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図 8 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、実施時期等 
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図 9 行政手続等のオンライン化に係るプロジェクト間の関係等 

 

(３) 調達案件間の入札制限 

相互牽制の観点から表 3 に示す事業者について相互に入札制限の対象とする。 

 

表 3 入札制限 

No 調達案件名（仮称） 入札制限対象となる事業者 

1 eMAFF 開発業務の工程管理等に係

るコンサルティング業務 

 

「令和 5 年度運用保守等業務」の受注者 

2 令和 5 年度運用保守等業務 ①「eMAFF 開発業務の工程管理等に係る

コンサルティング業務」の受注者 

②「eMAFF 第 2 期開発(拡充)業務の工程

管理等に係るコンサルティング業務」の受

注者 
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３ 情報システムに求める要件 

本業務の対象であるシステム運用保守に係る業務については、別紙 1「令和 5 年度運用保

守等業務要件定義書」を参照すること。各個別アドオンに係る業務については、別紙 8「個別

アドオンに係る要件一覧」で定義する要件を満たすこと。 

特に本業務においては、eMAFF を利用する行政手続等の段階的増加に対応した柔軟なリ

ソース追加、開発容易性の確保、申請情報を保有するためのセキュリティ水準の維持・向上

等を念頭に、政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針

（2022 年 9 月 30 日 デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「クラウド利用方針」という。）

を踏まえて、システム基盤としてパブリッククラウドを活用する。 

このため、以下の観点等に留意してシステム構築を実施すること。 

（１） 運用の効率化やセキュリティ対策の高度化等を目的とし、新規サービスの提供や設定

変更が継続的に行われることを想定し、環境の変化に継続的に対応すること。 

（２） リファレンスアーキテクチャを提供している現在利用中のパブリッククラウドを中心に、

MAFF クラウドでの採用実績、ガバメントクラウドでの採用実績を考慮したパブリックク

ラウド選定をすること。また、その活用による効率的な設計開発を行うこと。 

（３） 保守の困難化につながる独自実装は 小化し、可能な限り広く利用されている技術や

製品を検討すること。 

（４） インフラ構築・運用保守等の手作業は可能な限り自動化すること。 

（５） 運用状況やクラウドサービス利用料が逐次可視化されるため、それを確認し、定期的

に 適化の取り組みを行うこと。 

（６） 設計段階から実環境を利用した検証を行えるため、その特性を活かした設計方法を採

用すること。 

（７） 多岐にわたる分野で提供される多様なマネージドサービスを活用し、コストの削減を図

ること。 

（８） 新たなクラウドサービスを選定する場合は、原則、政府情報システムのためのセキュリ

ティ評価制度 ISMAP（ Information system Security Management and Assessment 

Program) のクラウドサービスリストより選定すること。 
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４ 業務の実施内容 

(１) 共通要件 

ア 本業務を実施するに当たっては、当省及び関連事業者 2（2）に記載の関連調達案

件の受注者及び行政情報システム等の運用管理・保守事業者）との連携を十分に

行うこと。本業務の実施に当たり、調査・設計変更等の依頼事項が生じた場合は、

担当部署と協議し、原則本業務受注者の負担において行うこと。 

イ 品質管理担当者を中心に本業務受注者内でレビューを実施するとともに、当省か

らのレビュー指摘を受けた場合は修正を実施すること。 

ウ 本業務は、当省の管理の下、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議に基づ

き実施すること。 

エ 本業務実施においては、別の調達で決定する工程管理事業者と密に情報の連携ｓ

を行い、業務を実施すること。 

オ フェールソフト（障害発生時に、早期に原因を特定し縮退運転で動作させ続ける考

え方）を念頭に既存の環境において、継続性を優先した開発設計及び保守・運用

設計に努めること。また、フェールソフトの実施にあたり費用を伴う大幅な変更が必

要な場合、取り纏めの上改善へ向けた提案を行うこと。 

カ 農林水産省は、2023 年度に農林水産省統合ネットワークを GSS に移行する予定

である。当該 GSS についてはデジタル庁において検討されており、詳細について

順次検討が進められているところ、担当部署の求めに応じ、移行に必要な情報提

供、質疑応答、移行計画書の作成、移行に伴う設定、関係書類の更新、移行リハ

ーサルの実施等、GSS 移行に必要な作業を行うこと。 

キ 不測の事態等が発生した場合は、既存の利用する環境を活用し、実情に合わせて

柔軟に対応すること。利用する環境については、別紙 1「令和 5 年度運用保守等業

務要件定義書」を参照すること。 

ク 本業務の実施内容において、eMAFF 地図と連携する部分については eMAFF 地図

側と協議の上決定すること。また、マニュアル等において、eMAFF 地図との連携部

分で更新が必要となる場合は、eMAFF 地図と連携を取って更新すること。 

 

(２) システム運用保守に係る要件 

2019 年度から 2022 年度までの 4 か年をかけて構築された eMAFF（開発された個別アドオ

ンも含む）、関連基盤（IdP 認証基盤、チャット基盤等）及び MAFF アプリ等のシステム運用保

守を実施すること。運用保守対象の個別アドオンについては、別紙 7「個別アドオン開発一覧」

を参照とすること。また、開発業務で開発する機能については、別紙 1「令和 5 年度運用保守

等業務要件定義書」に基づき 2024 年 1 月からシステム運用保守を実施すること。 

また、先行的にオンライン申請を実施して分かった課題、改善点等を踏まえて機能改修を

行った場合には、適宜、運用保守の見直しが必要となる。 
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 受注者は、これらのことに留意して、以下のアからコを実施すること。 

ア 前運用保守事業者からの引継ぎ 

受注者は、前運用保守事業者と協業して引継計画書を作成し、担当部署の承認

を得ること。運用保守の引継ぎにおいては、eMAFF 利用者へのサービス低下等が

発生しないように実施すること。引継の状況については、進捗を管理し定期的に当

省に進捗報告を実施し、引継完了後は引継結果報告書を前運用保守事業者と協

議し作成し、担当部署に提出すること。 

引継期間は概ね 3 か月以内を想定しており、以下のイ～エの作業終了後に引き

継がれた事項については、適宜、運用実施要領及び保守実施要領に反映させるこ

と。 

受注者は、前運用保守事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システ

ムの引継ぎを受け、アカウント（Azure の場合は CSP ライセンスの契約）の契約の

移管を行い、環境を維持すること。 

イ 運用計画書及び保守計画書の案の作成 

受注者は、定常時における月次の作業内容、想定スケジュール、障害発生時に

想定される対応等を取りまとめた運用計画書及び保守計画書の案を作成し、担当

部署の承認を得ること。 

運用計画書の案には運用体制、運用ツールを記載し、保守計画書の案には保守

と契約不適合責任の範囲内で実施する作業分担を明確にすること。 

また、eMAFF と関連する他システムの運用保守事業者等との作業分担、実施手

順等を整理すること。 

記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（以下「標準ガイドライン」

という。）「第 3 編第 9 章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものと

する。 

ウ 運用計画書及び保守計画書の確定作業の支援 

受注者は、担当部署が eMAFF の運用計画書及び保守計画書を確定するための

支援として、技術的知見や過去の業務実績に基づくアドバイスを行うこと。 

エ 運用実施要領及び保守実施要領の作成 

受注者は、運用計画書等と整合性を確保しつつ運用実施要領を作成、また、運

用実施要領、保守計画書等と整合性を確保しつつ保守実施要領を作成し、それぞ

れ担当部署の承認を得ること。 

各要領には原則として（ア）から（ク）の事項について記載すること。 

(ア) コミュニケーション管理 

(イ) 体制管理 

(ウ) 作業管理 

(エ) リスク管理 
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(オ) 課題管理 

(カ) システム構成管理 

(キ) 変更管理 

(ク) 情報セキュリティ対策 

オ 運用保守業務の実施 

受注者は、2019 年度から 2022 年度までの 4 か年をかけて構築された eMAFF、

関連基盤（IdP 認証基盤、チャット基盤等）及び MAFF アプリのシステム運用保守を

実施すること。eMAFF 開発業務で開発する機能については、運用計画書及び保守

計画書に基づき 2024 年 1 月からシステム運用保守を実施すること。eMAFF 開発

で新規に構築する基盤については、eMAFF 開発業務で基盤が整備された後に運

用保守を開始すること。MAFF クラウドを利用する API 連携ハブについては、MAFF

クラウドを継続して利用すること。受注者は、クラウドサービスの利用実績について、

利用明細書の写し及びそれらを一覧表にとりまとめ、半年分と 1 年分を年に 2 回発

注者に提出すること。また、担当部署の求めに応じ、クラウド構成を適切に見直す

ための資料（AWS Cost Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR、Azure Cost 

Management 等の出力結果）を提出すること。 

拡張 DB により制約を超えたデータ連携や大容量のデータの格納や蓄積が可能

となり、現在は拡張 DB によりバックアップ・リカバリ機能と申請データ等の台帳機

能を実現している。今後のデータ利活用に向けて、データクレンジング、コード整備

等運用保守を実施すること。 

MAFF クラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及び MAFF クラウド

CoE と協議の上、作業を進めること。 

また、利用するクラウドサービスの機能やマネージドサービスを活用して、運用の

可視化や自動化を図ること。SaaS 等、クラウドサービス側で運用保守が提供され

ている場合には、以下の（ア）及び（イ）と同等の要件を満たしているかを確認し、サ

ービスレベルを維持すること。 

(ア) 定常時対応 

a 受注者は、以下を例とする定常時の運用業務及び保守作業を実施する

こと。 

（a） 運用業務 

① 監視作業（死活監視、稼働状況監視、ネットワーク監視、性能

監視、セキュリティ監視、ログ管理、データ監視、不正行為抑止

を目的とした監視） 

② 情報システム維持作業（データ一括処理、データクリーニング、

バックアップ管理、計画停止、データ維持管理、情報資産管理、

システム構成管理、情報システムの変更要求管理、アクセス管
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理、情報システムの設定変更、業務運用支援、監査対応、マル

ウェア検知、大規模災害時対応、アプリケーションプログラムリ

リース、ソフトウェア製品リリース、ハードウェアリリース） 

③ 利用者サポート業務（ヘルプデスク、コールセンター、利用者教

育支援、定型的変更への対応） 

④ データ収集及び報告（月次定期報告） 

（b）  保守業務 

① アプリケーション保守（プログラムの不具合の報告・連絡の受付、

バージョンアップに伴う対応（影響分析、修正等）、クラウドサー

ビスのリリースに伴う対応（影響分析、修正等）、データ移行等

ツール） 

② ソフトウェア製品保守（技術情報管理、アップデートファイル・セ

キュリティパッチ等の提供） 

③ ハードウェア保守（定期点検、予防保守、保守部品提供・交換、

ファームウェア等保守）ただし、本事業で提供するハードウェア

が存在する場合のみとする 

④ システム監査対応（ヒアリング対応、情報提供） 

⑤ データ収集及び報告（月次定期報告） 

b 受注者は、運用保守の作業単位ごとに作業内容、回数、工数等の作業

実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況

（情報セキュリティ監視状況を含む。）、情報システムの定期点検状況、

情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・

対応状況について月次で運用業務報告書及び保守業務報告書、年度末

に運用実績報告書及び保守実績報告書を取りまとめること。 

c 受注者は、月間の運用保守作業実績を評価し、達成状況が目標に満た

ない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対

応策を提案すること。 

d 受注者は、運用保守作業報告書の内容について、月例の定期運用保守

作業会議を開催し、その内容を報告すること。 

e 受注者は、年度末までに、年間の運用保守実績を取りまとめるとともに、

必要に応じて運用保守作業計画、運用保守実施要領に対する改善提案

を行うこと。なお、上記の改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運

用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有

型のクラウド運用サービスの活用についても検討し整理することとする。 

f 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新

を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、
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更新した資料は、担当部署へ提出すること。 

g 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の

構成に変更が生じる場合には、担当部署にその旨を報告し、変更後の環

境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。 

h 受注者は、MAFF アプリの OS（Android 及び iOS）のバージョンアップに伴

い、開発言語及び環境に更新が生じた時又は運用に伴う軽微な対応が

必要となった時は、これに対応すること。 

i 受注者は、当省が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するに

あたり、情報提供等の支援を行うこと。 

j 災害等の発生に備え、 低年 1 回は事前訓練を実施すること。 

(イ) 障害発生時対応 

a 受注者は、eMAFF 及び関連する基盤の障害発生時又は発生が予測され

た際、速やかに担当部署に報告するとともに、その緊急度及び影響度を

判断し、以下を例とする障害発生時の運用業務及び保守作業を実施す

ること。なお、障害には情報セキュリティインシデントを含めるものとする。

また、クラウドのオートヒーリング機能を利用する等、迅速な障害回復に

努めること。 

（a） 運用業務 

情報システム維持作業（インシデント管理、障害復旧対応、アプリケ

ーションプログラムリリース、ソフトウェア製品リリース、ハードウェア

リリース、バックアップからの復旧） 

（b） 保守業務 

① アプリケーションプログラム保守（不具合対応） 

② ソフトウェア製品保守（不具合対応） 

③ ハードウェア保守（不具合対応） 

b 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析（発生原因、影響度、

過去の発生実績、再発可能性等）を行い、障害報告書と合わせて同様の

事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応

策を提案すること。 

c 受注者は、大規模災害等の発災時には、担当部署の指示を受けて、担

当部署が提示する情報システム運用継続計画に基づく運用保守作業業

務を実施すること。 

カ MAFF アプリの運用保守の実施 

受注者は、MAFF アプリの定常的な運用保守については eMAFF と同レベルとし、

運用保守のそれぞれの作業概要は要件定義書のとおりとする。 

キ UI/UX の改善 
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受注者は eMAFF の利用者拡大を図るべく、UI/UX の専任チーム（2 名以上）を組

成し、設計開発管理者及び運用保守管理者と連携を図りながら定期的に UI/UX の

改善を行うこと。改善後、速やかに「UI/UX 改善報告書」を提出すること。大規模な

開発が必要な場合は、整理して開発事業者へ連携すること。 

専任チームが eMAFF のオペレーションについて、設計開始時までに利用者目線

でジャーニーの定義を設定し、リリースタイミングで当該定義に基づいてウォークス

ルーを実施し、検討した改善案について担当部署と協議すること。また、利用者の

円滑なオンボーディングのため Web サイト解析ツールによる利用者の行動特性の

分析、利用者とのタッチポイントの拡充、効果的な拡大方法等システム面で検討を

行う。必要に応じて設計書・マニュアルの修正を行い、担当部署の承認を得ること。

担当者と協議の上、eMAFFに関するブランドデザインの浸透へ向けた支援を行うこ

と。 

ク 情報システム運用継続計画の更新支援 

受注者は、担当部署が情報システム運用継続計画を更新するに当たり、eMAFF

及び MAFF アプリの問題発生時に求められる必要 低限の機能、目標復旧時間

等に関する資料提供等の支援を行うこと。 

その際、資料提供の支援については、eMAFF 及び MAFF アプリのシステムプロフ

ァイルのレベルと同一レベルとなるように留意すること。 

ケ 次運用保守事業者への引継ぎ 

受注者は、eMAFF の次運用保守事業者に対して円滑に引き継ぎができるよう、

作業経緯、設計開発の設計書、運用設計書、操作手順書、残存課題等に関する情

報提供を含む引継書を作成しておくこと。引継ぎ後、次期運用業務が軌道に乗るま

での間、概ね 3 か月程度は問い合わせに真摯に対応すること。 

本業務で開発したテスト等に利用したツール等は、効率的な運用保守のために

継続して利用する想定であることから、当省及び次期運行業務の実施事業者が利

用できるように引継ぐこと。 

受注者は、当省が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおけ

る要件定義支援事業者及び設計開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に

関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 

受注者は、次運用保守事業者にパブリッククラウド上に構築された情報システム

の引継ぎを行い、アカウント（Azure の場合は CSP ライセンスの契約）の契約を移

管すること。 

コ 契約期間終了後の措置 

(ア) 撤去・搬出作業 

eMAFF 及び MAFF アプリはクラウド基盤上に構築されていることから、基本的

に設置機器等の撤去・搬出作業は想定していないが物理的な機器がある場合
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は確認の上、撤去・搬出を実施する。また、利用しているクラウドサービスは次

期運用業務において引き続き利用できる条件とすること。本調達の契約期間終

了後も継続して当省がクラウドサービスを利用可能となるよう必要な措置をする

こと。 

コールセンターについては、担当部署の指示に従い、機材等の撤去作業を行

うこと。 

(イ) データ引継業務 

受注者は、本業務において作成した全てのデータを担当部署の求めに応じて

提出すること。また、引継情報が漏洩しないよう、厳重に情報セキュリティ管理

を行うこと。 

(ウ) データ消去作業 

受注者は、本業務の 終納品後、本業務に使用した受注者が所有する端末

及びデータ記憶媒体等に保管されている当省に関する情報が一切流出するこ

とがないよう、速やかに受注者の負担と責任において物理破壊又はデータ抹消

による機器内のデータ消去を行うこと。 

データ消去は、政府機関統一基準適用個別マニュアル群の「府省庁支給以外

の情報システムによる情報処理の手順書 PC 編策定手引書」別表 1 に記載され

ているいずれかのデータ上書き方式で行うこと。なお、対象となる機器について、

個人情報又は機密性3情報が含まれる場合は、米国国家安全保障局（NSA）方

式又は米国国防省（DoD5220.22-M）方式で消去の上、完了した旨を示す、デー

タ消去完了報告書を提示すること。また、物理破壊については、破壊前後の写

真及び物理破壊が完了した旨を示す、データ消去完了報告書を提示すること。 

なお、クラウドサービスについては ISMAP で規定された方法でデータが消去さ

れていること、それが正しく運用されているか第三者による監査により証明され

ていること。 

 

(３) 個別アドオンに係る要件 

受注者は運用保守を実施する中で見つかった改善点等を踏まえて機能改修を行った場合

には、適宜、運用保守の見直しが必要となる設計を見直し、機能改修を図ること。また、開発

手法を含めて、効率的な業務実施に努めること。 

経営所得安定対策情報管理システムの個別対応については、別紙 8「個別アドオンに係

る要件一覧」に基づき、システム運用保守を実施すること。 

輸出相談 DB システムの個別対応については、別紙 8「個別アドオンに係る要件一覧」に基

づき、システム運用保守を実施すること。 

また、別に各個別アドオン担当部署から提供があった場合、要件に係る資料を本調達締結

後に共有する。 



24 
 

 

(４) 職員実装に係る要件 

2023 年度における職員による eMAFF を利用した手続の実装は、年度更新や職員実装画

面の見直し作業を予定している。受注者は、eMAFF 営業支援ツールを活用し、担当部署と協

議した上で作成された成果物のレビュー及び各制度所管部署からの問い合わせ対応を行う

こと。テストシナリオのインプットとなる設計情報等は、担当部署で準備する。手続を追加する

際はユニークな項目が増えないようにするため、データ分析を行い、必要に応じてデータ統

合・データ標準化作業を行うこと。また、各制度所管部署から提示された申請経路の確認を

行うこと。職員実装における主な作業として以下を想定している。 

ア 職員実装技術サポート及び QA 対応 

イ 職員実装用 ID 発行管理 

ウ 申請書の内容確認 

エ 職員実装環境の管理（手続の登録、審査経路の登録、マスタ登録、環境クリーニン

グ等） 

オ リリース前のテスト実施 

カ 開発資材の管理及び本番環境への移送 等 

 

(５) 教育に係る要件 

ア 職員向け研修 

当省職員及び地方自治体職員等に対して、eMAFF の概要、基本操作、申請設定

機能等に関する研修を実施すること。研修計画の際は、利用者拡大に資する研修

となるように当該研修の目的・ジャーニーを描いて実施すること。職員向け研修は

年 12 回(オンライン又は研修会場での実施）の開催を上限とし、研修 1 回あたりの

参加人数はサポート可能な 50 名程度を目安とするが、研修の回数、実施時期、参

加者数等や、当省職員以外の地方自治体職員等への研修の要望があった場合に

ついては、担当部署と協議すること。職員向け研修で想定される経費(会場費、PC

レンタル費、回線費、受注者移動交通費及び宿泊費)については、受注者で負担す

ること。原則、研修で使用する PC は利用者の PC の利用を想定するが、用意が難

しい場合は、その限りではない。役割ごとに実施する研修を以下に示す。 

(ア) 審査者向けの研修 

 審査業務に関する研修を実施すること。2023 年度から利用者拡大へ向けた

フェーズとなることから申請等窓口となりうる市区町村、当省地方農政局等及

び各地域農業再生協議会等の審査者がオンライン利用率向上に重要な役割

を担うため、農林水産業の現場に対して、申請者操作の支援を行えるように、

審査業務に加えて申請者の操作教育等の研修を実施すること。 

(イ) 組織管理者向けの研修 
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 eMAFF の概要、基本操作、申請設定機能等に関する研修を実施すること。

円滑なアカウント管理や自組織の申請/審査状況の管理等自組織において円

滑に推進されるように操作研修を実施すること。 

(ウ) 制度担当者/業務改革推進専門官/業務改革推進専門職向けの研修 

 職員実装やテスト、実施、申請普及を促進していくための操作全般を理解す

る必要がある。eMAFF の概要、基本操作、申請設定機能等に関する全ての

研修を行うこと。要望がある場合は、普及促進を担う操作研修講師となる職員

の育成支援を行うこと。 

(エ) 個別アドオン開発等の研修(上記研修回数には含まない) 

 個別アドオン開発等制度や個別開発部分の研修については、個別アドオン

開発等の教育・研修要件に応じて、担当部署と協議の上、実施すること。 

 

イ 研修教材等の準備 

受注者は、教育や研修実施に必要な用マニュアルを含む研修資料、研修用端末、

研修用データ、及び研修用のアカウント等の必要な準備を行うこととし、eMAFF の

操作は研修環境で実施すること。また、品質確保のための体制を用意すること。 

 

ウ 研修以外での学習用コンテンツ 

オンライン又は研修会場による研修実施ができない eMAFF 利用者（職員等及び

申請者）に対し、eMAFF の利用拡大へ向けた eMAFF 操作に関する資料や動画等

のコンテンツ教材の作成を行うこと。なお、動画等コンテンツ作成の際は、視聴者

のカスタマージャーニーを考慮した上で、eMAFF 利用者が能動的に操作方法を学

習できる動画等の作成及び公開、操作を試行する環境を準備、運用管理すること。 

 

(６) 利用促進支援に係る要件 

ア 利用促進支援 

eMAFF に載せる手続数が増えるにつれ、地方自治体から当省への問い合わせ

も増加していく。それに伴い、当省の担当に代わって自治体からの問い合わせに

答える体制づくりが必要である。受注者は、地方自治体への eMAFF 利用拡大のた

めに地方自治体からの問い合わせ対応を中心とした業務を行うこと。作業は以下

の作業を想定している。 

(ア) LGWAN の設定に関する指示と問い合わせ回答 

(イ) 手続拡大時の利用者 ID 払い出し対応 

(ウ) 国、自治体、関係機関からの各種台帳の情報収集及び eMAFF へのデータ取

込（対象手続は 2023 年度に職員実装は、年度更新、職員実装画面の見直し

作業予定の手続と 2022 年度までの実装済みの認定農業者制度、経営所得
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安定対策制度等約 3,100 手続） 等 

イ 利用促進支援の進捗管理 

受注者は、eMAFF を地方自治体へ展開するに当たって eMAFF 営業支援ツール

等を利用して状況・進捗管理を行うこと。システム上では各自治体の展開状況だけ

でなく、展開上何がボトルネックになっているか等課題管理も合わせて行い、改善

提案及び改善を実施すること。進捗管理項目としては以下となる。 

(ア) 補助金・交付金、行政手続情報及び当省部署・職員情報との紐づけ情報（行

政手続の管理コードを新規に検討した管理体系の構築） 

(イ) 手続電子化作業の予定と実績情報 

(ウ) 手続の定義情報、作業実績、工夫点等の共有情報 

(エ) 手続で利用しているマスタ情報の管理 

(オ) 異動情報の入力、集計 

(カ) 「逆引き辞典」情報との連携 等 

ウ オンライン申請率の進捗管理 

各制度のオンライン化実現後、2025 年度オンライン利用率 60％という目標が定

められている。 

受注者は、2025 年度オンライン利用率 60%という目標を達成するにあたって、

eMAFF 営業支援ツール及び eMAFF データ等を利用して状況・進捗管理を行うこと。

システム上ではオンライン申請率の利用状況だけでなく、目標達成する上で、何が

ボトルネックになっているか等、当省に対する情報整理の支援を実施すること。必

要な策は以下を想定している。 

(ア) オンライン申請率の管理（地域/制度） 

(イ) オンライン申請率の見える化の実施 

(ウ) オンライン申請率向上のための情報整理支援 

(エ) 補助金・交付金のオンライン申請の利活用状況の把握 等 

 

(７) コールセンターに係る要件 

コールセンターについては、速やかに申請サービスに関する問合せ窓口業務を行う環境を

準備すること。その際、利用者の利便性に資するため自動音声応答システム（IVR）を導入す

るとともに、関連する eMAFF 地図等関連の問合せ対応においてエスカレーションの求めがあ

った際は、関係するコールセンター担当者と協議の上、連携を図ること。問合せ業務の対象

は、調達範囲(本紙 2(1)調達範囲を参照。)とする。eMAFF においては、職員実装に係る機能

も含まれる。 

コールセンターは申請者・審査者・制度担当者・組織内管理者からの問合せの受付及び問

合せ内容の切り分けを行うこと。コールセンターはシステムの利用方法に関する問合せに対

し対応を行い、それ以外の問い合わせの場合は然るべき対応者の案内を行うこと。また、定
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期的に重複する問い合わせを精査し、必要な事項に関しては FAQ に登録することに加え、コ

ールセンターの問い合わせ事項を分析し、結果を知見（インサイト）として集約・参照可能とす

る仕組みを設け、FAQ の改善、UI/UX の改善等に繋げること。 

また、コールセンターでは、本人確認の突合 eMAFF ID のプライム昇格の登録及び不突合

時、本人へのメール結果を受け取り、通知を行うこと。 

コールセンターの実績及び想定を表 4 に示す。これを参考とし、運用保守事業者がコール

センターに必要な人数を検討し、コールセンターの体制を整えること。ただし、運用保守期間

中に発生する利用者増減については、柔軟に体制を調整できるようにすること。 

 

表 4 コールセンターの問合せ件数（月）実績 

2021 年度実績 

※4 月度～3 月度平均 

2022 年度実績 

※4 月度～6 月度平均 

2023 年度想定 

 

374 件 485 件 631 件 

 

(８) 会議開催等 

受注者は、以下のアからオまでの会議（当省庁舎の会議室又はオンラインでの会議を想定）

を開催するとともに、会議終了後 3 日（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日をいう。以下同じ。）を含まない。）以内

に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。 

ア キックオフ会議 

受注者は、契約後 5 日（行政機関の休日を含まない。）以内に、本業務の設計開

発実施計画書等の案について、担当部署及び個別アドオンの制度担当課に説明

し、認識共有を図ること等を目的とする会議を開催すること。 

イ 定例会議 

受注者は、担当部署に対して、業務進捗、課題管理状況、個別事案等を報告す

る定例会議を原則として隔週で開催すること。 

ウ 個別検討会議 

受注者は、担当部署から要請があった場合又は受注者が本業務を遂行する上で

必要と判断した場合、必要資料を作成の上、会議を開催すること。 

エ 定期運用保守作業会議 

受注者は、「4 業務の実施内容（２）運用保守オ（ア）d に示す運用保守作業に係る

定期報告会議を毎月開催すること。 

オ 業務実施結果報告会議 

受注者は、業務実施結果報告書の納入期限の 5 日（行政機関の休日を含まな

い。）前までに、本業務の結果を報告する業務実施結果報告会議を開催すること。 

カ 本業務と関係する会議への出席 
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受注者は、工程管理事業者が開催する会議の他、各プロジェクトにおいて開催さ

れる各種会議及び打合せに必要に応じて参加し、業務状況の報告等を行うこと。 

 

(９) 情報資産管理標準シートの提出 

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それぞれ定める

時期に提出すること。なお、担当者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資産管理標準シートを提出すること。 

ア 契約締結後 

受注者は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの別紙 2「情報システムの経

費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載 

イ 設計開発実施要領において定める時期 

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、設計

開発実施要領において定める時期に提出すること。 

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

の計画値及び実績値 

(イ) ハードウェアの管理：情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、

ハードウェア分類、契約形態、保守期限等 

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

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

ート期限等 

(エ) 回線の管理 情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事

業者名、使用期間、ネットワーク帯域等 

(オ) 外部サービスの管理：情報システムを構成するクラウドコンピューティングサー

ビス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等 

(カ) 施設の管理：情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報シ

ステムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久

性、ラック数、各区域に関する情報等 

(キ) 公開ドメインの管理：情報システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、

有効期限等 

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

人情報の有無、格付等 

(ケ) 情報セキュリティ要件の管理：情報システムの情報セキュリティ要件 

(コ) 指標の管理：情報システムの運用保守の間、把握すべきＫＰＩの分類、計画値

等の案 

(サ) 各データの変更管理：情報システムの運用において、開発規模の管理、ハー

ドウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施
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設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管

理、指標の管理の各項目についてそ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 

(シ) 作業実績等の管理：情報システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、

課題及び障害事由 

ウ 運用実施要領及び保守実施要領において定める時期 

(ア) 各データの変更管理：情報システムの運用、保守において、開発規模の管理、

ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、

施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の

管理、指標の管理の各項目についてそ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 

(イ) 作業実績等の管理：情報システムの運用、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 

(ウ) 年１回、当省の指示に基づき、情報システム資産管理データと情報システム

の現況との突合・確認（以下「現況確認」という。）を支援すること 

(エ) 受注者は、現況確認の結果、情報システム資産管理データと情報システムの

現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法

に従い、差異を解消すること 

(オ) 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認めら

れる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上当省に報告すること 

(カ) 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明ら

かとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を

調査の上担当者に報告すること 

 

(１０) 業務実施結果報告書の提出 

受注者は、４(１)から４（８）までの作業結果を、業務実施結果報告書として取りまとめて提

出すること。契約日から 2024 年 3 月 31 日までの業務実施結果について取りまとめて報告す

ること。 
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５ 成果物 

(１) 成果物の種類、数量、納品期日等 

受注者は、以下の表に示す本業務の成果物について、その内容を担当部署の承認を得た

上で提出すること。 

本業務に係る成果物と納品期日は、以下の表 5 に示す通り。 

 

表 5 成果物一覧 

No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

1 ４(２)ア 

引継結果報告書（保守運用） 

備考欄に記載  契約締結後、概ね 3

か月以内に引継を完

了させた後、5 日以内

に提出すること 

2 ４(２)ア 

引継書（保守運用） 

2024 年 3 月 31 日  

3 ４（２）イ、ウ 

運用計画書及び保守計画書 

契約締結後 5 日以

内 

 

4 ４（２）エ 

運用実施要領及び保守実施

要領 

2023 年 4 月 28 日  

5 ４（２）オ 

クラウドサービスの利用実績 

2023 年 9 月 30 日 

2024 年 3 月 31 日 

 半年分と 1 年分を年

に 2 回発注者に提出

すること 

6 ４（２）オ(ア)、４（２）カ、４

（３）、４（４）、４（６）、４（７） 

運用業務報告書及び保守業

務報告書 

原則として翌月の月

次定例会議前 

 運用開始時から契約

終了まで 

 各年度の 終月は同

月 終日 

 eMAFF と MAFF アプ

リ、個別アドオンの対

応の実績報告書を作

成すること 

7 ４（２）オ(ア) 

運用保守改善提案書 

2023 年 12 月 31 日 

 

 年に 1 回発注者に提

出すること。なお、提

出時には必ずパブリ

ッククラウドの運用体

制において、システム
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No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

保守・監視・運用等の

管理全般を代行する

マネージドサービスプ

ロバイダーが提供し

ているパブリッククラ

ウドの活用について

も検討し整理した結

果を含めること 

8 ４（２）オ(ア)、４（２）カ、４（３）

４（４）、４（６）、４（７） 

運用実績報告書及び保守実

績報告書 

2024 年 3 月 31 日  eMAFF と MAFF アプ

リ、個別アドオンの対

応の実績報告書を作

成すること 

9 ４（２）オ(イ)、４（２）カ 

障害報告書 

備考欄に記載  障害発生後、速やか

に提出すること 

10 ４（２）キ 

UI/UX 改善報告書 

備考欄に記載  改善後、速やかに提

出すること 

11 ４（２）コ(イ) 

本業務における作成データ 

2024 年 3 月 31 日  担当部署の求めに応

じて作成した全ての

データを提出すること 

12 ４（２）コ(ウ) 

データ消去完了報告書 

2024 年 3 月 31 日  

13 ４（５） 

教育に係る資料一式（研修

用マニュアル、学習用コンテ

ンツ、操作マニュアル等） 

2023 年 12 月 28 日  

14 ４（８） 

会議開催結果 

備考欄に記載  会議の議事録は

Word 形式ファイルで

作成し、会議終了後

3 日以内に担当部署

の承認を得た上、メ

ールで提出 

 各会議において受注

者が準備する資料に

ついては、会議開催
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No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

前に担当部署へメー

ルで提出するととも

に、必要部数を紙資

料等で準備すること。

また、４（１０）の業務

実施結果報告書と合

わせて当該年度分一

式を提出 

15 ４（９） 

情報資産管理標準シート 

備考欄に記載  契約時：契約後速や

かに提出 

 設計開発時：設計開

発実施計画書に定め

る日 

 保守時：保守計画書

に定める日 

 ただし、開発業務で

提出する場合は保

守・運用業務では不

要 

16 ４（１０） 

業務実施結果報告書 

2024 年 3 月 31 日  

※ 納品期日については、行政機関の休日を除いた日とする。 

 

 

 

(２) 成果物の納品方法等 

ア 成果物は、全て日本語で作成すること。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ 成果物は Microsoft Office 形式で作成した後、PDF 形式に変換することとし、表 5

に示す場合を除き、印刷物又は、電子データとして Office 形式及び PDF 形式の両

方を DVD-R 等の電磁的記録媒体に収録して２部納品すること。ただし、必要に応
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じて受注者及び当省の協議により形式と納品方法は変更できるものとする。 

オ Microsoft Office 以外のアプリケーションソフトを使用する等の理由により、

Microsoft Office 形式以外のファイル形式で成果物を作成する場合には、当省のパ

ソコン環境で取り扱うことができない可能性があるため、事前に担当部署に確認し、

承認を得ること。 

カ 成果物の印刷に用いる用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列 4 番、必要

に応じて日本産業規格 A 列 3 番を使用し、2 穴のフラットファイル又はパイプファイ

ルで綴じること。その際、ステープル綴じは行わないこと。 

キ 納品後、当省において編集が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品する

こと。 

ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの

ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意する

こと。 

ケ 納品する電磁的記録媒体について不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行

い、電子データの安全性を確認するとともに納品する電子データ以外に不正プログ

ラムが混入することのないよう適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関す

る情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日）を記載したラ

ベルを貼り付けること。 

 

(３) 成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を

別途指示する場合はこの限りではない。 

〒100－8950 

東京都千代田区霞が関 1-2-1 

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 
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６ 業務実施条件 

(１) 履行条件 

ア 本業務の遂行に当たっては、4（2）イの運用計画書、保守計画書及び 4（2）エで作

成する運用実施要領及び保守実施要領に従い、本調達仕様書の内容及び担当部

署との協議によって実施すること。 

イ 業務終了時には業務完了届を 2024 年 3 月 31 日までに担当部署に提出すること。 

ウ 担当部署が参加する会議は原則として当省内で開催することとし、事前に日程等

を担当部署と協議して会場の確保に努めること。なお、効率的な業務、新型コロナ

ウイルス感染症対策等のために、事前に担当部署の承認を得た上で、ウェブ会議

を実施することを可とする。 

エ 法基準として日本国内法を適用すること。 

オ 本業務に使用する言語（会話によるコミュニケーションを含む。）は日本語、数字は

算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。 

カ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、

受注者の責任と負担において用意すること。また、必要に応じて担当部署の職員

が現地確認を実施することができるものとする。 

 

(２) 貸与条件 

ア 本業務の遂行に必要な貸与物品がある場合は、事前に担当部署と協議の上、貸

与申請を行うこと。 

イ 貸与された物品は、厳重な管理を行い、貸与期間終了後は速やかに返却すること。

また、貸与期間終了前であっても、必要がなくなった場合には速やかに返却するこ

と。 

 

(３) 前提条件 

ア eMAFF は、農林漁業者等の申請者が行政手続等のために利用し、その情報が蓄

積されているシステムであり、MAFF アプリについても、eMAFF との連携等により、

農林漁業者等への効果的・効率的な情報受発信を行うシステムであることから、保

守作業を実施する場合においては、業務停止等の事案が発生しないように十分留

意し、必ず担当部署の承認の下で行うこと。なお、設定変更等が必要な場合は、事

前に十分な打合せを実施した上で、本業務受注者の責任により協議及び調整を図

りながら円滑に行うこと。 

イ 作業過程において疑義が生じたときはその都度担当部署に連絡し、指示を受ける

こと。また、調達仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、担

当部署と協議し、原則本業務受注者の負担と責任で実施すること。 

ウ 本業務において、諸事情により契約の変更が必要となった場合、担当部署の求め
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に応じ協議すること。 

エ クラウドサービス、ハードウェア及びソフトウェアのベンダとの間でサポート契約を

締結する場合は、契約締結後、速やかに関連する業者との契約書の写しを担当部

署に提出すること。  




