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（ウ）本システムと関連するシステムの概要について 

          本システム及び関連するシステムの全体図を以下に示す。 

 

図 1 農林水産省地理情報共通管理システム全体図 

 

 

図 2 農林水産省地理情報共通管理システム概要図 
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(５) 契約期間 

契約締結日から 2024 年３月 31 日までとする。 

 

(６) 作業スケジュール 

本業務及び関連する調達案件の想定される作業スケジュールを次の図に示す。本スケ

ジュールは、契約予定日や運用開始日等、各調達区分間で関連性を有する時点を表 1 の

マイルストーンとして定め、確実な履行を実施するために必要な期間を踏まえて想定したも

のであるが、大臣官房デジタル戦略グループ（以下「担当部署」という。）及び農林水産省

地理情報共通管理システム令和５年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報

紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務の受注事業者（以下「工程管理事業

者」という。）の管理の下、関連する事業者と協議の上、必要に応じて見直しを行う場合が

ある。 

 

 

図 3 想定する作業スケジュール 

 

表 1 主なマイルストーン（想定） 

No マイルストーン 時期 

参

考 

農林水産省地理情報共通管理システム令和４年度開発分

運用開始 

2023 年３月上旬 

1 「農林水産省地理情報共通管理システム令和５年度運用

保守等業務」に係る入札実施 

2023 年３月中旬 

2 令和５年度開発分運用開始 2024 年３月上旬 

 

２ 調達案件及び関連調達案件の概要 

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

 運⽤保守

１．前運⽤・保守事業者からの引継ぎ

２．運⽤及び保守業務の実施

 農地情報紐づけに係るＱ＆Ａ対応等

３．QA、改善要望、不具合等への対応

農林⽔産省地理情報共通管理システム

作業項⽬

2022年度 2023年度
2023年 2024年

令和５年度開発等業務調達

令和５年度運⽤保守等業務調達

▼令和４年度開発分運⽤開始 令和５年度開発分運⽤開始▼
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(１) 調達範囲 

本調達では、クラウド化に係る運用保守業務として農林水産省地理情報共通管理システ

ム令和５年度運用保守等に付帯する業務を行うものとする。なお、本システムサブシステム

のうち、紐づけ管理 Web の運用保守業務は、農林水産省地理情報共通管理システム令和

５年度農地情報紐づけ実施業務の受注事業者（以下「紐づけ実施事業者」という。）が実施

するため、紐づけ実施事業者と連携の上、業務を実施すること。 

本業務にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとする。 

また、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は、紐づけ管理 Web 分も含め受注

者の負担とする。 

定常時対応及び障害時対応における運用保守業務、研修支援（端末の提供、研修用環

境の提供・維持等）、コンタクトセンター、クラウドサービスライセンス（GIS ソフト等）及び

LGWAN ASP サービス等を調達範囲とする。また、新しい制度の追加や農林水産省の各制

度原課等からのデータ取込等の要望が発生することが見込まれるため、運用保守業務の

中の1つとしてそれらのデータ取込を行う等、運用保守業務の中で対応できる内容を定め、

対応すること。 

ライセンスについては、紐づけ実施事業者で実施する紐づけ管理Ｗｅｂで用いるライセンス

を含め、「別紙 1 農林水産省地理情報共通管理システム令和５年度運用保守等業務_要

件定義書(以下、別紙 1 と記載する。) 2.4 現行システムの構成に記載された令和４年度開

発から必要となっているライセンス、サービスを、「別紙 1 3.3 規模に関する事項」に記載す

る利用量に必要な数量、提供すること。令和５年度開発から新たに必要となるライセンス、

サービスについて、担当部署及び開発事業者と協議の上で具体的な製品を特定して、「別

紙 1 3.3 規模に関する事項」に記載する利用量に必要な数量、提供すること。「別紙 1 3.3 

規模に関する事項」に記載する利用者数等が変動し、実際に要求されるライセンス数が想

定される数量を下回る場合などは、協議の上で変更を可能とすること。 

(２) 調達案件及びこれと関連する調達案件 

調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等は次の図のとおりであ

る。 
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    図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等 

 

(３) 調達案件間の入札制限 

相互牽制及び調達の公平性の観点から表２で示す事業者について相互に入札制限の対

象とする。 

 

表 2 入札制限一覧 

No 調達案件名 入札制限対象となる事業者 制限理由 

調達案件名(仮) 調達⽅式

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和４年度運⽤保守等業務

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和５年度運⽤保守等業務

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和６年度運⽤保守等業務（仮）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム
開発等業務（令和４年度）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和５年度開発等業務

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和６年度開発等業務（仮）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム農地情報紐づけ実
施業務（令和４年度）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム令和５年度農地情
報紐づけ実施業務

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム令和６年度農地情
報紐づけ実施業務（仮）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム「開発及び運⽤保
守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管
理・コンサルティング業務（令和４年度）

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム令和５年度「開発
及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」
の⼯程管理・コンサルティング業務

⼀般競争⼊札

農林⽔産省地理情報共通管理システム令和６年度「開発
及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」
の⼯程管理・コンサルティング業務（仮）

⼀般競争⼊札

eMAFF第２期開発(拡充)業務 ⼀般競争⼊札

eMAFF開発業務（仮） ⼀般競争⼊札

令和４年度eMAFF運⽤保守等業務 ⼀般競争⼊札

令和５年度eMAFF運⽤保守等業務（仮） ⼀般競争⼊札

令和６年度eMAFF運⽤保守等業務（仮） ⼀般競争⼊札

令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

情報システム名 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和４年度開発

令和4年度運⽤保守

令和６年度開発令和５年度開発

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

調達

業務実施

業務実施

本業務の調達範囲

業務実施

業務実施

業務実施

業務実施

令和5年度運⽤保守 令和6年度運⽤保守
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１ 農林水産省地理情報共通管理

システム令和５年度「開発等業

務」、「運用保守等業務」及び

「農地情報紐づけ実施業務」の

工程管理・コンサルティング業

務 

「農林水産省地理情報共通管理シ

ステム令和５年度運用保守等業

務」の受注者 

相互牽制のた

め 

２ 農林水産省地理情報共通管理

システム令和５年度運用保守

等業務 

農林水産省地理情報共通管理シ

ステム令和「開発等業務」、「運用

保守等業務」及び「農地情報紐づ

け実施業務」の工程管理・コンサ

ルティング業務（令和４年度）の受

注者 

調達の公平性

のため 

３ 農林水産省地理情報共通管理

システム令和５年度運用保守

等業務 

「農林水産省地理情報共通管理シ

ステム令和５年度「開発等業務」、

「運用保守等業務」及び「農地情報

紐づけ実施業務」の工程管理・コ

ンサルティング業務」の受注者 

相互牽制のた

め 

 

３ 情報システムに求める要件 

本業務の対象である本システムについては、別紙１で定義する要件を満たすこと。 

特に本業務においては、本システムを利用する農地に係る申請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、2018 年 6 月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係

る基本方針」が決定された。子の中で「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出さ

れている。これらの状況を踏まえ本システムは、パブリッククラウドを活用することとし、原則、

令和４年度に運用していたシステム基盤を引き継いで、使用すること。他のクラウドサービスの

利用する場合においても、クラウドサービスの選定にあたっては、ISMAP 管理基準の管理策

基準が求める対策と同等以上の水準を満たす、クラウドサービスを選定し利用すること。 

また、以下の観点等に留意してシステム構築を実施すること。 

 

 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。 

 リファレンスアーキテクチャを提供しているパブリッククラウドを可能な限り選定し、その

活用による効率的な設計・開発を行うこと。 

 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。 
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 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。 

 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。 

 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。 

 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。 

 

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、本省及び関連事業者（２（２）に記載の関連調達案

件の受注者）との連携を十分に行うこと。 

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、本省から

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、本省の管理の下、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 農林水産省は、令和 5 年度に農林水産省統合ネットワークをガバメントソリューショ

ンサービス（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、質疑応答等の協力を行うこと。 

 

(２) システム運用・保守に係る要件 

本システムの運用保守業務を行うこと。なお、本システムサブシステムのうち、紐づけ管理

Web の運用保守業務は、紐づけ実施事業者が実施するため、紐づけ実施事業者と連携の上、

業務を実施すること。 

なお、必要なライセンスの準備については、運用・保守事業者で行う。本業務で必要なライセ

ンスの情報については、運用・保守事業者と連携すること。 

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

認を得た上で、４月 28 日までに提出すること。引継期間は概ね 3 か月以内とし、運

用・保守の引継ぎにおいては、本システム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担当部署に進

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６月 30 日までに提出すること。 

受注者は、本システムの前運用・保守業務の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
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の契約）の契約の移管を行い、環境を維持すること。 

イ 運用及び保守業務の実施 

受注者は、本システムの運用・保守を実施すること。なお、運用・保守を実施する

にあたっては、令和４年度開発において作成した運用・保守設計書、運用計画書及

び保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領の内容に則り実施することとする

が、業務を行う中で、変更が必要な場合においては見直しを行い、担当部署の承認

を得た上で提出すること。また、本業務を実施する中で検知した修正を反映した上記

資料については、とりまとめて、2024 年３月 29 日までに担当部署へ提出すること。

運用及び保守業務の実施概要については、付属書②運用設計書（令和４年度開発）

を参照すること。 

また、本業務と並行して実施される令和５年度開発において、運用・保守業務に変

更が必要な場合においては、令和５年度開発機能の運用開始までに「農林水産省

地理情報共通管理システム令和５年度開発等業務」の受注事業者（以下「開発事業

者」という。）から作業経緯、設計・開発の設計書、運用・保守設計書、運用計画書及

び保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領、残存課題等に関する情報提供・

引継ぎを受けること。 

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、防犯監視、ログ管理、データ監視） 

② 情報システム維持作業（データ一括処理、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、アクセス管理、情報システムの設定変更、業

務運用支援、監査対応、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 ユーザサポート業務（ヘルプデスク、コンタクトセンター、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） 

⑤ 各サブシステムにおける筆ポリゴン（2023 年公開）の取込・表示 

(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
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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）） 

② ソフトウェア製品保守（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） 

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、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、更新した

資料は、担当部署から承認を得た上で提出すること。 

c 受注者は、運用及び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とともに必要に応じて運用・保守設計書、

運用計画書及び保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領に対する改善

提案を行い、担当部署の承認を得た上で提出すること。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・保守サービスの活用につ

いても検討し整理することとする。改善提案については３ヶ月おきに提出する

こととする。上記の月次で取りまとめた資料は翌月の月次定例会議前までに

提出し、2024 年３月分については、同月 29 日までに提出すること。 

d 受注者は、月間の運用及び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。 

e 受注者は、運用業務報告書及び保守業務報告書の内容について、月例の定

期運用及び保守作業会議を開催し、その内容を報告すること。 

f 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。 

g 受注者は、ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応

策について計画し、承認を得た上で対応すること。 

h 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 回担当部署に提出するこ
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と。また、担当部署の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システムの

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。 

i 受注者は、担当部署が、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。 

(イ) 障害発生時対応 

a 受注者は、本システム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、本システムの障害発生時又は発生が予測された際、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、障害報告書の作成及び担当部署への提出を速やかに実施し、

障害報告書の内容について、担当部署から承認を得ること。併せて、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及び保守作業業務を

実施すること。なお、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。 

 

ウ 情報システム運用継続計画の作成支援 

受注者は、担当部署が情報システム運用継続計画を作成・更新するに当たり、本

システム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。 

 

エ 契約期間終了後の措置 
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(ア) 撤去・搬出作業 

本システム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。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

後も継続して本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。 

(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、引継情報が漏えいしないよう、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本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 2024 年３月 31 日ま

でに提示すること。 

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) 会議開催等 

受注者は、以下のアからオまでの会議を開催するとともに、会議終了後３日（行政機関の

休日を含まない。）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。なお、会議の参集者については、担当部署と協議の上、決

めること。 

イ 定例会議 

受注者は、運用業務報告書及び保守業務報告書の内容について報告する定期
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運用及び保守作業会議を毎月開催すること。 

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 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。 

オ 本業務と関係する会議への出席 

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。 

 

(４) 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、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 運用実施要領及び保守実施要領において定める時期 

・ 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 

・ 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 

・ 年１回、本省の指示に基づき、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（以下「現況確認」という。）を支援すること。 

・ 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。 

・ 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、条件等を調査の上本省に報告すること。 

・ 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。 
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(５) 次期事業者への引継の実施 

受注者は、本契約の終了後に他の事業者が本業務を受注した場合に遺漏無く引継ぎを

実施できるよう、次期事業者に対し、パブリッククラウド上に構築された本システムの引継

ぎを行い、アカウント（Azure の場合は CSP ライセンスの契約）の契約を移管するとともに、

作業経緯、運用・保守設計書、運用計画書及び保守計画書、運用実施要領及び保守実施

要領、残存課題等に関する情報提供・引継ぎに係る資料を作成しておくこと。引継ぎ後、運

用業務が軌道に乗るまでの間、おおむね 3 か月程度は作業経緯、残存課題等について情

報提供及び質疑応答等の確実な引継ぎへの協力を行うこと。 
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(６) 業務実施結果報告書の提出 

受注者は、４(１)から４(６)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 29 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。 

 

５ 成果物 

(１) 成果物の種類、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。なお、事業者の提案に基づいてより効率的な作業推進を行うために

スケジュールを見直す場合は、必要に応じて契約に向けて納品時期についても別途調整を

行うこと。 

表 ３ 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 

引継計画書 

2023 年４月 28 日 前運用・保守事業者から

の引継ぎ 

２ ４(２)ア 

引継結果報告書 

2023 年６月 30 日 前運用・保守事業者から

の引継ぎ 

3 ４(２)イ 

運用・保守設計書 

運用計画書及び保守計画書 

運用実施要領及び保守実施

要領 

2024 年３月 29 日 

 

 本業務を実施する

中で検知した修正

及び令和５年度開

発の内容を反映さ

せた資料。 

 改善提案の内容を

反映させた運用・保

守設計書、運用計

画書及び保守計画

書、運用実施要領

及び保守実施要領

は３ヶ月おきに提出

すること。 

４ ４(２)イ 

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。 
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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 

５ ４(２)イ 

保守作業で改修及び作成した

ソースコード、実行プログラム

一式 

2024 年３月 29 日  

６ ４(２)イ 

改修の際に作成、更新した資

料 

備考欄に記載  担当部署と協議の

上、期日を設定する

こと。 

 担当部署の承認を

得た後、速やかに

提出すること。 

７ ４(２)イ 

運用実績報告書及び保守実

績報告書 

2024 年３月 29 日 契約日から 2023 年３月

までの全報告書 

８ ４(２)イ 

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。 

９ ４(２)イ 

クラウドサービスの利用実績 

半年分 

2023 年９月 29 日 

 

１年分 

2024 年３月 29 日 

 

10 ４(２)ウ 

運用継続計画書 

備考欄に記載 担当部署と協議の上、期

日を設定すること。 

11 ４（２）エ 

データ消去完了報告書 

2024 年３月 31 日  
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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 

12 ４(３) 

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

後に、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

(６)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。 

13 ４(４) 

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 

14 ４(５) 

引継資料 

2024 年３月 29 日 次期運用・保守事業者

への引継ぎ（作業経緯、

残存課題等） 

15 ４(６) 

業務実施結果報告書 

2024 年３月 29 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。 
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(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３に

示す場合を除き、印刷物として正１部・副１部、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１式納品すること。ただし、印

刷物の納品については、受注者と担当部署との協議によって決定する。 

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、本省のパソコン環境

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、本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 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 
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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・保守設計書、運用計画書及び保守計

画書、運用実施要領及び保守実施要領の内容に従い、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 担当部署が参加する会議は原則として本省内で開催することとし、事前に日時や開

催形式等を担当部署と協議の上、その日程の確保に努めること 

ウ 法基準として日本国内法を適用すること。 

エ 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。 

オ 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 本システムは、共通申請サービス、MAFF アプリ、農業委員会サポートシステム、ワ

ンデスクシステム、全国データベース、筆ポリゴン管理システム等と連携して農業に

係る申請等に利用する際に必要となる現地確認に利用する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、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。  


