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 本資料で登場する一般的な用語について、以下に示します。

1

2

3

4

5

6

7

8

• Amazon Web Servicesの略称。
Amazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスであり、ISMAPに準拠している。
クラウドの世界的シェアNo.1（2021年4月現在）。

• Microsoft Azureの略称。
Microsoftが提供するクラウドコンピューティングサービスであり、 ISMAPに準拠している。
クラウドの世界的シェアNo.2（2021年4月現在）

• 既存のシステム構成に大きな変更を加えずにクラウドへ移行する移行方式。クラウドサービス
は主にIaaSを利用する。

• 業務アプリケーションの改修は最低限に留め、マネージドDB等のPaaS、クラウド標準の運用
サービスを活用しすることでクラウドに適したシステム構成を可能な限り採用する移行方式。
MAFFクラウドとして推奨する移行方式。

• 既存のシステム構成の抜本的な刷新、再構築を行い、全面的にクラウドに適したシステム構成
を採用する移行方式。

• Azureにおける契約形態の一つ。MAFFクラウドではCSP契約を採用しており、PJMOシステム
もCSP契約を採用することが求められる。その他の契約形態として、Web直販、Open契約、
EA契約が存在する。

• Azureにおける契約の単位。AWSのアカウントに近い存在。MAFFクラウドでは原則CSP契約
でサブスクリプションを作成し、サブスクリプション内にリソースの配置及びシステム構築を
行う。また、クラウドリソースの利用料金はサブスクリプション毎に請求される。

• Center of Excellenceの略称。組織横断的な取組を行う際に中核的な役割を担う。一般的に取
組に精通する人材やノウハウ、ツール等が集結した組織。

AWS

Azure

リホスト

リファクタリング

リビルド

CSP契約

サブスクリプション

CoE

説明用語
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 本資料で登場する一般的な用語について、以下に示します。

1

2

3

4

5

6

7

• PJMOと結んだ契約に基づいてシステムの設計・開発・運用作業を行う会社。（SIer、ベン
ダー）

• MAFFクラウドの管理を担い、各種共通機能の設定を行う事業者。MAFFクラウド利用時に提
出する申請書は、MAFFクラウド管理者に提出する。

• 農林水産省クラウドの略称。MAFFクラウドCoEによるPJMOへの総合的なクラウドに関する
支援活動及びクラウド移行・運用時に必要となる最小限の共通機能を提供する。

• Project Management Officeの略称。省内個別業務システムを所管し、当該システムに関する
プロジェクトマネジメントを実施する。当該システムに関するクラウドサービス利用料、設
計・構築、運用・保守、移行経費等負担する。

• Portfolio Management Officeの略称。農林水産省内のシステム全体を管理する組織。MAFFク
ラウドの利用有無に関わらず、各業務システムのPJMOを横断的に管理している。 MAFFクラ
ウド共通機能のクラウドサービス利用料を負担する。

• MAFFクラウドのコンセプトを理解し、クラウド移行・運用の知見を集約したPJMOへの総合
的な技術支援を行う組織。クラウド移行を検討しているPJMOに、検討、企画・予算要求、調
達、設計・構築、運用保守の各段階において技術支援を行う。

• Proof of Conceptの略称。クラウド移行に関する課題の事前検証・評価であり、業務アプリ
ケーション見直しに関する評価、クラウドに適したアーキテクチャの評価、システム運用に対
する評価の3つの観点で評価する。

事業者

MAFFクラウド管理者

MAFFクラウド

PJMO

PMO

MAFFクラウドCoE

PoC

説明用語



本FAQは農林水産省クラウド(以降「MAFFクラウド」)利用ガイドラインを参照された前提で作成しています。MAFFクラウドに関して不明点がありましたら、農林水産省クラウド利用ガイドラインをご一読ください。
クラウドサービスの名称変更が生じた場合は順次修正を行いますが、修正されていない場合は適宜読み替えて利用してください。

No. 公開対象 問合せ分類 問合せ 回答 参考情報 公開日

1 PJMO クラウド化基本方針 現在のパブリッククラウドからMAFFクラウドに切り替えする場合は、どのように進めればよいですか？ クラウド切り替えの予算を確保していない場合は、予算を確保した上で来年度以降に移行することを検討してください。詳細は、PMOにお問い合わせください。 2021/11/5

2 PJMO クラウド化基本方針 MAFFクラウドを利用する場合のクラウドサービス利用料、移行作業経費の予算確保は誰が行います
か？

MAFFクラウド共通機能のクラウドサービス利用料はPMOが負担し、各利用システムのクラウドサービス利用料は各PJMOの負担としています。
そのため、各利用システムのクラウドサービス利用料、移行作業経費は各PJMOで予算を確保いただく必要があります。

2021/11/5

3 PJMO クラウド化基本方針 MAFFクラウドを利用する場合の予算要求に向けて事業者へ依頼する見積り範囲はどこですか？ 現行システムのクラウド移行経費と、クラウドサービス利用料の見積りが必要です。 2021/11/5

4 PJMO MAFFクラウド提供機能 利用システム側で調達したパブリッククラウドでMAFFクラウドが提供する閉域網接続を利用する場合、利
用システムの構築範囲はどこですか？

MAFFクラウドはAWSまたはAzureであることが前提ですが、統合ネットワークからAWS／Azureまでの閉域網接続回線とAWS Transitgateway／Azure Vnet（ハブ）ま
でを構築しています。よって、利用システム側の提案範囲はAWS TransitGateway／Azure Vnet（ハブ）以降が構築範囲となります。

2021/11/5

5 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドの共通機能を利用したい場合は、どのような手続きが必要ですか？ MAFFクラウド利用を希望する旨をPMOへご連絡ください。利用システムの実施工程が設計・開発の場合は、MAFFクラウド利用申請書を提出いただく必要があるため、詳細は
別途ご案内します。

2021/11/5

6 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドを利用する場合、利用システムとの責任分界点はどこですか？ MAFFクラウドと利用システムの責任分界点は、利用システムのAWSアカウント、Azureの場合はサブスクリプション内はすべて利用システムの責任範囲となります。 2021/11/5

7 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドを利用する場合、利用システムの開発・運用保守で利用可能なメンテナンス等行うための
接続環境を用意してもらえるのでしょうか？

MAFFクラウドとして用意はありません。PJMOと事業者にて協議し、利用システムのAWS アカウント/Azure サブスクリプション内で踏み台サーバ等を整備を検討してください。 2021/11/5

8 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドを利用するにあたり、どの範囲を見積りをとればよいですか？ MAFFクラウドが提供する共通機能のうち、統合ネットワークからAWS／Azureへの閉域網接続はMAFFクラウドが用意します。その他の脅威検出機能や監査ログ収集機能、
不適切設定検知機能を利用する場合は、MAFFクラウドと利用システム双方でクラウドサービス利用料の負担が発生します。
利用システムは、自システムのクラウド移行経費と、閉域網接続以外のMAFFクラウド共通機能のクラウドサービス利用料の見積りが必要です。

2021/11/5

9 PJMO MAFFクラウドCoE MAFFクラウドCoEでは具体的に何を支援していただけますか？ MAFFクラウドCoEはシステムのクラウド移行を検討しているPJMOに、クラウド化の検討、企画・予算要求、調達、設計・構築、運用保守の各段階において技術的な支援を行
います。具体的には、現行システムからクラウドへの移行リスクの指摘や、改善策の提案等を行います。

2021/11/5

10 PJMO MAFFクラウドCoE MAFFクラウドのPoCでは具体的に何を支援していただけますか？ クラウド化の検討、企画・予算要求の段階で、クラウド利用に関する事前検証（PoC）を実施可能です。本サービスでは、PJMOで机上評価、実機検証を実施していただきま
す。MAFFクラウドCoEは、机上評価や実機検証において助言等技術面での支援を行います。

2021/11/5

11 PJMO MAFFクラウド利用方法 システムの開発を完了し、既にパブリッククラウド（AWS／Azure）で運用を開始しています。このような
システムについても、今後MAFFクラウドに移行しないといけないということでしょうか？

MAFFクラウドで採用しているクラウド（AWS／Azure）を利用している場合も原則として利用ガイドラインの利用フローに則って共通機能を利用してください。ただし、共通機
能の設定および利用システム構築時に考慮事項が存在するため、CoEへ事前に連絡の上、協議を行ってください。特にAzureを利用中のシステムについては、利用しているクラ
ウドリソースおよびサブスクリプションの契約形態によってMAFFクラウドの利用可否を判断する必要があります。

2021/11/5

12 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドにはテスト環境（開発・検証）はありますか？ 利用システムが自身で用意するAWSアカウント／Azureサブスクリプション内に、本番環境以外に必要な開発環境、検証環境を構築してください。MAFFクラウド閉域網接続
機能を含む共通機能は本番環境のみ提供しており、共通機能確認のためのテスト環境は用意していません。

2021/11/5

13 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドに接続した利用システムの一般公開用Webサーバは、どのような経路でインターネットへ公
開すればよいですか？

各利用システムのAWSアカウント内のVPC、Azureサブスクリプション内のvNetから直接インターネットへ接続してください。接続する際は各CSPのベストプラクティスを参考にし、
必要なセキュリティ対策等を行ったうえで接続してください。

2021/11/5

14 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウド接続時の利用システムのアカウント管理について注意事項はありますか？ 利用システムがAzureを使用する場合は、自システムでサブスクリプションを契約し、サブスクリプションの紐づけ先AzureADテナントはMAFFクラウドが用意するものを利用する必
要があります。また、利用システムは原則として、CSP契約でサブスクリプションを契約する必要があります。

2021/11/5

15 PJMO MAFFクラウドCoE PMOとMAFFクラウドCoEはどのような関係ですか？ MAFFクラウドCoEは、PJMOが柔軟かつ迅速にクラウドサービスを利用できることを目指しPMO内に設けたクラウド利用に特化した支援体制です。 2021/11/5

16 PJMO クラウド化基本方針 MAFFクラウド利用時、クラウドサービスが提供する諸機能について使用の制限はありますか？ MAFFクラウドで採用しているクラウド（AWS／Azure）が提供するサービスについては、利用システムに対する使用の制限は設けておりません。 2021/11/5



本FAQは農林水産省クラウド(以降「MAFFクラウド」)利用ガイドラインを参照された前提で作成しています。MAFFクラウドに関して不明点がありましたら、農林水産省クラウド利用ガイドラインをご一読ください。
クラウドサービスの名称変更が生じた場合は順次修正を行いますが、修正されていない場合は適宜読み替えて利用してください。

No. 公開対象 問合せ分類 問合せ 回答 参考情報 公開日

17 PJMO クラウド化基本方針 利用システムでマルチクラウド構成（１つの利用システムで複数のクラウドサービスを利用する場合）とす
ることは可能ですか？

マルチクラウド構成は可能ですが、システムが複雑化してコスト増となる可能性があるため注意が必要です。個々のクラウド（AWS／Azure）が提供する固有のサービスを組み
合わせることで明確なメリットがある場合にのみマルチクラウド構成を選択すべきです。詳細についてはMAFFクラウドCoEにご相談ください。

2021/11/5

18 PJMO クラウド化基本方針 MAFFクラウドのPoCでは実機検証の他にプロトタイプ作成は実施可能ですか？ MAFFクラウドのPoCで実施可能な実機検証は、企画・予算要求段階でのクラウド利用に関する事前検証を目的としており、プロトタイプの作成はできません。 2021/11/5

19 PJMO その他 MAFFクラウド利用時の省内ネットワークにおける利用システムの名前解決の仕様を教えてください。 省内ネットワークにおける利用システムの名前解決は、LANシステムが運用管理するDNSにより実施します。詳細はLANシステム担当にお問い合わせください。
MAFFクラウドは統合NWとの接続（閉域網接続機能）におけるルーティングのみ設定しています。

2021/11/5

20 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウド利用時のインターネットにおける利用システムの名前解決の仕様を教えてください。 インターネットにおける利用システムの名前解決については、MAFFクラウドとして特に設定の指定等はありませんので、自身で設計・構築していただく必要があります。 2021/11/5

21 PJMO クラウド化基本方針 AWS、Azureのアカウント契約における制限事項はありますか？ PJMOが契約するAWS/Azureのアカウントは、パートナー商流がAWS社/MS社の日本法人である必要があります。
海外のAWS/Azureのパートナー/ディストリビューターの商流の場合は、契約できません。

2021/11/5

22 PJMO クラウド化基本方針 統合NWからガバメントネットワークへの移行時に、MAFFクラウド利用システムで作業が発生するか教えて
ください。

ガバメントネットワークへの切り替えに関しては、ガバメントネットワーク移行個別システム調査担当者にお問い合わせください。
MAFFクラウド利用システムで何か特別な作業が発生する場合には、MAFFクラウドの担当者よりアナウンスいたします。

2021/12/1

23 PJMO その他 Azure利用時のSMTP利用に関する制限は、MAFFクラウド利用時でも同様ですか？ MAFFクラウド利用時においても、通常と同様の制限が発生します。詳細は以下です。
・パブリックIPアドレスへのメール送信はデフォルトでは利用できず、サポートへの制限解除申請が必要です。なお、特定の契約では解除申請自体が不可能であるため、ご注意く
ださい。
・プライベート IP アドレス帯（10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16）へのメール送信を行う場合は、SMTP 解放を行わずともExpressRoute 経由で
SMTPポートが利用可能です。

Azure での
アウトバウン
ド SMTP 接
続に関する
問題のトラブ
ルシューティン
グ

2021/12/1

24 PJMO MAFFクラウド利用方法 開発中のシステムとMAFFクラウドの接続にあたり注意点はありますか？ 統合NW-MAFFクラウド間のDirectConnectは各利用システムで共用となりますため、回線を逼迫するようなテストを行う場合は事前にご連絡をお願いいたします。 2021/12/1

25 PJMO その他 ドメイン解決のためMAFFクラウドを経由して農水省DNSサーバに転送設定を追加する必要があります。
転送設定を追加するための依頼方法を教えてください。

DNSの設定についてはMAFFクラウド管理外となりますので、お手数ですが農林水産省システムサポート班とご相談の上、様式23を同チームへご提出ください。 2021/12/1

26 PJMO MAFFクラウドCoE MAFFクラウドではAWS Organizationsでのアカウント集約管理は行いますか？ AWS Organizationsでのアカウント集約管理は行いません。 2021/12/1

27 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドとの接続においてFlexible Inter Connectサービスを利用するにあたり、利用システム側
のネットワーク設計で考慮するべき点はありますか？

利用システム側で特に考慮するべき点はありません。 2021/12/1

28 PJMO その他 農水省に設置する保守端末に関して、統合ネットワークに接続する上での注意点があれば教えてくださ
い。

統合ネットワークはMAFFクラウド管理外となりますので、お手数ですが農林水産省システムサポート班とご相談ください。 2021/12/1

29 PJMO その他 サーバ証明書の発行に関して、農水省指定のサブドメインに紐づけての発行が必要になる想定です。ドメ
インの管理者様の情報を教えてください。

ドメインの管理はMAFFクラウド管理外となりますので、お手数ですが農林水産省システムサポート班とご相談ください。 2021/12/1

30 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドを利用するにあたって、設定するIPアドレスの指定はありますか？ 農水省NW内のIPとの重複を避けるため、MAFFクラウドから払い出されるIPにて設定をお願いいたします。利用申請書を提出していただいたあとにIPを記載して返却いたしま
す。

2021/12/1

31 PJMO MAFFクラウド利用方法 AzureにてMAFFクラウドを利用する場合の注意点を教えてください。 利用システムとMAFFクラウドのAzureADテナントを紐づけする必要があります。利用システムでAzureADサブスクリプションを契約する際は、MAFFクラウドのAzureADのカスタ
ムドメイン「azcloud.maff.go.jp」に関連付けを行ってください。

2022/1/17

32 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドCoEとクラウド化設計開発の受注業者との間で必須の打合せはありますか？ 利用するCSPの検討、MAFFクラウドの説明（仕様、申請方法等）について、事業者が決まり次第MAFFクラウドCoEとの打ち合わせが必要です。特にAzureの利用を検討
している場合は作業前の注意事項が多数ありますので、手戻りが発生しないよう速やかに打ち合わせを調整してください。

2022/1/17

33 PJMO MAFFクラウド提供機能 監査ログ収集機能について、ログは個別システム側で参照できるのでしょうか？ 個別システム側で収集したログについては参照可能です。MAFFクラウド側で収集しているログはあくまでMAFFクラウド管理者が参照するためのコピーとなります。ログの管理主体
は個別システム側なので、適宜確認するようにしてください。

2022/1/17

34 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドの利用までに行う以下①～④の手続について、それぞれの期限・目安を教えてください。
①情報システムのクラウド移行についての机上評価
②情報システムのクラウド移行について机上評価結果の提示
③実機検証の実施（②の内容からMAFFクラウドCoEが必要と認めた場合に実施）
④MAFFクラウド利用届の提出

①~③のPoCについては、予算要求時に移行に関する課題を洗い出し、見積および予算の適正化を図ることが目的です。
よって、要求する予算額を決定にあたって事前に完了いただく必要がございます。
実施にあたって事前にPMO又はMAFFクラウドCoEにご連絡ください。
④については、設計・開発の応札事業者が決定した段階で一度打ち合わせの設定をお願いいたします。
その際に、MAFFクラウドの利用の流れについてご説明させていただきます。

2022/1/17

35 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウド利用システムのAWSアカウント間の通信を、MAFFクラウド管理者アカウント内のTransit
Gateway経由で行いたい場合、何か申請が必要でしょうか。

MAFFクラウド側にて作業が必要となりますので、PMO/MAFFクラウドCoE/MAFFクラウド管理者のいずれかにご連絡をお願いします。
具体的には、MAFFクラウド管理者アカウント内のTransit Gatewayにルートテーブルをアタッチする必要があります。

2022/1/17

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/troubleshoot-outbound-smtp-connectivity#msdn-azure-pass-azure-in-open-education-azure-for-students-visual-studio-and-free-trial
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36 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウド（AWS）を利用する場合、VPCに対してMAFFクラウド閉域網接続機能で用意された専
用線以外の専用線を接続することは可能でしょうか。

農林水産省統合ネットワークとの接続は原則としてMAFFクラウド閉域網接続機能をご利用ください。
その他のネットワークや他システムとの専用線接続についてはMAFFクラウドとして特に制限は設けておりませんので、利用システムで専用線を用意し接続可能です。
なお、AWSの仕様としては１つのVPCに対して「複数のTransitGW(制限上は5つまで)」もしくは「１つのVGWと複数のTransitGW」をアタッチすることが可能です。

2022/1/17

37 PJMO その他 MAFFクラウドのAzureADテナントに関連付けてサブスクリプション発行の作業ができるクラウドサービスプロ
バイダーの条件について教えてください。

Azureのクラウドサービスプロバイダー（以降CSP）には、Azureの販売代理店の資格を有する業者（Direct CSP）とPJMOが契約する場合と
再販資格を有するAzureの販売代理店（Indirect Provider）から資格を持たない業者（Indirect Reseller）が、Azureを仕入れてマージンがのった状態でPJMOと契
約する場合の2つの商流があります。
MSと契約してAzureを発行するのは、Direct CSPとIndirect Providerのどちらかの業者となります。
MAFFクラウドのADに関連付けてサブスクリプション発行の作業ができるのは、Direct CSPかIndirect Provider業者となります。
注意：
Direct CSP → Indirect Reseller →農林水産省の場合は、MAFFクラウドのADに関連付けてのサブスクリプション発行ができません。

2022/1/17

38 PJMO その他 AzureにてMAFFクラウドを利用する場合、MAFFクラウド管理者によってあらかじめサブスクリプション名が
設定されていますが、こちらのサブスクリプション名は変更しても問題ないでしょうか。

Azureのサブスクリプション名の変更は必須となります。
「農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙4_ MAFFクラウド命名規約設計」にて命名規約を定めていますので、そちらに沿ってサブスクリプション名の変更をお願いします。

2022/1/17

39 PJMO その他 MAFFクラウド閉域網接続機能を利用し、沖縄総合事務局と通信を行う要件があります。
沖縄総合事務局が拠点先にある場合に注意事項はありますか。

沖縄総合事務局と通信を行うには、沖縄総合事務局のネットワーク機器にルーティング設定を行う必要があります。
設定に関する依頼やご相談は農林水産省システムサポート班へお願いいたします。

2022/1/17

40 PJMO MAFFクラウドCoE 情報システム運用継続計画に「関係部局・関係企業の連絡先」としてMAFFクラウド担当者を記載した
いのですが、どの連絡先を記載すればよいでしょうか。

下記3名の連絡先を記載してください。
課長補佐（PMO班）
　飯田　聡美 03-3502-8181 PHS:87591 satomi_ida690@maff.go.jp
企画官
　髙柴　正徳 03-3502-8181 PHS:80582 masanori_takashib530@maff.go.jp
システムサポート第２係長
　福田　好宏 03-3502-8181 PHS:81211 yoshihiro fukuda690@maff.go.jp

2022/1/17

41 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドを利用するにあたって、第二期政府共通プラットフォーム利用時に発生した供託金を負担す
る必要はありますか。

MAFFクラウドにおいては供託金を利用システムで負担する必要はございません。
ただし、MAFFクラウド共通機能を利用するにあたっては、MAFFクラウド利用者のアカウントにおいて利用が必須となるクラウドサービスがあり、当該クラウドサービスの利用料は
MAFFクラウド利用者にて負担いただく必要がございます。詳細は最新の「農林水産省クラウド利用ガイドライン」を参照してください。

2022/2/4

42 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドの閉域網接続において、AWSのDirectConnectもしくはAzureのExpressRouteはパブ
リックな接続は可能ですか。

MAFFクラウドの閉域網接続はプライベートな接続のため、パブリックな接続はできません。
パブリックな接続が必要となる場合はMAFFクラウドCoEとの打ち合わせを実施してください。

2022/3/4

43 PJMO MAFFクラウド利用方法 MAFFクラウドを利用する場合、申請から利用開始までにどれくらいの期間がかかるのでしょうか。 MAFFクラウドと利用者の双方で作業が発生するため利用者側の作業状況にも依りますが、MAFFクラウド担当者が申請書を受け取ってからおよそ2週間程度が目安です。
なお、申請書の提出前には必ずMAFFクラウドCoEとの打ち合わせを実施してください。

2022/3/4

44 PJMO MAFFクラウド利用方法 本番稼働を目的としないシステムがMAFFクラウドを利用する上での制約事項等はありますか。 ありません。
なお、MAFFクラウドの共通機能を利用せず少額かつ短期間の検証であればMAFFクラウドから検証用のAWSアカウント/Azureサブスクリプションを貸し出すことが可能です。詳
細はMAFFクラウドCoEに相談してください。

2022/3/4

45 PJMO MAFFクラウド提供機能 IPアドレスの範囲を確定する為に、PJMO側で設定するべきことはありますか。 MAFFクラウドに接続する環境においては、MAFFクラウドにて取得している統合ネットワーク接続用IPアドレスから払い出します。
その他の環境においては農林水産省システムサポート班が払い出しますので、PJMO側でシステム班とご相談ください。

2022/4/13

46 PJMO MAFFクラウド提供機能 利用者からのアクセス、外部システムとの連携などの為のネットワーク経路についてMAFFクラウド側で制御
することは可能ですか。

MAFFクラウド側ではVPC（AWS）と統合ネットワークとの接続のみを実施します。
VPC内のネットワーク制御に関しては、PJMO側でご対応いただきます。

2022/4/13

47 PJMO MAFFクラウド利用方法 利用申請書提出からMAFFクラウド利用開始まで、どれくらいのリードタイムがかかるのでしょうか。 原則、以下のリードタイムにて対応いたします。
・IPアドレス払出は、MAFFクラウド担当者が利用申請書を受領してから1営業日以内。
・共通機能設定実施は、利用システム側の構築作業完了連絡をいただいてから3営業日以内。

2022/7/27

48 PJMO MAFFクラウド利用方法 PoCでMAFFクラウドから統合NWへの接続を確認することは可能でしょうか。 MAFFクラウドから統合NWへの接続は担保されているため、PoCで確認いただく必要はございません。 2022/8/8

49 PJMO MAFFクラウド提供機能 MAFFクラウドCoEより提供される実機検証環境の提供範囲は、本番環境と同様にMAFFクラウド共通
機能のみとなり、各利用システムのクラウドサービスはPJMOの負担という認識でしょうか。

実機検証では、PMOが貸出すAWSのPoC環境上に、PJMOが簡易的な環境を構築し、検証していただきます。
PoC環境は、MAFFクラウド共通機能である統合ネットワークとの接続やマネージド型脅威検出等を検証する場ではないため、本番環境同様の共通機能の提供はございませ
ん。また、PMOが提供するPoC環境を利用する場合、クラウド利用料はPMO負担となります。

2022/8/8
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50 PJMO MAFFクラウド提供機能 統合NWへ接続可能な環境で実機検証を行いたいです。
PJMOにて検証環境を調達する場合、PJMO名義のクラウドサービスを構築するのでしょうか。

PoCでは基本的に、PMOの提供するAWS検証環境を利用していただきます。
左のような要望でPJMOにて検証環境を調達するという場合、MAFFクラウドCoEよりAWSアカウントを新規で払い出します。
この場合、クラウド利用料はPJMO負担となります。

2022/8/8

51 PJMO MAFFクラウド提供機能 PoCでは、MAFFクラウド共通機能の確認は行えないとのことですが、PoCでは具体的にはどのような確認
を行えるのでしょうか。

PoC環境では、AWSのサービス単体の検証、確認ができます。
ミドルウェア、ライブラリ、OS等のバージョン組み合わせ仕様や、業務アプリケーションの技術仕様との整合等、机上評価での確認が非効率な項目や、確認が難しい項目等を実
機検証していただけます。

2022/8/8

52 PJMO MAFFクラウド提供機能 机上チェックシートを基にMAFFクラウドCoEより、検証内容を提案いただけるのでしょうか。
また、PJMO側にて検証内容を提案する場合、PoCでの具体的な検証内容や、過去の検証内容といった
情報をいただけるのでしょうか。

PMO側で気になる点があれば検証が望ましいポイントをお伝えすることは可能ですが、主管はPJMOになりますので、PJMO側が不安だと考える点を検証項目に挙げていただく
方が望ましいかと思います。
検証内容については、AWSサービスの動作検証や、運用手法の確認などにご利用いただけます。

2022/8/8

53 PJMO MAFFクラウド利用方法 検証環境において検証が終わり、MAFFクラウドの利用を終了する際に必要な申請や手続きはあります
か。

提出が必要な申請書類等はございません。
不要になったタイミングでMAFFクラウド側で共通機能申請の設定を解除するので、終了日についてご連絡をお願いいたします。

2022/8/8

54 PJMO MAFFクラウド利用方法 Azure ADの管理者ロールについて、PJMOおよび事業者に付与することは可能でしょうか。 PJMOに管理者が必要な場合は、管理者権限のユーザ（ユーザ管理者とアプリケーション管理者）を付与します。
事業者には、管理者権限は付与せず、ゲストユーザとして登録いたします。

2022/8/8

55 PJMO MAFFクラウド利用方法 AWSの大阪リージョンの利用を希望していますが、何か申請が必要でしょうか。 農林水産省クラウド利用ガイドライン「1-5. MAFFクラウド利用時の留意事項（大阪リージョン/西日本リージョン）」を参照し、大阪リージョンの使用条件を満たしたうえで、
MAFFクラウドCoEへご連絡ください。
また、AWSの大阪リージョンでは提供サービスが限られており、Amazon CognitoやAmazon WorkSpaces、AWS Control Towerなどは利用できません。以下のURLを
参考に、利用予定のサービスが大阪リージョンで提供されているかをご確認ください。
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

2022/8/25

56 PJMO MAFFクラウド利用方法 Azureの西日本リージョンの利用を希望していますが、何か申請が必要でしょうか。 農林水産省クラウド利用ガイドライン「1-5. MAFFクラウド利用時の留意事項（大阪リージョン/西日本リージョン）」を参照し、西リージョンの使用条件を満たしたうえで、
MAFFクラウドCoEへご連絡ください。
また、Azureの西日本リージョンでは提供サービスが限られており、Azure Analysis ServicesやMicrosoft Purview、Azure Metrics Advisorなどは利用できません。以
下のURLを参考に、利用予定のサービスが西日本リージョンで提供されているかをご確認ください。
https://azure.microsoft.com/ja-jp/global-infrastructure/geographies/#overview

2022/8/25
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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、政府機関等のサイバー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。 
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（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 26 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、可能な限り最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（最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

じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、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
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こと。 

 

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、最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。 



【別紙５】 

 

閲覧申請書 

 

 

申込日： 令和  年  月  日   

 

 

１ 会 社 名： 

 

 

２ 住   所： 

 

 

３ 担当者名：                 

 

 

４ 電話番号： 

 

 

５ E-mailアドレス： 

 

 

６ 閲覧希望日時： 令和  年  月  日  時 

令和  年  月  日  時 

令和  年  月  日  時 

 

７ 閲覧者氏名： 

       ： 

       ： 

       ： 

 



【別紙６】 

 

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

機密保持誓約書 

 

「政府所有米麦情報管理システム更改に係る調達支援業務」に係る資料閲覧

に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開

示した情報（公知の情報等を除く。）を本調達の目的以外に使用又は第三者

に開示若しくは漏えいすることのないよう、必要な措置を講じます。 

 

２ 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。 

 

３ 本業務に係る調達の期間中及び終了後にかかわらず、守秘義務を負います。 

 

４ 上記１～３に反して、情報を本調達の目的以外に使用又は第三者に開示若

しくは漏えいした場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これに

より農林水産省が被った一切の損害を賠償します。また、その際には秘密保

持に関する農林水産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。 

 

令和  年  月  日 

 

住   所 

 

会 社 名 

 

代表者名                       

 



【別紙７】 
政府所有米麦情報管理システム更改に係る 

調達支援等業務質問票 
 
社 名 

 
 

 
住 所 

 
 

 
ＴＥＬ 

 
 

 
メール 

 
 

 
質問者 

 
 

 
質問に関連する文書名及び頁 
 
 
 
 
 
質問内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回答 
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