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(３) 登記所備付地図（地図 XML）について 

登記所備付地図（地図XML）とは、法務局が整備する不動産登記簿において、登記記録として

備え付けられる不動産の物理的状況(所在，地番，地目，地積等)及び権利関係を記録された地

図である。地図情報は電子データ化されXML形式で管理されており、地方法務局へ提供依頼を

行うことで入手可能となる。本業務では、この登記所備付地図（地図XML）を活用し、農地に関

する各台帳について紐づけを行っていく。 

 

(４) 筆ポリゴンについて 

筆ポリゴンとは、農林水産省統計部が作物統計調査等を実施する上で母集団情報として、全

国の土地を隙間なく200メートル四方（北海道は、400メートル四方）の区画に区分し、そのう

ち耕地が存在する約290万区画について衛星画像等を基に描画したものであり、平成31年３月

に全国約3,000万筆の筆ポリゴンの整備が完了し、同年４月からオープンデータとして幅広く

提供を開始している。筆ポリゴンの概要は下図のとおり。 

本業務では、この筆ポリゴンを活用し、農地に関する各台帳について紐づけを行っていく。 

 
 

 

(５) 対象とする農地関係制度及びデータについて 

「（別表）対象とする農地関係制度及びデータについて」のとおり。 

 

 

１.４ 本業務の内容 

受注者は、農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ（以下、「担当部署」という。）の管理の

下、以下に示す（１）から（３）に関する作業について担当部署との協議に基づきを実施するこ

と。 

 

(１) 必要となるデータの収集 

受注者は、（２）以下の作業で必要となる関連情報の取りまとめ及び各台帳データ等の収集

を行う。 
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(２) 農地情報紐づけ実施準備 

紐づけ実施準備作業として、令和４年度に実施した農地情報紐づけ実施業務において作成した、

紐づけ作業の他、農林水産省の制度原課や自治体、法務局等との調整等を含めた業務・運用フロー

や手順書等を確認し、必要に応じて修正し、円滑に紐づけ業務が実施できるようにすること。 

 

(３) 農地情報紐づけ実施 

紐づけ実施地域を選定し、紐づけを行うこと。なお、紐づけ実施地域については、２．５に記

載する。ただし、令和３年度、４年度の対象地域も引き続いて作業が必要な場合は引継ぎも含め

て、担当部署と相談の上、紐づけ実施地域数を決めること。 

 

(４) 運用・保守業務の実施 

農林水産省地理情報共通管理システムのサブシステムのうち、紐づけ管理 Web 及び付帯する自

動化ツール等のツール類の運用保守業務を行うこと。 

なお、紐づけ管理 Web の運用保守等に付帯する業務で必要なライセンスの準備及びクラウド

サービスの提供業務については、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

務の受注事業者（以下、「運用・保守事業者」という。）で行う。本業務で必要なライセンスの情

報及びクラウドサービスの情報については、運用・保守事業者と連携すること。 

 

 

１.５ 契約期間 

契約締結日から令和６年３月 31 日まで 

 

１.６ 作業スケジュール 

本業務の想定する作業スケジュールは次の図の通りである。 
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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
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

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

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
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図 1 作業スケジュール 

 

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

１．作業計画書の作成

２．必要となるデータの収集

３．農地情報紐付け実施準備

４．農地情報紐付け実施

５．前運⽤・保守事業者からの引継ぎ

６．運⽤及び保守業務の実施

2023年 2024年

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

作業項⽬

2022年度 2023年度

農地情報紐付け実施業務調達
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また、本業務の調達範囲及び関連する調達案件のスケジュールは次の図の通りである。 

 

図 2 本業務の調達範囲及び関連する調達案件のスケジュール 

 

２. 業務の実施内容 

２.１ 共通事項 

本業務の共通事項は以下の通り。 

 

・ 受注者は、定例会を原則隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づ

き報告すること。 

・ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成

の上、定例会とは別に会議を開催すること。 

・ 受注者は、会議終了後、３日以内（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。）を除く。）に議事録を作成

し、担当部署の承認を受けること。 

・ 本業務の遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画書との整合を確保し

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
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

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 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 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

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
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て行うこと。 

・ 本業務の管理に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保

して行うこと。 

・ 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。 

 

２.２ 作業計画書の作成 

受注者は、本仕様書に基づき、契約締結後５日（行政機関の休日を含まない。）以内に作業

計画書（案）を作成して提出し、キックオフ会議を開催した上で、担当部署の承認を受けるこ

と。 

受注者は、担当部署が承認した作業計画書の作業体制、スケジュール等に従い作業を実施

し、記載された成果物を作成すること。その際、本業務におけるコミュニケーション管理、体

制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行

うこと。 

なお、作業計画書には、本業務の実施に当たって必要な詳細化を行うこと。具体的には次の

内容を記述すること。 

 スケジュール（WBS（各作業の関連性などを整理してガントチャートとして記述し、依

存関係を明確にすること。）、作業担当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容

と成果物の関係を踏まえ整理するもの。） 

 作業の概要 

 前提条件、制約条件等 

 作業体制図 

 会議体ルール 

 コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

 本業務の成果物を詳細に定義した資料体系 

 資料管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

 セキュリティ管理（再請負先等を含む。） 

 作業体制の管理手法 

 課題管理 

 工程管理 

 品質管理 

 リスク管理 

 変更管理 

 情報セキュリティ対策 

 

また、作業計画に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された

作業計画書を担当部署に書面にて届け出て承認を得ること。 

 

２.３ 必要となるデータの収集 

受注者は、収集について管理団体と調整を行った以下の台帳やその紐づけに必要な関連デー

タの収集を行う。収集にあたっては、農林水産省の制度原課や自治体、法務局等との調整を含

め、基本的には受注者が実施するが、担当部署がそのサポートを行う。データの収集にあたっ

ては、令和３年度に実施した農地情報紐づけ手法開発支援等業務、令和４年度に実施した農地

情報紐づけ実施業務において一部実施しているため、その状況を把握した上で収集を行うこ

と。その際に、令和３年度、令和４年度に収集している場合においても、本業務において最新
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データを再度収集する必要があるか検討し、必要に応じて収集すること。また、令和５年度の

本業務においては２．５に記載の農地情報の紐づけを実施する地域に対する紐づけを予定する

が、データの収集においては、令和６年度の農地情報紐づけ実施作業を見込み２．５に記載す

る地域数に限定せず、全国幅広く収集を行うこと。また、紐づけを行うことの意義や紐づけを

実施した先行事例等の自治体等への説明等、データの収集や紐づけ実施を円滑に進めるための

活動に協力すること。 

なお、収集するデータは個人情報を含むものであり、取扱いには留意が必要となるため、担

当部署から承認を得た上で、機密性の高い方法で収集・保管すること。 

 

① 農地台帳 

② 筆ポリゴン 

③ 水田台帳 

④ 農業共済台帳 

⑤ 中山間地域等直接支払に関する台帳 

⑥ 多面的機能支払に関する台帳 

⑦ 環境保全型農業直接支払に関する台帳 

⑧ 水土里情報システムのデータ 

⑨ 不動産登記簿 

⑩ 登記所備付地図（地図 XML） 

⑪ 地図・公図データ 

⑫ 地番図 

 

上記により収集したデータについて、令和６年 3 月 29 日までに担当部署に提出すること。 

 

２.４ 農地情報紐づけ実施準備 

紐づけを実施するにあたって、令和４年度に実施した農地情報紐づけ実施業務において作成

した、紐づけ作業の他、農林水産省の制度原課や自治体、法務局等との調整等を含めた業務・

運用フローや手順書等を確認し、必要に応じて修正し、円滑に紐づけ業務が実施できるように

すること。本作業において修正した業務・運用フロー、手順書は令和５年４月 28 日までに担当

部署に提出すること。なお、業務・運用フロー、手順書は「２.５ 農地情報紐づけ実施」を行

う中で、必要に応じて修正を行い、令和６年３月 29 日までに最終版を担当部署に提出すること。 

 

２.５ 農地情報紐づけ実施 

担当部署と相談の上、令和４年度の農地情報紐づけ実施業務で使用した手法を用いて、下表

の地域数での紐づけ実施を目指し、紐づけを行うこと。ただし、データの収集状況や地方自治

体の協力状況等によってはこの限りではない。担当部署と調整の上、実施地域数、実施方法を

決定すること。 

 

① データクレンジング：後続作業においてマッチング処理を行うために、収集したデータ

の加工等の処理を行う 

② アルゴリズムによるマッチング等処理：クレンジングしたデータに対して、アルゴリズ

ムによるマッチング処理にて、農地情報の紐づけを行う 

③ 紐づけ補正ツールを利用した修正：マッチング処理にて紐づけができなかったデータに

対して、台帳提供元の市町村等の協力の上で紐づけ補正ツールを利用し農地情報の紐づ

けを行う 
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表 1 農地情報紐づけ実施の予定地域数（令和３年度から令和５年度） 

台

帳

名 

紐づけ実施タスク 令和３年度 

（実施地域数） 

令和４年度 

（実施地域数） 

令和５年度 

（実施地域数） 

水

田

台

帳 

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 200 地域分 1519 地域分 

※令和 4年度までに 

③未実施の全地域分を対象とする 

農

地

台

帳 

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 200 地域分 1519 地域分 

※令和 4年度までに 

③未実施の全地域分を対象とする 

共

済

台

帳 

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 1719 地域分 完了済 

(令和４年度までに全地域分完了済（予

定）) 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 - 1719 地域分 

※令和 4年度までに 

③未実施の全地域分を対象とする 

中

山

間

地

域

直

接

支

払

の

台

帳 

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 200 地域分 0 地域分 

多

面

的

機

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 
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台

帳

名 

紐づけ実施タスク 令和３年度 

（実施地域数） 

令和４年度 

（実施地域数） 

令和５年度 

（実施地域数） 

能

支

払

の

台

帳 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 200 地域分 0 地域分 

環

境

保

全

型

農

業

の

台

帳 

①データ収集・クレン

ジング 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 

②アルゴリズムによる

マッチング等処理 

18 地域分 200 地域分 188 地域分 

③紐づけ補正ツールを

利用した修正 

18 地域分 200 地域分 0 地域分 

 

 

 

令和４年度に実施した農地情報紐づけ実施業務において実施した手法を用いて紐づけを行うに

あたっては、eMAFFID が必要になるため担当部署と相談の上、準備すること。 

紐づけ手法について不具合を検知した場合は、人為的ミスかシステム不具合か切り分けを行っ

た上で、人為的ミスの場合は、再発防止策の検討・実施、システム不具合の場合は、システム改

修を行うこと。 

紐づけ手法について自治体等から改善要望等があった場合は取りまとめを行い、対応を検討・

実施すること。 

紐づけ実施においては、収集について管理団体と調整を行った下記のデータを対象とすること。 

 

① 農地台帳 

② 筆ポリゴン 

③ 水田台帳 

④ 農業共済台帳 

⑤ 中山間地域等直接支払に関する台帳 

⑥ 多面的機能支払に関する台帳 

⑦ 環境保全型農業直接支払に関する台帳 

⑧ 水土里情報システムのデータ 

⑨ 不動産登記簿 

⑩ 登記所備付地図（地図 XML） 

⑪ 地図・公図データ 

⑫ 地番図 

 

本作業において紐づけしたデータは、農地情報紐づけ実施結果として取りまとめ令和６年 3 月

29 日までに担当部署に提出すること。紐づけ手法改善要望については対応策を含め、改善要望

を認知してから１か月以内に担当部署へ提出し、本業務内で発生した改善要望を取りまとめた資

料については、令和６年３月 29 日までに提出すること。 
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２.６ システム運用・保守の実施 

農林水産省地理情報共通管理システムのサブシステムのうち、紐づけ管理 Web（以下、「本シス

テム」という。）及び付帯する自動化ツール等のツール類の運用保守業務を行うこと。 

なお、紐づけ管理 Web の運用保守等に付帯する業務で必要なライセンスの準備及びクラウド

サービスの提供業務については、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及

びクラウドサービ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。 

 

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見直しを行い、令和５年５月 31 日ま

でに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、令和６年３月 29 日までに担当

部署へ提出すること。令和４年度における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「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」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。 

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

更新においては、運用・保守事業者と連携の上、更新を行うこと。 

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） 
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(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）） 

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。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、令和６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。 

 

(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） 
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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、最低年 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最低限の機能、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 

(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、本業務の最終納品後、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令和６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。 

 

２.７ 引継ぎの実施 

受注者は本業務の後継業務の実施事業者に対し、作業経緯、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、遺漏無く引継ぎを実施すること。引継資料については、令和６年３月

29 日までに担当部署に提出すること。引継ぎ後、農地情報紐づけ実施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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２.８ 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。 

 

２.９ 成果物の範囲、納品期日等 

（１） 成果物 

本業務の成果物を次の表に示す。 

・ 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに担当部署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、変更点について担当部署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。 

表 2 成果物名及び納品期日 

項番 成果物名 記載内容 納品期日 

１ 作業計画書 プロジェクト管理の基本方針として作業

体制、作業内容、作業場所、会議体、課題

管理、工程管理、全体作業スケジュール等

を記載 

契約締結後５日（行政機関の休日

を含まない。）以内 

２ 会議の議事録 関係機関との調整のための会議等におけ

る議事内容を記載 

会議等終了後３日（行政機関の休

日を含まない。）以内に担当部署

の承認を得た上で、メールで提

出。また、項番 17 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。 
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項番 成果物名 記載内容 納品期日 

３ 農地情報紐づけ実施における

業務・運用フロー、手順書 

農地情報紐づけ実施における業務・運用

フロー、手順書を取りまとめた資料 

詳細は、２.４を参照 

年度当初に見直しを実施した資

料 

令和５年４月 28 日 

 

本業務を実施する中で検知した

修正を反映した最終版資料 

令和６年３月 29 日 

４ 農地情報紐づけ実施結果およ

び関連データ 

農地情報紐づけ実施結果および関連デー

タ 

詳細は、２.３、２.５を参照 

令和６年３月 29 日 

５ 紐づけ手法改善要望資料 紐づけ手法に係る改善要望を取りまとめ

た資料 

詳細は、２.５を参照 

改善要望を認知してから 1 か月

以内に提出（対応策を含む）。ま

た、項番 17 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。 

６ 引継計画書 前運用・保守事業者からの引継における

引継計画書 

詳細は、２.６ アを参照 

令和５年４月 28 日 

 

７ 引継結果報告書 前運用・保守事業者からの引継における

引継結果書 

詳細は、２.６ アを参照 

令和５年６月 30 日 

 

８ 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 

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、令和５年度運用保守の

内容を反映させた資料 

詳細は、２.６ イを参照 

年度当初に見直しを実施した資

料 

令和５年５月 31 日 

 

本業務を実施する中で検知した

修正を反映した最終版資料 

令和６年３月 29 日 

９ 運用業務報告書及び保守業務

報告書 

月次の運用業務報告書及び保守業務報告

書 

詳細は、２.６ イを参照 

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） 

各年度の最終月は同月最終日。 

10 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 

詳細は、２.６ イを参照 令和６年３月 29 日 

11 改修の際に作成、更新した資

料 

詳細は、２.６ イを参照 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。 

12 運用実績報告書及び保守実績

報告書 

契約日から令和６年３月までの全報告書 

詳細は、２.６ イを参照 

令和６年３月 29 日 

13 障害報告書 詳細は、２.６ イを参照 障害発生後、速やかに提出するこ

と。 

14 情報システム運用継続計画書 詳細は、２.６ イを参照 担当部署と協議の上、期日を設定

すること。 

15 データ消去完了報告書 詳細は、２.６ エを参照 令和６年３月 31 日 

16 引継資料 次期事業者への引継資料一式 

詳細は、２.７を参照 

令和６年３月 29 日 

17 業務実施結果報告書 ２.１から２.７までの業務の結果を取り

まとめた報告書 

令和６年３月 29 日 
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項番 成果物名 記載内容 納品期日 

18 情報資産管理標準シート 契約金額の内訳を記載した情報資産管理

標準シート 

契約締結後速やかに提出 

 

（２） 納品方法 

納入部数及び体裁については以下に基づくこと。以下の体裁に従うことが困難である場合は、

事前に担当部署に申告し、その指示に従うこと。 

・ 電子媒体：2部（原則として、Microsoft Office 形式及び PDF 形式の両方） 

・ 成果物は全て日本語で作成すること。 

・ 納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも合わせて納品するこ

と。 

・ 成果物の作成に当たって、その使用の障害となるような特別なツールを使用しないこと。 

 

電子データを格納する媒体の種類及びデータ形式は、担当部署と協議して決定すること。また、

納品媒体及びデータについては、ウイルス等悪意を持ったソフトウェアを混入させないように、

提出までに受注者側で責任をもってチェックし、電子媒体で納品する際にはウイルス対策に関す

る情報（ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日）を記載したラベルを貼り付け

ること。 

紙媒体でしか提出できないもの（手書き図面等）の提出方法については、担当部署と協議して

決定すること。 

 

（３） 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 

 

 

２.10 担当者・連絡先 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

 担当 向江、佐藤、久田、栁田、太田 

電話 03-3502-8438 

メールアドレス map@maff.go.jp 
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３. 作業の実施体制・方法に関する事項 

３.１ 作業実施体制 

プロジェクトの推進体制については、下図のとおりである。 

また、受注者内の体制については想定である。受注者は、業務内容と要件を踏まえ、必要な体

制を提案すること。 

なお、本業務の遂行にあたっては、担当部署のみならず、関係部署担当者とも連携を密にし、

作業を実施できる体制を準備すること。 

 

図 3 作業実施体制 

    

表 3 作業実施体制における役割・責任 

No 構成メンバー 役割・責任 受注者 

１ 業務全体責任者 本業務における統括責任者。作業計画、要員

等業務遂行に必要な資源を確保することに責

任をもつ。 

○ 

２ 紐づけ実施業務管理者 本業務における管理者。作業の進捗、課題管

理に責任をもつ。 

○ 

３ 紐づけ実施作業員 本業務における各業務を担当する。業務管理

者が兼務しても良い。 

○ 

４ 運用・保守管理者 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務の

運用・保守を担う。 

運用・保守のチームリーダとして作業状況を

管理する。 

○ 

５ 運用・保守作業担当者 運用・保守管理者の管理の下、その指示に基

づいて各作業を実施する。 

○ 

４ ＰＭＯ 担当部署からの全般的な相談対応を行う。 - 

５ ＰＪＭＯ 大臣官房デジタル戦

略グループ 

管理組織として、本業務の進捗等を管理す

る。また、各種資料に対する承認を行う。 
- 
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No 構成メンバー 役割・責任 受注者 

６ 経営局農地政策課 受注者からの農地台帳に係る問合せ対応等を

行う。 
- 

７ 農産局穀物課経営安

定対策室 
受注者からの水田台帳に係る問合せ対応等を

行う。 
- 

８ 経営局保険課 受注者からの農業共済台帳に係る問合せ対応

等を行う。 
- 

９ 大臣官房統計部 受注者からの筆ポリゴンに係る問合せ対応等を

行う。 
- 

10 農村振興局農村政策

部地域振興課 
受注者からの中山間地域等直接支払に関する

台帳に係る問合せ対応等を行う。 
- 

11 農村振興局整備部農

地資源課 
受注者からの多面的機能支払に関する台帳に

係る問合せ対応等を行う。 
- 

12   農産局農業環境対策

課 
受注者からの環境保全型農業直接支払に関す

る台帳に係る問合せ対応等を行う。 
- 

13 その他関連部局 必要に応じて紐づけ対象の台帳等に係る問合

せ対応等を行う。 
- 

14 開発事業者 本業務で紐づけをするためのツールや紐づけ

を行ったデータを格納、活用する農林水産省

地理情報共通管理システムの令和５年度開発

業務を実施する。 

- 

15 運用保守事業者 本業務で紐づけをするためのツールや紐づけ

を行ったデータを格納、活用する農林水産省

地理情報共通管理システムの運用保守業務

（紐づけ管理Web以外）を実施する。 

- 

16 工程管理事業者 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・各

種調整、コンサルティング業務を実施する。 

- 

 

 

３.２ 作業要員に求める資格等の要件 

受注者は、本業務の遂行にあたり、ＧＩＳ、農地情報及びその諸制度について知識のある者、

ならびに本業務に必要な知識・知見のある者を確保すると共に、適切な作業体制を確保すること。

業務遂行において、専門的かつ高度な知識に基づきながら、当省職員や関係先と、日本語により

円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 

 

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業務全体責任者として、次

の①及び②の要件を全て満たす者を配置すること。ただし、②については責任者を補佐する者が

満たしている場合も可とする。 

① プロジェクトマネジメントの経験を５年以上有すること。 

② 「情報処理の促進に関する法律」(昭和 45 年５月 22 日法律第 90 号）に基づく情報処理技術

者試験の「プロジェクトマネージャ」又はプロジェクトマネジメント協会（ＰＭＩ）が認定

する「プロジェクトマネジメントプロフェッショナル（ＰＭＰ）」の資格を有すること。 

 

また、上記の業務全体責任者の指揮・総括の下で実務を担い、作業状況を管理する業務管理者

として、調査、コンサルティング等の業務の経験年数を２年以上有する者を配置すること。 

なお、運用・保守の体制については、以下の資格・経験を要件とする。 
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運用・保守管理者 

業務全体管理者の指揮・総括の下で運用・保守を担い、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、クラウドサービスを用いたシステムの運用・保守業務の実績を有

すること。 

(イ) IPA の情報処理技術者試験の高度試験のうち、ネットワークスペシャリスト試験

又は IT サービスマネージャ試験のいずれかに合格している、あるいは情報処理

安全確保支援士、情報セキュリティスペシャリスト又はテクニカルエンジニア

（情報セキュリティ）試験の認定資格を有すること。 

 

運用・保守作業担当者 

  運用・保守管理者の下で各作業を実施する担当者として、情報システムの運用・保

守業務の経験年数を２年以上有する者を１名以上配置すること。 

 

受注者は、原則業務完了まで継続して続けられる者を担当者とすること。万が一交代する場合

も担当部署の事前承認を得た上で、同等以上の人物を確保すること。 

再請負をする場合には、再請負先の作業・意思決定権を持つ再請負先責任者を再請負先に配置

すること。再請負先責任者及びその要員について、再請負の内容に適した資格、経験等を保有し

ていることを確認すること。業務全体責任者は、再請負先も含めた業務の全体の進行管理を実施

すること。 

 

 

３.３ 作業場所 

本業務の遂行に必要な作業場所、備品、消耗品等の一切については、すべて受注者の責任にお

いて用意すること。 

担当部署との会議については、原則的に農林水産省本省で実施する。なお、各機関への問合せ・

ヒアリングについては、原則的に現地で実施されることを想定しておくこと。 

 

 

３.４ 作業の管理に関する要領 

受注者は、以下のとおり作業管理を実施すること。 

・ 本業務の進捗状況（作業内容、作業予定及び実績、作業上の課題、課題に対する対応方針、

直近の作業内容）について定期的に報告（キックオフ会議を除き月２回程度）し、担当部署

の確認を得ること。 

・ 担当部署からの求めに応じ、適宜、資料を作成し、検討状況を報告すること。 

・ 報告の方法は、対面を原則とするが、適宜、担当部署と協議すること。 

・ 進捗状況について、担当部署からの照会があった場合は、速やかに回答すること。 

 

４. 作業の実施に当たっての遵守事項 

４.１ 機密保持、資料の取扱い 

(１) 情報セキュリティの確保 

受注者は、以下のとおり機密保持、資料の取扱いを実施すること。 

 

・ 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３

月 31 日農林水産省訓令第４号。以下「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
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セキュリティ要件を遵守すること。なお、「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」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。 

・ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 

(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。 

(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 

(ウ) 持出しを禁止すること。 

(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の

事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。 

(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不

可能な状態にすること。 

(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、

必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。 

・ 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、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水

産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。 （農林水産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。 

・ 本業務の遂行に当たっては、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏名等を記載

した作業体制図を提出するとともに、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を提

出すること。なお、情報管理責任者と個人情報取扱責任者が同一の場合には、その旨を記

載すること。 

・ 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、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、担当部署の指示

に従うこと。 

・ 本業務の遂行に当たっては、従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務契約を締

結すること。 

・ 受注者環境に本業務に必要な情報以外を保持することのないよう、不要になった情報は適

宜、担当部署に返却すること。 

・ 本業務において使用するソフトウェアについては、既知のセキュリティホールに対するセ

キュリティ対策を行うこと。 

・ 本業務の実施期間中及び瑕疵担保責任の期間中において、受注者における情報セキュリ

ティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、担当部署に、第一

報として事実の報告とその時点で判明している影響の範囲を報告し、受注者の負担と責任

において次の各事項を直ちに実施すること。また、受注者以外の者の作業も含め、対処に

係る費用は全て受注者が負担すること。 

ア 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲の調査及び担当部署への報告 

イ 情報セキュリティ侵害に対応するための手順等の作成・周知 

ウ 情報セキュリティ侵害に対応するための対応手順等に基づく措置の実施 

エ 情報セキュリティ侵害によって被害を受けた農林水産統計システムの復旧措置 

オ 担当部署の指示に基づく措置の実施 

カ 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応措置等を内容とする報告書の作

成・提出 

キ 再発防止対策の迅速な立案・提出 

ク 承認された再発防止対策の速やかな実施 

・ 受注者がその役務内容を一部再請負する場合は、再請負されることにより生ずる脅威に対

して情報セキュリティが十分に確保されることを目的として、情報セキュリティ監査を受
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入れるとともに、業務内容、品質等のサービス水準保障のための措置を講じること。 

・ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントなどの事故が発生した場合、ただち

に報告すること。 

・ 別紙１「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行なうこと。 

・ 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ぜい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など、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、ぜい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など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など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 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

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。 

 

(２) 個人情報の取扱い 

受注者は、以下のとおり個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該契約に含ま

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。）の取扱いに取り組むこと。 

・ 個人情報の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、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 個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制 

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） 

・ 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など個人

情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、担当部署の承認を得た上で実施すること。ま

た、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 

・ 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。なお、複製の実施は必要

最小限とし、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・消去す

ること。 

・ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報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、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署

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。また、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。

受注者（法人である場合にあっては、その役員並びにその職員その他の本業務に従事して

いる者及び従事していた者）は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）第 53 条及び第 54 条により罰則の適用がある。 
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・ 農林水産省の PC、サーバにて作業を行う場合は、受注者の USB メモリは使用しないこと。

なお、農林水産省から USB メモリを貸与することは可能なので、USB メモリを使用したい

場合は農林水産省の指示を受けること。ただし、貸与された USB メモリは、受領時と返却

時に受注者でウイルスチェックを行うこと。 

・ 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。 

・ 受注者は、農林水産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請

負する場合は、受注者（必要に応じ農林水産省）は、原則として年１回以上の再請負先へ

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。 

 

４.２ 遵守する法令等 

受注者は、著作権法（昭和 45 年５月６日法律第 48 号）、不正アクセス行為の禁止等に関する

法律（平成 11 年８月 13 日法律第 128 号）等の関係法規を遵守すること。 

 

４.３ 標準ガイドラインの遵守 

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、最新のものを参照し、

その内容に従うこと。 

 

５. 成果物の取扱いに関する事項 

５.１ 知的財産権の帰属 

（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、受注者が本業務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、全て農林

水産省に帰属するものとする。 

なお、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示された著作物等についても、今後の業務

（農地情報紐づけ実施業務）で使用する目的の範囲に限り、農林水産省は、当該著作物等を

自由に、追加費用を払うことなく利用できるものとする。 

（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、本業務を遂行するために必要な範囲で、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等につい

て協議するものとする。 

（３）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、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受

注者から農林水産省に移転するものとする。 

（４）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
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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。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農林水産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、農林水産省は係る紛争等の事実を知っ

たときは、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。 

（５）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。 

（６）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。 

（７）この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の紛争等が生

じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責

任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実

を知ったときは、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。 

 

５.２ 契約不適合責任の条件 

（１）農林水産省は、検収完了後、成果物について仕様書との不一致（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）当該契約の不適合について、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）前各号の規定は、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。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ときはこの限りでない。 
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６. 入札参加資格に関する事項 

応札者は、以下の要件を満たしていることの証明書を提出すること。（提出期限は、入札説明

書を参照すること。） 

 

６.１ 公的な資格や認証等の取得 

本業務を確実に遂行するため、応札者は次の条件を満たしていることを証明すること。 

・ 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。）の認定を有していること。または、これと同等の品質管

理体制を有していることを証明できること。 

・ 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保証する者として以下の

いずれかの条件を満たすこと。 

ア ISO27001(JISQ27001）/ISMS 適合性評価制度の認証取得事業者 

イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾事業者 

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 

 

６.２ 入札制限 

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（旧農林水産省ＣＩＯ補佐官に

相当）、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最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。 

また、相互牽制及び調達の公平性の観点から以下に示す事業者について相互に入札制限の対象

とする。 

 

No 調達案件名 入札制限対象となる事業者 制限設定理由 

１ 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 

「農林水産省地理情報共通管理シス

テム開発の工程管理等に係るコンサ

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 

２ 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 

「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」の受注者 

相互牽制のため 

３ 農林水産省地理情報共

通管理システム令和 5 年

度「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 

「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」の受注者 

相互牽制のため 

 

６.３ 複数事業者による共同入札 

単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同業務体（対象業務を共同して

行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。）として参加す
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ることができる。 

その場合、証明書等の提出時までに共同業務体を構成し、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提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本業務に対する入札を行うこ

ととし、他の者は構成員として参加するものとする。ただし、共同業務体として参加する者につ

いては、他の共同業務体又は単独で本入札に参加することはできない。 

なお、共同業務体の代表者、構成員のそれぞれが、上記６．１及び６．２の条件を満たす必要

がある。 

さらに、共同業務体として本入札に参加する場合は、共同業務体の結成に関する協定書（又は

これに類する書類）を提出すること。また、協定書の作成に当たっては、業務分担及びその考え

方並びに実施体制についても、明確に記載すること。 
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７. 再請負に関する事項 

７.１ 再請負の制限及び再請負を認める条件 

ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。 

また、再請負できる業務は、原則として再請負比率（請負契約金額に占める再委託金額

の割合をいう。以下同じ。）が 50 パーセント以内の業務とする。ただし、農地台帳、水

田台帳等の農地に関する各種台帳のデータ収集や紐づけ作業の現地対応等するために各

都道府県に拠点を有している事業者に再請負を行うことは、農業委員会や地域農業再生

協議会等の全国の関係機関の現場負担・作業時間を減らし全国の農地情報の紐づけを実

現させる重要な要素であり、これは本業務の性質上やむを得ないものであることから、

再請負比率が 50 パーセントを超える業務を請負せることができる。なお、この場合にお

いて、再請負比率は当該再請負の金額を全ての再請負及び契約金額から減額して計算し

た率とする。 

イ 受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 

ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再請負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。再請負を行

う場合、再請負先が「６．２入札制限」に示す要件に該当しないこと。 

 

７.２ 承認行為 

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請負する場合には、あらかじ

め再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再請負の必

要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を提出し、あらかじめ承

認を受けること。 

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

に関する書面を提出し、承認を受けること。 

ウ  再請負の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合（以下「再々

請負」という。）には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を

行う業務の範囲を書面で報告すること。本業務を確実に遂行するため、入札者は次の条

件を満たしていることを、具体的な事例を挙げて証明すること。 

 

７.３ 再請負先の契約違反等 

受注者は、再請負先及び再々請負先において、本仕様書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、一切の責任を負うこと。 

なお、農林水産省は、当該再請負先及び再々請負先への再請負及び再々請負の中止を請求する

ことができるものとする。 
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８. その他特記事項 

８.１ 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、本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 

資料閲覧場所は本省（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 

・ 令和５年１月 18 日から令和５年３月９日まで 

・ 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 

最大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２「閲覧申込書」

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３「機密保持誓約書」に記載の上、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 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

電話 03－3502－8438 

メールアドレス:map@maff.go.jp 

担当者 向江、佐藤、久田、栁田、太田 

 

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。 

・ 令和４年度の「農地情報紐づけ実施業務」の成果物（本業務公告時点） 

・ 過去の検討資料等 

・ 遵守すべき農林水産省独自の規定類 

 

８.２ 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、既定の質問書により質問すること。なお、質問書

に対する回答は適宜行うこととする。 

 受注者は、本業務受注後に本仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その

変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協

議において、その変更内容が軽微（委託料、納期に影響を及ぼさない）かつ許容できると

判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面を双方が確認することによって変
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更を確定する。本業務において、疑義が生じた場合は、速やかに担当部署と協議すること。 

 

９. 付属文書 

付属文書は下記の通り。 

・ 別表  対象とする農地関係制度及びデータについて 

・ 別紙１ 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

・ 別紙２ 閲覧申込書 

・ 別紙３ 機密保持誓約書 

・ 別紙４ 質問書 

・ 別紙５ 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

書案 

 


