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７ 作業の実施体制・方法 

(１) 作業実施体制 

本業務における重要なステークホルダーを以下の図 11 及び表 5 に示す。必要に応じて、

以下のステークホルダーと連携できる体制を準備すること。 

 

 

図 11 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 5 本業務における組織等の役割 

№ 組織等 本業務における役割 

1 PMO(全体管理組織) ・ 当省の全体組織として、個別システムの統括的な管理

助言を行う。 

2 PJMO ・ eMAFF・MAFFアプリの管理組織として本業務の進捗等

を管理する。個別アドオン開発の所管部署は、当該開

発を管理する。 

3 MAFFクラウドCoE  ・ 担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及び

MAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。 

4 関係部署 ・ eMAFF・MAFFアプリを利用する関係部署として、適宜相

談に応じる。 

5 省外組織 ・ それぞれの組織が所管するシステムや制度とeMAFF・

MAFFアプリが連携できるよう、適宜、確認や相談に応じ

る。 

6 デジタル庁 ・ 省庁のデジタル化へ向けた方針や本業務推進にあたり

相談・指導・助言等を行う。 

7 農林水産省の基盤業

務システム 

・ 行政情報システム等とeMAFF・MAFFアプリが連携でき

るよう、適宜、確認や相談に応じる。 

8 業務全体管理者 ・ 本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定

の責任を持つ。 

・ 原則として、定例会議、重要又は緊急時の打合せには
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№ 組織等 本業務における役割 

必ず出席する。 

・ PJMOとの連絡窓口となり、各種調整を行う。 

9 設計開発管理者 ・ 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務の設計開発

を担う。 

・ 設計開発のチームリーダとして作業状況を管理する。 

・ システム全体のアーキテクチャ設計を監督し、システム

全体におけるアーキテクチャの整合性・統一性を確認す

るとともに、クラウドネイティブなアーキテクチャ設計を実

施する。 

・ 全体セキュリティ設計の監督、クラウドネイティブなセキ

ュリティ設計を実施する。 

10 設計開発作業担当者 ・ 設計開発管理者の管理の下、その指示に基づいて各

作業を実施する。 

・ 設計開発管理者と連携して、アーキテクチャ設計開発を

実施する。 

11 UI/UX改善管理者 ・ 設計開発管理者と連携を図りUI/UXの改善案について

担当部署と協議する。 

・ UI/UXチームのチームリーダとして作業状況を管理す

る。 

12 UI/UX改善作業担当者 ・ UI/UX改善管理者の管理の下、その指示に基づいて各

作業を実施する。 

13 個別アドオン開発 

管理者 

・ 個別アドオン開発のチームリーダとして作業状況を管理

する。 

14 個別アドオン開発 

作業担当者 

・ 個別アドオン開発管理者の管理の下、その指示に基づ

いて各作業を実施する。 

15 工程管理事業者 ・ eMAFF・MAFFアプリにおける開発業務の調達支援、工

程管理等を実施する。 

・ 関連するプロジェクトを横断的に把握し全体管理、調整

等を実施する。 

16 運用保守事業者 ・ eMAFF第2期開発業務、eMAFF第2期開発(拡充)業務、

及びeMAFF開発業務で開発したシステムの運用保守を

実施する。 

 

(２) 作業要員に求める資格等の要件 

本業務にあたるシステムエンジニアは、当省に対して問題解決に資する情報を的確かつ速

やかに提供できる技術力を有すること。 

アからキまでに示す者を配置することとし、同一要員の兼務は認めない。なお、同一要員が

全ての資格・実績を保有していない場合は、当省との協議により、同一チーム内の複数名で

資格・実績要件を満たすことを認める場合がある。また、設計開発に係る作業体制全体で「 

ク 設計開発の作業体制全体として満たすべき要件」を満たすこと。 

ア 業務全体管理者 
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 本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ者として以下

全要件を満たす者を配置することし、定例及び重要かつ緊急時の打合せには漏れ

なく参加すること。 

(ア) プロジェクト管理の経験を 5 年以上有し、標準ガイドラインを熟知しており、本業

務実施範囲について、EVM（Earned Value Management)を用いたプロジェクト管理

を行えること。 

(イ) ワークフローシステム又はインターネットを利用した eMAFF の設計開発業務につ

いて、直近 5 年以内にプロジェクト管理者レベルとして業務を実施し、適正に業務

を完了した実績を有すること。 

(ウ) ＰＭＰ (Project Management Professional)若しくは情報処理技術者(プロジェクトマ

ネージャ)のいずれかの資格を有すること。 

イ 設計開発管理者 

 業務全体管理者の指揮・総括の下で設計開発を担い、作業状況を管理するチー

ムリーダとして以下の全要件を満たす者を配置すること。 

(ア) 情報システム及びネットワークの技術的な検討、調整を行えること。 

(イ) IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の情報処理技術者試験の高度試験のう

ち、システムアーキテクト試験に合格した者であること。 

(ウ) 利用者数 1 万人以上のワークフローシステムの設計開発業務の実績を有するこ

と。 

ウ 設計開発作業担当者 

 設計開発管理者の下で各作業を実施する担当者として、情報システムの設計開

発業務又はネットワーク構築業務の経験年数を 2 年以上有する者を 2 名以上配置

すること。 

エ 個別アドオン開発管理者 

  業務全体管理者の指揮・総括の下で設計開発を担い、作業状況を管理するチー

ムリーダとして以下の全要件を満たす者を配置すること。 

(ア) 情報システム及びネットワークの技術的な検討、調整を行えること。 

(イ) IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の情報処理技術者試験の高度試験のう

ち、システムアーキテクト試験に合格した者であること。 

(ウ) 利用者数 1 万人以上のワークフローシステムの設計開発業務の実績を有するこ

と。 

オ 個別アドオン開発担当者 

 個別アドオン開発管理者の下で各作業を実施する担当者として、情報システムの

設計開発業務又はネットワーク構築業務の経験年数を 2 年以上有する者を 2 名以

上配置すること。 

カ UI/UX 改善管理者 



34 
 

 業務全体管理者の指揮・総括の下で UI/UX の改善を担い、作業状況を管理する

チームリーダとして以下の全てを満たす者を配置すること。 

(ア) 直近 5 年間に、業務管理者レベルの役職で、インターネット及びクラウドサービス

を利用するシステムの UI/UX 改善業務の実績を有すること。 

(イ) 大規模なオンライン申請システム（利用者 10 万人以上等）の UI/UX 改善業務の

実績を有すること。 

キ UI/UX 改善作業担当者 

 UI/UX 改善管理者の下で改善作業を実施する担当者として、UI/UX 改善の経験

年数を 2 年以上有する者を 1 名以上配置すること。 

ク 設計開発の作業体制全体として満たすべき要件 

(ア) 総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用した情報システムの設計開発、運用保守

の業務経験を有するメンバーを配置すること。 

(イ) 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群に関する知見等の情報セ

キュリティに関する知識や経験を有し、IPAの情報処理技術者試験の情報処理安

全確保支援士試験に合格又は同等の資格・知識を有するメンバーを配置するこ

と。 

(ウ) 標準ガイドラインに基づいた設計開発、調達支援又は工程管理支援の業務経験

を有するメンバーを配置すること。 

(エ) システムのユーザビリティに関する知識及び設計の実務経験を 3 年以上有するメ

ンバーを配置すること。 

設計開発管理者は、システム全体のアーキテクチャ設計を監督し、システム全体

におけるアーキテクチャの整合性・統一性を確認するとともに、クラウドネイティブ

なアーキテクチャ設計を行う。支援メンバーを含む作業体制全体として、クラウド

サービスに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスの認定技術者とし

ての上級資格[※1]を有するメンバーを配置すること。チームリーダ及び設計開発

担当者は、クラウドサービスに係る全ての技術領域において当該クラウドサービ

スの認定技術者としての中級資格[※2]を有すること。 

※1 例として、以下のような資格が挙げられる。 

 ・ AWS Solutions Architect Professional 

・ AWS DevOps Engineer 

・ Azure Solutions Architect Expert 

・ Azure DevOps Engineer 

※2 例として、以下のような資格が挙げられる。 

・ AWS Solutions Architect Associate 

・ AWS Developer 

・ Azure Developer 
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・ Azure Security Engineer 

また、設計開発管理者は、全体セキュリティ設計の監督、クラウドネイティブなセ

キュリティ設計を行う責任者として、情報処理安全確保支援士、CISSP、CISM 等

と同等のセキュリティに関する知識・能力を有する者を配置すること。 

(オ) 設計開発担当者は、設計開発責任者と連携する。また、採用するクラウドサービ

スに係る技術領域において当該クラウドサービスの認定技術者としての資格[※]、

又は同等の知識及び経験を有すること。 

※ 例として、以下のような資格が挙げられる。 

 ・ AWS 認定ソリューションアーキテクト-アソシエイトレベル試験 

 

(３) 作業場所 

ア 設計、開発の作業場所 

受注者が用意すること。設計開発実施計画書に作業場所を明記すること。 

イ 単体、結合及び総合テストの作業場所 

本テスト実施場所については担当部署と協議の上決定するが、原則、受注者が用

意すること。また、その際は、設計開発実施計画書にて作業場所に係る説明を担

当部署に行い承認を得ること。 

ウ 受入テストの作業場所 

受入テストについては、当省を拠点とする。 

エ 各種会議の開催場所 

各種会議については、当省を拠点とする。 

 

(４) 作業の管理に関する要領 

本業務受注者は、当省が承認した設計開発実施要領及び保守実施要領に基づき、作業に

係るコミュニケーション管理、体制管理、進捗管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題

管理、変更管理、情報セキュティ対策を行うこと。 

ア 設計開発作業の管理 

(ア) コミュニケーション管理 

 設計開発実施要領に基づき、関係者間のコミュニケーションの円滑化、認識相

違の防止を目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。 

a 設計開発実施要領の一部として、プロジェクト管理情報の作成、共有、蓄積等

のルールや本プロジェクトの意思決定プロセス等のコミュニケーション管理計

画を定義し、当省の承認を受けること。 

b 「４（７業務実施結果報告書の提出））に示す各会議体のアジェンダ、提示する

ドキュメントの種類、会議参加者、報告の締日、開催日等を定めることとし、そ

の内容について担当部署、工程管理事業者等と原則 3 日（行政機関の休日を
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除く。）前までに共有すること。 

c 会議に使用する資料は、原則 1 日（行政機関の休日を除く。）前までに事前送

付すること。 

d 本業務において作成する文書の種類別に配布先を定めること。 

e 会議終了後、3 日（行政機関の休日を除く。）以内に議事録を作成し、当省の

承認を得ること。 

f メール、電話等のコミュニケーションルールを定めること。電子データの授受に

ついて、効率的な情報共有を図る観点から、ファイル共有サービスやツール

の利用について、情報セキュリティ対策や将来的なデータの引継ぎについて

考慮の上で検討し、担当部署に提案すること。 

(イ) 体制管理 

 担当部署が承認した体制や要員計画について、原則として作業期間中の要員

の変更は認めないが、やむを得ず変更する場合は速やかに変更予定の体制図

を提出し、当省の承認を得るものとする。設計開発実施要領において、体制変更

におけるプロセスを規定すること。 

(ウ) 進捗管理 

 設計開発実施要領に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行う

ことを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。 

a プロジェクト管理の国際基準である PMBOK に準じた効率的なプロジェクト管

理を行うこと。 

b 本業務を実施するために必要な作業を整理し、レビュー、承認の期間及び関

係者等との協議期間を考慮して WBS を作成すること。WBS には作業項目を

付番し、体系的に管理すること。 

c WBS は、設計、開発、テスト等の管理単位で作業を階層化し、スケジュールや

作業の順序関係、マイルストーンとの関係に不整合が生じないように、タスク

を詳細化すること。タスクごとに作業内容、成果物、開始予定日、完了予定日、

開始条件及び終了条件を明確にすること。 

d タスクの詳細化は各工程開始前に実施し、具体的な進捗状況を把握可能な

単位まで詳細化すること。詳細化の目安として、 小のタスクを 5 日程度まで

詳細化すること。 

e タスク間の関係を整理し、作業のクリティカルパスを明示すること。 

f EVM を用いてスケジュール差異、工数差異等を定量的に管理・分析すること。 

g 定例会議等において、各タスクの進捗状況を担当部署に報告すること。 

h 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、担当者変更等の

体制の見直しを含む改善策を速やかに提示し、担当部署の承認を得た上で、

対策を実施すること。 
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(エ) 品質管理 

 各成果物の品質を管理し、成果物に求める品質水準に到達させることを目的と

し、以下に示す業務内容を実施すること。 

a 設計開発実施要領の一部として、品質管理計画の策定、成果物作成、本業

務受注者内のレビュー、当省のレビュー、品質分析、品質報告を含む一連

の品質管理プロセスを定義し、当省の承認を受けること。なお、品質管理計

画策定に係る計画段階、定常的な品質管理を行う実行段階、品質担保の

終的な確認を行う工程完了段階ごとに、品質管理プロセスを定義すること。 

b 品質管理担当者を含む品質管理体制を整備すること。 

c 成果物に対しては、以下に示す成果物品質等に関する品質に係る確認視

点を設けることとし、本業務受注者の開発方法論を加味し、定量的に品質を

可視化できるような品質管理指標を定めること。 

(a) 要件定義書及び各種設計書とテスト計画書の整合性・網羅性担保 

(b) 開発及びテスト実施におけるプログラム品質担保（アプリケーションプログ

ラムの開発を含む場合） 

(c) システム・データ移行における移行結果の網羅性担保 

(d) 教育関連の成果物と要件定義書及び各種設計書の整合性確保 

(e) 要件定義書及び各種設計書と保守に係る計画書等の整合性・網羅性担保 

d 納入成果物に対する本業務受注者内のレビューは、複数回（管理者と承認

者等が）実施すること。 

e 品質管理指標に基づく品質管理を行い、その状況を品質管理報告書により

報告すること。 

(オ) リスク管理 

各作業工程における目標の達成に対するリスクを 小限にすることを目的とし、

以下に示す業務内容を実施すること。 

a 技術的観点、財務的観点、進捗的観点、人為的観点、類似案件における経験

等により、プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、

発生確率及び影響度等を整理すること。また、発生確率及び影響度に基づき

リスク対応の優先度を決定し、それに応じた対策を行うこと。 

b 上記 a で整理した各内容について監視・評価し、その結果を報告すること。 

c リスクを顕在化させないための対応策(対応手順、体制等)を策定すること。特

に、優先度の高いリスクについては、その発生に備え、緊急対応時の体制、

計画を緊急対応時計画として具体化すること。 

d リスクが顕在化した場合には、プロジェクト全体管理者を中心として速やかに

その発生要因、根本原因及び影響度を分析し、問題解決のため必要な措置

を取ること。 
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(カ) 課題管理 

 プロジェクト遂行上、様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、

対策の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすることを目的とし、以下に示す

業務内容を実施すること。 

a 課題管理に当たり、課題内容、影響度、優先度、発生日、担当者、対応策、対

応状況、対応結果及び解決日等の内容を一元管理すること。その他必要と考

えられる項目についても、管理すること。 

b 担当部署と状況を共有するために、起票、検討、対応及び承認といった一連

のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。 

c 定例会議等において、担当部署に課題対応状況の報告を行うこと。 

d 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取組むこと。 

e 重大な課題が発生した場合には、あらかじめ定めたエスカレーション手続に従

って速やかに担当部署に報告し、対応策について協議すること。 

(キ) 変更管理 

 変更要求が発生した場合に変更点を明確にし、記録文書として残すことを目的

として、以下の点に留意して変更管理を実施すること。 

a 設計開発実施要領の一部として変更要求の発生、変更連絡票の起票、影響

分析、変更実施、変更結果の確認及び承認等の一連の変更管理プロセスを

定義し、当省の承認を受けること。 

b 設計確定後に明らかとなった変更要求について、その影響度及び重要度を分

析し、当省と協議の上で対応策を決定すること。 

c 変更要求の内容、影響度、重要度、対応策、対応時期、対応結果等を変更管

理表として取りまとめて管理し報告すること。 

d 文書・ソフトウェアの変更時においては、管理プロセスに従って、変更日、変更

内容、バージョン等の変更履歴を残し、関係者が常に 新の同一文書・ソフト

ウェアに基づいて作業を行うことができるようにすること。 

(ク) 貸出データ管理 

 設計、移行の調査等で、担当部署から設計図書、ログ及びその他のデータの借

用を行う場合には、貸出データ及びその目的を記載したデータ貸与及び消去報

告書を作成して担当部署の承認を得ること。また、貸出データについては管理台

帳を作成して管理するとともに、データの状況（調査中、返却済み、消去済み等）

について、毎月担当部署に報告すること。 

なお、返却又は消去については対応後、速やかに担当部署に報告すること。 
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８ 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 

ア 受注者は、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規

則」（平成 27 年農林水産省訓令第 4 号。以下「セキュリティ規則」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。なお、セキ

ュリティ規則は、「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、受注者は、統一

基準群の改定を踏まえてセキュリティ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。 

イ 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、作業を行うこと。 

ウ 本業務の受注者は、eMAFF を構成する機器等（ソフトウェア、クラウドサービス等を

含む。）の候補について、あらかじめ担当部署に提示すること。担当部署において、

当該機器等のサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合

には、代替品選定やリスク低減対策等、担当部署と迅速かつ密接に連携し、提案

の見直しを図ること。 

 

(２) 遵守する法令等 

本業務の実施において、民法、著作権法、不正アクセス禁止法、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等を遵守すること。また、当省の規程等を遵守する

こと。その際、当省と協議の上、必要な手続を実施すること。 

 

(３) 個人情報の取扱い 

ア 個人情報の取扱いに係る事項について当省と協議の上決定し、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) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責

任者等の管理体制 

(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

務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施

し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、当省

の了承を得た上で実施すること。 

ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実

施は必要 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・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確
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認し、その保証をすること。 

エ 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、

当該情報に含まれる氏名、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、直ちに被害の拡大を防止等の

ため必要な措置を講ずるとともに、担当職員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。 

カ 受注者は、当省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年 1

回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の

受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱

いに係る業務を再委託する場合は、受注者（必要に応じ当省）は、原則として年１

回以上の再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検

査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。 

 

(４) アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規定の遵守 

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脆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等、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、脆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等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等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。 

キ 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。 

ク 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関
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する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作

成及び提供を行うこと。 

 

(５) 標準ガイドラインの遵守 

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。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「ガイドライン解説書」という。）を参考とすること。なお、

標準ガイドライン及びガイドライン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。 

 

(６) 監査の実施 

本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に

評価するために、当省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、当省が定めた

実施内容（監査内容、対象範囲、実施者等）に基づく情報システム監査を受注者は受け入れ

ること。（当省が別途選定した事業者による監査を含む。） 

情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部

署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 
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９ 成果物の取扱いに関する事項 

(１) 知的財産権の帰属 

ア 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提案書にて権利譲渡不可能

と示されたもの以外は、全て当省に帰属するものとする。 

イ 当省は、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、

改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、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、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時や、複製等により当省がその

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時

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。 

ウ 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当省の承認を得ることとし、当省は、

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。なお、本仕様

に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら

当省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、当省は係る紛争等の事実を知った時は、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。 

エ 本調達に係るプログラムに関する権利（著作権法第 21 条から第 28 条までに定め

る全ての権利を含む。）及び成果物の所有権は、当省から受注者に対価が完済さ

れた時受注者から当省に移転するものとする。 

オ 受注者は当省に対し、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。 

カ 受注者は使用する画像、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) 契約不適合責任 

ア 当省は検収完了後、成果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、当省が追完の方法についても請求した場合で
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あって、当省に不相当な負担を課するものでないと認められる時は、受注者は当

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。 

イ 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。 

ウ 当省は、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。 

エ 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時は、当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。 

オ 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

年以内に当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。ただし、

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

かった時、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時に

はこの限りでない。 

カ 前各号の規定は、契約不適合が当省の提供した資料等又は当省の与えた指示に

よって生じた時は適用しないこと。ただし、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時はこの限りでない。 

 

(３) 検収 

ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに当省に内容の説明を実

施して検収を受けること。 

イ 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、変更点について当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。 
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１０ 入札参加資格に関する事項 

(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者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

イ 令和 4・5・6 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」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) 実績等 

応札者は、本調達の実績以前 5 年以内に、クライアント端末が 3,000 台以上を有し、かつ、

全国規模の情報ネットワークシステムの設計、開発、運用保守を行った実績を複数有するも

のであること。ただし、実績があったとしても、情報システムの受注者から委託、委任、代理

又は下請けされたものである場合は、ここでいう実績には含まれない。 

 

(３) 公的な資格や認証等の取得 

ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

(ア) 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、業務を遂行する組織が有

しており、認証が有効であること。 

(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステム

を有している事業者であること（管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、

品質管理手順規定等を提示すること。）。 

イ 応札者は、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」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の

認証を有しており、認証が有効であること。 

(イ) 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けている

か、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 

(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

定された事業者であること。 

 

(４) 複数事業者による共同入札 

ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に

責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札

を行うこと。 

イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結

し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事
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業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者

間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含め

ること。 

ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札へ

の参加を行っていないこと。 

エ 共同事業体の代表者は入札参加資格の全て、共同事業体の構成員は入札参加

資格のうち全省庁統一資格における格付以外のものを満たすこと。 

オ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要

件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成す

る事業者のいずれかにおいて満たすこと。 

 

(５) 入札制限 

ア 本業務を直接担当する当省 IT テクニカルアドバイザー（旧当省 CIO 補佐官に相

当）、当省全体管理組織（PMO）支援スタッフ及び当省 高情報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請負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。 

イ 「２（３）調達案件間の入札制限」に示す調達案件間の入札制限。 
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１１ 再委託に関する事項 

(１) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

ア 受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 

イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはで

きない。 

ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

オ 再委託を行う場合、再委託先が「１０（５）入札制限」に示す要件に該当しないこと。 

(２) 承認手続 

ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あ

らかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範

囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書

を当省に提出し、あらかじめ承認を受けること。 

イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再

委託に関する書面を当省に提出し、承認を受けること。 

ウ 再委託の相手方が更に委託を行う等複数の段階で再委託が行われる場合（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。 

(３) 再委託先の契約違反等 

再委託先において、本調達仕様書の遵守事項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、当省は、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。 
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１２ その他特記事項 

(１) 入札公告期間中の資料閲覧等 

本業務の実施に当たり参考となる資料については、当省内にて閲覧可能とする。なお、資

料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。 

ア 資料閲覧場所 

資料閲覧場所は当省（東京都千代田区霞が関 1-2-1）とし、会場となる部屋は担当

部署から別途連絡する。 

イ 閲覧期間及び時間 

(ア) 公告日から 2023 年 3 月 6 日まで 

(イ) 行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。（12 時から 13 時を除く。） 

ウ 閲覧手続 

大 5 名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙 3「閲覧

申請書」に記載の上、閲覧希望日の 3 日（行政機関の休日を含まない。）前までに提

出すること。また、閲覧日当日までに別紙 4「機密保持誓約書」に記載の上、当省大臣

官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チームに提出すること。 

エ 閲覧時の注意 

閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、

本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。 

オ 連絡先 

当省大臣官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チーム 

電話 03－3502－8438 

メールアドレス e@maff.go.jp 

カ 事業者が閲覧できる資料 

閲覧に供する資料の例を次に示す。 

(ア) プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領 

(イ) プロジェクト標準（標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等） 

(ウ) eMAFF に係る開発業務、及び運用保守業務の成果物（2021 年度、2022 年度の

成果物） 

※2022 年度の成果物については、本公告時点までに納品された成果物を閲覧

対象とする。 

(エ) MAFF アプリの成果物 

(オ) 過去の検討資料等 

(カ) 遵守すべき各府省独自の規定類 

a 当省における情報セキュリティの確保に関する規則 

b 当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 
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(２) その他 

本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先す

る。本仕様書について疑義等がある場合は、別紙 5「質問書」により質問すること。なお、質

問に対する回答は適宜行うこととする。 

 

別紙 1  eMAFF 開発業務要件定義書（案） 

別紙 2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

別紙 3 資料閲覧申請書 

別紙 4 機密保持誓約書 

別紙 5 質問書 

別紙 6 個別アドオンに係る要件一覧 

以 上 



別紙１ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

eMAFF 開発業務要件定義書（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産省 



    
 

1 
 
 
 

目次 
1. 業務要件 ............................................................................................................................ 2 

1.1. 業務実施手順に関する事項 ................................................................................................ 2 
1.2. 申請方法のパターン ............................................................................................................ 3 
1.3. 時期・時間に関する事項 ...................................................................................................... 3 

2. システム方式要件 ............................................................................................................... 4 
2.1. 目的 .................................................................................................................................... 4 
2.2. 前提事項 ............................................................................................................................. 4 
2.3. システム全体方針 ............................................................................................................... 6 
2.4. システム構成案 ................................................................................................................... 7 
2.5. システム稼働環境 ............................................................................................................. 11 

3. 機能要件の定義 ............................................................................................................... 13 

3.1. 機能に関する事項 ............................................................................................................. 13 
3.2. 画面に関する事項 ............................................................................................................. 13 
3.3. 帳票・ファイルに関する事項 ............................................................................................... 13 
3.4. 情報・データに関する事項 ................................................................................................. 13 
3.5. 外部インターフェースに関する事項 .................................................................................... 13 

4. 非機能要件の定義............................................................................................................ 14 

4.1. ユーザビリティ・アクセシビリティに関する事項 .................................................................... 14 
4.2. システム方式に関する事項................................................................................................ 16 
4.3. 規模に関する事項 ............................................................................................................. 16 
4.4. 性能に関する事項 ............................................................................................................. 18 
4.5. 信頼性に関する事項 ......................................................................................................... 19 
4.6. 拡張性に関する事項 ......................................................................................................... 20 
4.7. 上位互換性に関する事項 .................................................................................................. 21 
4.8. 中立性に関する事項 ......................................................................................................... 21 
4.9. 継続性に関する事項 ......................................................................................................... 22 
4.10. 情報セキュリティに関する事項 ........................................................................................... 22 
4.11. 情報システム稼働環境に関する事項 ................................................................................. 26 
4.12. テストに関する事項 ........................................................................................................... 27 
4.13. 移行に関する事項 ............................................................................................................. 28 
4.14. 引継ぎに関する事項 .......................................................................................................... 28 

 

＜付属書・参考資料＞ 
付属書①_機能一覧 

付属書②_システム化業務フロー 

付属書③_画面一覧 

付属書④_帳票・ファイル一覧 

付属書⑤_情報・データ一覧 

付属書⑥_外部インターフェース一覧 

別添 農林水産省クラウド利用ガイドライン 

  



    
 

2 
 
 
 

1. 業務要件 
1.1. 業務実施手順に関する事項 
（１） 業務の範囲 
農林水産省（以下、「当省」という。）共通申請サービス（以下、「eMAFF」という。）令和 5 年度開発作業

は、共通申請プラットフォームと各基盤等の機能拡充となる。本業務では、eMAFFを利用し、職員実装に

より制度、手続毎に申請の電子化を行い、申請・審査を実施する。eMAFF における対象業務範囲及び

対象業務一覧を、以下に示す。 
 

【eMAFF における対象業務範囲】 

 
 
 

【eMAFF における対象業務一覧】 

担当名 制度名 業務名 付属書参照先 

農林水産省共通 共通申請業務 1-1.アカウント管理 ・付属書①_機能一覧 

・付属書②_システム化業務フロー 

・付属書③_画面一覧 

・付属書④_帳票・ファイル一覧 

・付属書⑤_情報・データ一覧 

・付属書⑥_外部インターフェース一覧 

1-2.申請、審査、通

知 

1-3.職員実装 

1-4.集計 

1-5.お知らせ 

1-6.問い合わせ 

1-7.ログ管理 

1-8.ポータル管理 

1-9.マスタ管理 

1-10.台帳管理 
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1.2. 申請方法のパターン 
eMAFF にて対応する電子申請の方法は大別して以下 5 つのパターンに分類される。 

① 申請者本人による申請 
申請者本人が PC 等により電子申請を行う 

 
② グループによる申請 

複数の経営体を構成員としてグループを構成して、そのグループで提出(電子申請)を行う 
 

③ 申請支援組織等による申請（機関的代理申請） 
申請者から代理申請の権限を付与された農業協同組合や民間の支援センター等の代理申請

組織の職員が、申請者の意思（紙による申請書等）を確認し、代わりに申請情報の入力及び

提出(電子申請)を行う 

 

④ 申請代行者(行政書士等)による申請(個別的代理申請) 

申請者から委任を受けた行政書士等の申請代行者が、申請者に代わって申請情報を入力し

て、提出(電子申請)を行う 

 

⑤ 審査機関の職員による申請(自組織名義の申請) 

審査機関の職員が自組織名義で申請情報を入力して、提出(電子申請)を行う 

 

 
1.3. 時期・時間に関する事項 
（１） 本業務の時期・時間 

eMAFF で行う業務は、夜間等でのメンテナンスによる一時停止を除き、原則 24 時間 365 日サービ

ス提供できることとする。 
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2. システム方式要件 
2.1. 目的 

システム方式要件は、本システム（共通申請プラットフォーム及び付随する基盤、サービスを指す）全

体の概要、及び本システムに求められる全体方針を整理、定義したものであり、設計工程において、物

理的な構成等とともに、詳細化されるものとする。 
 

2.2. 前提事項 
（１） 本システムの利用環境 

本システムは、農林水産業に従事する申請者又は、グループの申請者、自治体の職員、農林水産

省（林野庁及び水産庁を含む。）の職員等、複数の種類のユーザが複数の環境から利用することを前提

とする。 
そのため、本システムを利用する端末やブラウザについては Windows OS、macOS における

Edge Chrome、Firefox 及び Android、iOS の Chrome、Safari の調達時点の最新バージョンに対応

することとするが、詳細なバージョンやブラウザに制限が存在する場合は設計時に農林水産省に確認の

上決定すること。 
また、ユーザと各ユーザが使用するネットワーク環境は以下のとおり。 

 

 
※1:自治体職員が用いる端末は、LGWAN のみに接続できる端末、インターネットのみに接続できる端

末、LGWAN 端末であるが VDI 上でインターネット接続できる端末が存在する。 
※2:運用保守担当者が、eMAFF が稼働するサーバに接続する際は、閉域網を通じて接続するものとす

る。 
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（２） 各ネットワークの特徴 
(ア) LGWAN 

総合行政ネットワーク（LGWAN）は、地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク

であり、インターネットとは分離されている。自治体で職員が利用している端末は LGWAN 専用端

末が多いことから、本システムのうち共通申請プラットフォームは LGWAN に接続している端末で

も利用することを前提とする。共通申請プラットフォーム以外の構成基盤、サービスで LGWAN で

の利用に制限がある場合は、予め農林水産省と協議を行うこと。本システムでは LGWAN に接続

している端末とインターネットに接続する端末の双方から利用することとなる。 
本要件を実現するため、LGWAN 上にシステムを構築・接続する場合は LGWAN-ASP の規程

類（https://www.j-lis.go.jp/lgwan/asp/regulation/cms_15763841.html）に準拠する必要があり、

本システムの構成にも規程・制約が発生するものである。本システムの実現において当該規程に

準拠することをシステム方式の前提とする。 
なお、LGWAN は自治体単位で帯域が確保されているのではなく、都道府県等の一定の地域

で帯域が設定されているため、本システムの実現において LGWAN を利用する場合は各自治体

の帯域を踏まえて非機能要件の実現性を確保した設計とすること。 
 

(イ) LGWAN 接続の制約 
前述の LGWAN に接続するシステムを構築する場合、C-7-1 総合行政ネットワーク ASP ガイ

ドライン 「4.3.1 閉域性の確保」等に示されている構成をとる必要があり、全体方式に影響を及ぼす。

本システムの実現方法として、SaaS や IaaS のクラウドを活用とする方法やデータセンターにサー

バ機器などを構築するオンプレミスの方法など、複数の実現方式を検討することができるが、どの

方法であっても LGWAN の規定や各種要件の内容に準拠することを前提とする。 
 

(ウ) 農林水産省統合ネットワーク 
農林水産省統合ネットワークとは、農林水産省の内部のイントラネットを示す。 
農林水産省統合ネットワークはインターネットにも接続しており、LGWAN とも政府共通ネットワ

ークを経由してアクセスすることが可能であるが、政府共通ネットワークは複数のシステム等が共

用して利用しているネットワークであることから、本システムの通信が政府共通ネットワークの帯域

を占有するような利用の仕方は許容されない。政府共通ネットワーク接続は 200Mbps、インターネ

ット接続は 1Gbps の通信帯域であること及び他業務と共用する通信回線であることを踏まえて、事

前の調整やテストなどを実施すること。なお、沖縄総合事務局は、内閣府のネットワークを利用して

いる。 
 

(エ) ガバメントソリューションサービス 
デジタル庁が提供するガバメントソリューションサービス（以下、「GSS」という。）は、COVID-19

等による今般の環境変化や社会を取り巻く共通課題をはじめ、政府が抱える現状の課題解決を目

的としたサービスとして整備及び提供するものである。2022 年度から 2023 年度にかけて、従前の

農林水産省統合ネットワークから段階的に移行される。当省においては 2022 年 10 月から 2023
年 4 月を移行期間とし、地方組織においては 2023 年 4 月から 2023 年 10 月を移行期間とする。

移行後は、GSS に接続された端末からは、GSS を経由してインターネットへ接続される。なお、移

行に際しては、デジタル庁と適宜情報共有し認識を合わせ、円滑に進めること。 
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2.3. システム全体方針 
本システムの全体方針として、以下の点に留意し、設計を進める。 

 
（１） 汎用ソフトウェアの活用 
可能な限り汎用ソフトウェアの活用を図り、低コストでかつ効率的にシステム化を行う。 

 
（２） パブリッククラウドの活用 
本紙で示す eMAFFの要件を満たす構成として、パブリッククラウドをプラットフォームとし、SaaSやそ

の他 PaaS/IaaS 等を必要に応じて組み合わせることを可とする。その際には、手続等の追加やシステ

ム利用の増加等に応じて、柔軟にリソース等を調整し、構築・運用コストを最適化できること。 
 
（３） Ｗｅｂ対応のアプリケーション 
本システムの実現方式は Web 対応のアプリケーションとし、JAVA アプレット等の端末に対して実行

環境のインストールを必要とする仕組みは原則として使用しないものとする。 
 
（４） 開発容易性の実現 

eMAFF は、今後対象となる手続が追加となった場合や既存の手続が変更となった場合においても、

可能な限り複雑な開発を行わずに、画面レイアウトの作成や申請経路の設定変更レベルの作業につい

ては職員でも対応できるような開発容易性を求める。 
eMAFF の対象となる手続は原則としてBPR を行い、汎用的な機能で業務が行えることを前提とする

ことで、上記の開発容易性の範囲で手続の追加を行うこととする。一方、業務の特殊性等により汎用的

な機能ではカバーしきれない範囲は開発を行うということを前提として設計を行うこと。 
 
（５） 開発生産性及び保守性向上 
開発生産性及び保守性向上のため、画面、業務ロジック、データアクセスを極力疎結合な構造とし、

各々の変更における影響範囲を極小化するとともに、運用保守費用が肥大化しないような開発方策等

の選定に努めること。 
開発生産性向上のため、遷移制御、トランザクション制御、ログ出力等の業務処理とは直接関係のな

い機能を共通機能として実現する。 
 
（６） MAFF アプリの活用 

MAFF アプリでは、申請者等に対しての各種制度、手続に関するお知らせ等の通知を行っている。申

請者等のスマートフォンにインストールされた MAFF アプリについては、eMAFF との連携が行われること

を前提とし、開発を行うこと。なお、MAFF アプリに係る詳細な要件に関しては、設計工程において当省と

協議の上、具体化されるものとする。 
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