和４年４月上旬 〔第5条（１）〕 

③ 点検結果等報告書（点検結果、障

害の発生状況、発生原因、修復状況

等） 

一式 ２ヶ月ごと 〔第5条（２）〕 

④ 搬出作業計画書 一式 令和８年３月下旬 〔第4条（２）〕 

⑤ データ消去証明書 一式 機器搬出後速やか

に 

〔第3条〕 

〔第10条（４）〕 

⑥ 情報システム資産管理用シート 一式 保守作業計画に定

める期日 

 

 

（２） 上記成果物の納品方法は下記によること。 

  ① 成果物は、全て日本語で作成すること。 

  ② 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。 

  ③ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にすること。 

  ④ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、担当職員から特別に示す場合を除き、原

則、正副各１部を納品すること。 

  ⑤ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格Ａ列４番とするが、

必要に応じて日本産業規格Ａ列３番を使用すること。 

  ⑥ 電磁的記録媒体による納品については、ワード、エクセルまたはパワーポイントのファイル

形式で作成し、容量に応じてCDもしくはDVDに格納して納品すること。 

  ⑦ 納品後、担当職員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。 

  ⑧ 成果物の作成に当たって特別なツールを使用する場合には、担当職員の承認を得ること。 

  ⑨ 成果物が外部に不正に使用、また納品課程において改ざんされることのないよう、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。 

  ⑩ 電磁的記録媒体においては、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） 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、担当職員が納品場所を

別途指定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 農村振興局 整備部 設計課 計画調整室 

     代表 ０３－３５０２－８１１１（内線５５３６） 

     直通 ０３－３５０１－３７４９ 

 

（４） 受注者は、成果物等について納品期日までに担当職員に内容の説明を実施して検収を受ける

こと。検収の結果、成果物等に不備また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、変更点について担当職員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。 

 

（ソフトウェアライセンス） 

第 8 条 

アドビライセンスメンバーシップ契約 
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 アドビシステム社製品については、「CLP 5 for Government(Level 1)」にて調達すること。 

なお、メンバーシップIDは「4600035101」とする。 

 

（保証等） 

第9条 

（１） 納入する情報管理調査機器等及びこれにインストールされたソフトウェアは、十分な稼動実

績を有し、高い信頼性を証明出来るものでなければならない。 

 

（２） 納入したハードウェアの受注者による無償保証期間は貸借契約期間終了までとする。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第10条 

（１） 業務遂行にあたっては、「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30年７月

25日サイバーセキュリティ戦略本部決定)」、農林水産省における情報セキュリティ確保に関す

る規則（平成27年３月31日農林水産省訓令第４号）等の当省における情報セキュリティ対策

基準を遵守するとともに、別紙２「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき

作業すること。 

    納入する情報管理機器は、下記のセキュリティ要件を満たすものであること。 

  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が確認できること。 

  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 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。 

    なお、ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器であること。 

 

（２） ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっておらず、サ

ポート期間が充分に確保されたものを導入し、既知のセキュリティホールに対するセキュリテ

ィ対策（ 新版のサービスパックの導入及び 新版のインターネットエクスプローラの導入

等）を全て行うこと。 

 

（３） 受注者の責に起因するセキュリティインシデントが発生するなど万一の事故があった場合は、

担当職員に直ちに報告すること。また、その際の損害に対する賠償の責任を負うこと。 

 

（４） 賃貸借する調査機器に格納した情報については、撤去時において確実に抹消すること。 

 

（５） 本調達の受注、施行にあたって知り得た全ての事項については、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、当省担当職員の指

示に従うこと。 

 

（６） 受注者は、本業務に関する格納データ及び本業務おける納品物（途中納品物も含む）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使用は禁止される。 

 

（応札条件） 

第11条 

（１） 応札希望者は、本仕様書に掲げる事項を履行できるものであること。特に、障害発生時にお

いて迅速かつ適切な他所が可能な技術者を擁していること。 
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（２） 納入候補となる機器について、証明書等の提出期限までに、担当部署へ機器等リスト（区分

（パーナルコンピュータ（デスクトップPC）等）、製造業者名、製造業者の法人番号、製品名

及び型番を記載したリスト）を提出することとし、農林水産省においてサプライチェーン・リ

スクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、速やかに担当部署に確認した上で、代替

品の選定等、納入候補となる機器を見直すこと。 

 

（３） 役員等が暴力団員でないこと。また、直接・間接を問わず暴力団との関与がないこと。 

 

（４） 本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー、農林水産省全体管理組織（PMO）

支援スタッフ及び農林水産省 高セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこ

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。 

 

（５） 複数の事業者が共同応札する場合は、下記の条件を満たすこと。 

① 共同応札する事業者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。 

② 共同応札する事業者間において、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。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。 

③ 共同応札する全ての事業者は、本入札への単独での応札または他の共同提案への参加を行っ

ていないこと。 

④ 共同応札する全ての事業者は、（１）から（４）の応札条件を満たすこと。 

 

（その他） 

第12条 

（１） LANシステムに接続することにより発生した欠陥については、受注者においてLANシステム

管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処するものとする。 

 

（２） 知的財産権に関しては、下記によることとする。 

① 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権利譲渡不可能であるもの以外は、全て農林水産省に帰属するも

のとする。 

② 農林水産省は、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

及びそ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複製等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、複製等により農林水産省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について協議するものとする。 

③ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）が含まれ

る場合には、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わ

る一切の手続きを行うこと。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

前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、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。 

④ 受注者は農林水産省に対し、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。 
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（３） 本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」、に基づき、作

業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガ

イドライン解説書（内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室）」（以下「解説書」）を参考と

すること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、 新のものを参

照し、その内容に従うこと。 

 

（４） 成果物の取扱いに関しては、下記によることとする。 

① 農林水産省は検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致（バグも含む。以下「契

約不適合」という。）が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追

完（以下「追完」という。）を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとするこ

と。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当

な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追

完を行うことができること。 

② 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合で

あって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わな

いものとすること。 

③ 農林水産省は、当該契約不適合（受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。）に

より損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。 

④ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又

は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができない

ときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。 

⑤ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後１年以内に農林

水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。但し、検収完了時におい

て受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適

合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。 

⑥ 前各号の要件は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示に

よって生じたときは適用しないこと。但し、受注者がその資料等又は指示が不適当であること

を知りながら告げなかったときはこの限りでない。 

 

（５） 本仕様書に定めのない事項及びその他の詳細な事項については、必要に応じて発注者と受注

者の協議により定めるものとする。 
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別紙１ 

情報システムの経費区分 

経費区分 摘 要 

(1) 整備経費 情報システムの整備（新規開発、機能改修・追加、更改及びこれ

らに付随する環境の整備をいう。）に要する一時的な経費 

ア 調査研究等経費 情報システムの整備に当たり、業務・サービスの設計、要件定義

を行う目的で行う現状分析、プロトタイプ作成、ドキュメント作

成支援、調査研究等に要する経費（最適化計画の策定に要する経

費を含む。） 

イ 設計経費 情報システムの整備に際し、その開発に係る設計書の作成に要す

る経費 

ウ 開発経費 情報システムの整備に際し、情報システムのプログラミング、パ

ラメータ設定等による情報システムの開発（単体テストを含む。）

に要する経費

エ 据付調整経費 ハードウェアやラックの搬入・据付け、ネットワークケーブルの

敷設等、情報システムの物理的な稼働環境の整備に要する経費

オ テスト経費 開発する情報システムの結合テスト、総合テスト及び受入テスト

に要する経費 

カ 移行経費 情報システムのシステム移行及びデータ移行に要する経費 

キ 廃棄経費 情報システムの廃止及び更改に伴う、ハードウェアやラック、ネ

ットワークケーブル等の撤去及び廃棄に要する経費 

ク プロジェクト管理支

援経費

情報システムの整備に係るプロジェクト管理の支援に要する経

費 

ケ 施設整備等経費 情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等

を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐

在する施設の整備、改修等に要する経費 

コ ハードウェア買取経

費

情報システムを構成するハードウェアの買取に要する経費 

サ ソフトウェア買取経

費

情報システムを構成するソフトウェアパッケージのライセンス

の買取又は更新に要する経費 

シ その他整備経費 アからサまでのいずれにも該当しない情報システムの整備に要

する経費

(2) 運用等経費 情報システムの運用、保守等に要する経常的な経費 

ア システム運用経費 情報システムの正常な稼働を保持するために行うハードウェア

の状態把握、ファイルの管理、アプリケーションの設定等の管理、

障害に対する予防等の措置など、仕様変更や構成変更を伴わない

情報システムの技術的及び管理的業務の実施に要する経費 

イ 業務運用支援経費 情報システムの稼働に当たって、当該情報システムの利用者に提

供する業務（データ作成（ホームページや e ラーニングのコンテ

ンツ作成等）、データ受付・登録等）の運用支援に要する経費

ウ 操作研修等経費 情報システムの利用に当たって、当該情報システムの運用担当者

又は利用者に対する操作研修等（教材作成・更新を含む。）に要

する経費 

エ ヘルプデスク経費 情報システムの利用者からの問い合わせに対し、解決策を講じる

ために行う業務に要する経費 
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オ コールセンター経費 情報システムの利用者からの問い合わせに対し、あらかじめ決め

られた事項を案内又は回答する業務に要する経費（主に大量の問

い合わせがある場合が該当） 

カ アプリケーション保

守経費

開発した情報システムについて、障害や技術革新等の外部環境の

変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保

つために行うプログラムの改修、設定変更等に要する経費 

キ ハードウェア保守経

費

情報システムを構成するハードウェアについて、障害や技術革新

等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり

正常な状態に保つために行う業務に要する経費 

ただし、政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票（様式５

－２）の５．システム運用等経費内訳（目標値）において、政府

共通プラットフォームが提供するハードウェア保守経費（政府共

通ＰＦ費用負担額）は含めないこと 

ク ソフトウェア保守経

費

情報システムを構成するソフトウェアパッケージについて、障害

や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を

仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経費 

ただし、政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票（様式５）

の５．システム運用等経費内訳（目標値）において、政府共通プ

ラットフォームが提供するソフトウェア保守経費（政府共通ＰＦ

費用負担額）は含めないこと

ケ 監査経費 情報システムについて、システム監査又は情報セキュリティ監査

の実施に要する経費 

コ 情報セキュリティ検

査経費

情報システムについて、ペネトレーションテスト、脆弱性診断等

の情報セキュリティ検査・診断の実施に要する経費 

サ ハードウェア借料 情報システムを構成するハードウェアについて、その使用に要す

る借料 

シ ソフトウェア借料 情報システムを構成するソフトウェアパッケージについて、その

使用に要する借料 

ただし、政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票（様式５

－２）の５．システム運用等経費内訳（目標値）において、政府

共通プラットフォームが提供するソフトウェア借料（政府共通Ｐ

Ｆ費用負担額）は含めないこと 

ス サービス利用料 情報システムの稼働又は利用に当たって、ASP、SaaS、PaaS、ホス

ティングサービスなど、国の行政機関以外の者が提供するサービ

スの利用に要する経費

セ 通信回線料 情報システムを構成するネットワークにおいて必要となる通信

回線の利用に要する経費 

ソ 施設利用等経費 情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等

を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐

在する施設の利用等に要する経費 

ただし、政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票（様式５

－２）の５．システム運用等経費内訳（目標値）において、政府

共通プラットフォームが提供する施設利用等経費は含めないこ

と 

タ その他運用経費（政

府共通ＰＦ費用負担額

（機器））

（政府共通プラットフォ

ーム移行関連経費連絡

既に政府共通ＰＦの費用負担が発生している情報システムにつ

いては、政府共通ＰＦ費用負担額（個別費用部分）のうち、機器

分の費用負担額（平年度化ベース）を入力すること 

平成 28 年度政府案時において政府共通ＰＦの費用負担が発生し

ていないシステムについては、以下の方法により算出した値を入



3 

票（様式５－２）のみ） 力すること 

＜PF-Standard の場合＞ 

個別費用試算ツールを用いて算出した値（機器分）を入力するこ

と。なお、個別費用試算ツールも合わせて提出すること 

＜PF-Lite の場合＞ 

「（参考）PF-Lite の費用負担額」のサーバテンプレートに必要台

数を入力して算出された「金額（年額）」の合計値を入力するこ

と 

チ その他運用経費（政

府共通ＰＦ費用負担額

（施設））

（政府共通プラットフォ

ーム移行関連経費連絡

票（様式５－２）のみ） 

既に政府共通ＰＦの費用負担が発生している情報システムにつ

いては、政府共通ＰＦ費用負担額（個別費用部分）のうち、施設

分の費用負担額（平年度化ベース）を入力すること 

平成 28 年度政府案時において政府共通ＰＦの費用負担が発生し

ていないシステムについては、以下の方法により算出した値を入

力すること 

＜PF-Standard の場合＞ 

個別費用試算ツールを用いて算出した値（施設分）を入力するこ

と。なお、個別費用試算ツールも合わせて提出すること 

＜PF-Lite の場合＞ 

PF-Lite は、施設費用も含め定額としているため入力不要 

ツ その他運用等経費 アからソまでのいずれにも該当しない情報システムの運用等に

要する経費（政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票（様

式５－２）のみについては、アからチまでのいずれにも該当しな

い経費とする。）

(3) その他経費 国の行政機関以外の情報システムに関係する経費及び電子政府

推進のための体制整備に要する経費 

① 情報システム振興等

経費

地方公共団体、独立行政法人等に対する情報システムの整備・運

用に関する助成金、補助金、交付金等の経費 

ア 地方公共団体

情報システム関

係経費

地方公共団体に対する情報システムの整備・運用に関する補助

金、交付金等の経費 

イ 独立行政法人

等情報システム

関係経費

独立行政法人、国立大学法人（大学共同利用機関法人を含む。）、

特殊法人、公益法人等に対する情報システムの整備・運用に関す

る助成金、補助金、交付金（法人の運営に係る経費は除く。）等

の経費 

② 電子政府推進のため

の体制整備関係経費

府省ＣＩＯ補佐官、最高情報セキュリティアドバイザ等の外部専

門家の登用に要する経費、その支援スタッフ等に要する経費、内

部職員の育成に要する経費等、電子政府推進のための体制整備に

要する経費 





別紙２ 
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情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守 

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。 

なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（以下「統一基準

群」という。）に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて

規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 

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し

ていること。 

Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供 

１ 受託者は、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（契

約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専門性

（保有資格、研修受講実績等）・実績（業務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記

載した資料を提出すること。 

 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業

務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等にお

ける従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（又は□％）等）を記載すること。また、この

場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供するこ

と。 

２ 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいず

れかの証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC27001 等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等

（２）プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等

（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、

かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書

（４）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

Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じる

ことを証明する資料を提出すること。 



- 2 -

（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了

後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。

（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す

ること。

（３）本業務の各工程において、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（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、第三者

機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。）。

（４）本業務において、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、追跡調査や立入調査等、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、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求され

た場合には提出するなど）を整備していること。

（５）本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該

情報（複製を含む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送

信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。

（６）本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。

（７）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、農林水産省又は農

林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリ

ティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 25 条第１項第２号に基づく監査等を含む。以下

同じ。）を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実

施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 

（８）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると

認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。

（９）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生

した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出

すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防

止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。

（10）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を

立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。

２ 受託者は、私物（本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。）の機器

等を本業務に用いないこと。 

３ 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、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

切に対処するとともに、確認結果（確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定

義ファイルのバージョン等）を成果物等に記載又は添付すること。 

４ 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要
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となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担

当部署に書面で報告すること。 

Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要

件定義を行う場合には、以下の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。

（ア）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

（イ）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

（ウ）農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能

（エ）端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能

（オ）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。

エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。

２ 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む

措置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

ア 主体認証機能

イ アクセス制御機能

ウ 権限管理機能

エ 識別コード・主体認証情報の付与管理

オ ログの取得・管理
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カ 暗号化機能・電子署名機能

キ 暗号化・電子署名に係る管理

ク ソフトウェアに関する脆（ぜい）弱性等対策

ケ 不正プログラム対策

コ サービス不能攻撃対策

サ 標的型攻撃対策

シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定

ス 政府ドメイン名（go.jp）の使用

セ 不正なウェブサイトへの誘導防止

ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知

（２）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施

ア ソフトウェアの開発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。

３ 受託者は、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

ある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 

４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、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）利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告

（６）「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者

(CIO）連絡会議決定)の別紙３に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した

情報資産管理標準シートの提出
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（７）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

５ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移

行する前に、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（可能性がある事象を含む。以下同じ。）を認知した際の対処

方法の確立

６ 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、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）監視状況の報告手順

（４）情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順

（５）監視運用における情報の取扱い（機密性の確保）

７ 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することを発見

した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆（ぜ

い）弱性の対策を行うこと。 

８ 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システ

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 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、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 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、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

Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービ

スに対して、Ⅷの措置を講じること。

１ ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、
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当該認証の証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

２ クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを

提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認

証制度に基づく認証

（２）セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC 報告書（Service Organization Control

Report））

（３）情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情

報セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付された CS 言明書等）

３ クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる

場合には、当該クラウドサービスのデータセンター（バックアップセンターを含む。）は国内に

限ること。 

４ クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラ

ウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前（サービス廃止等の１年

以上前が望ましい。）に担当部署へ通知すること。 

５ クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省の

データについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上

において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

６ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場

合は提供すること。なお、証跡は１年間以上保存することが望ましい。 

７ インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。 

８ クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託さ

れている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。 

９ クラウドサービスにおける脆（ぜい）弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。 

10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対

策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標

（RPO）等の指標を提示すること。 

なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数

の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。 

11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセ

ス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。

12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実

に抹消できること。 

13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報につ

いて、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 

14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林
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水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱う

ため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。 

Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特

定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等（以下「機器等」という。）を納品、賃貸借等

をする場合には、以下の措置を講じること。 

１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が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 機器等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を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除

できる体制を整備していること。 

３ 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。 

４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 

５ 脆（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。なお、当該

認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れ

ていないこと。） 

７ 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、サ

ポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り 新版を採用するとともに、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。 

８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 

（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）

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（ 新の定義ファイル等を適用した不正プ

ログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、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） 

Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法 

１ 本業務に係る全ての契約（クラウドサービスを含む。以下同じ。）に関して訴訟の必要が生

じた場合の管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 

２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とするこ
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と。 

Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の一部を再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業

者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合には、受託者が上

記Ⅱの１、Ⅱの２及びⅢの１において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関

する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を

提出し、農林水産省の許可を得ること。 

２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託

先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を

定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほ

か、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査

を受け入れるものとすること。 

３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策

の履行状況を報告すること。 

Ⅸ 資料等の提出 

 上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅴの１、Ⅴの２、Ⅵの１及びⅥの６において提出することとしてい

る資料等については、 低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明

書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総

合評価のための書類に添付して提出すること。 

Ⅹ 変更手続 

 受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとす

る場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 
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