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1 調達案件の概要 

1.1 事業の背景と目的 

我が国経済・社会は、少子高齢化･人口減少等、様々な課題を抱え、行政に対して

求められるサービスは多様・肥大化している一方、財政・人員に係る制約はますま

す厳しくなってきており、限られた財政・人員で社会的需要に十分に応えた事業・

施策の立案を行っていくためには、行政コストの削減を図りつつ、生産性を向上さ

せていくことが求められている。 

政府の会計手続（補助金、委託費、物品購入、役務請負、旅費、謝金、給与等の

個別業務や予算示達、支出負担行為、支出決定、証拠書類提出、歳入等の共通業

務）については、政府共通システムである ADAMS（官庁会計システム）、GEPS（政府

電子調達システム）、SEABIS（旅費等内部管理業務システム）、人事給与システム

などを利用して、予算示達を行ったり、契約手続や支払手続を行ったりする必要が

あり、さらに、令和４年１月に ELGA（会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システ

ム）がリリース予定であり、それにより、会計業務の電子決裁化が加速化し、当該

システムを用いて電子決裁を行うことで会計検査院へ提出する証拠書類も電子化が

可能となる予定である。 

経済産業省では、予算の執行状況の管理及び ADAMSとの連携（手動による csvタ

ンキング）を行うため、平成２２年度に予算管理システムを開発し、平成２３年度

から運用しているところ。これにより、補助金や委託費等の予算執行状況の管理は

行えるようになったものの、業務の上流に位置する予算配分（予定総表や支出負担

行為等の示達、個々の事業毎の予算）に対する残高管理や、庁費の少額での契約・

SEABISを利用した執行の情報については予算管理システムの対象外（機能無し）な

ため、予算の一元管理が行えておらず、非効率な状況である。また、上述のとお

り、多岐にわたる政府共通システムを利用しなければならず、同じ情報を何度も要

求されたり、政府共通システムを利用する業務によっては定型かつ定例（毎日等）

で手入力を行っていたりしており、業務負荷がかかっている状況である。 

そのため、令和元年度に経済産業省の会計手続の簡素化・効率化を行うための検

討・調査を行った（※）。検討・調査の結果、「紙が多い」「情報が散在」「確

認・修正が多い」の大きく３つの課題が明らかになり、これを解消するため、デジ

タル３原則（デジタルファースト、ワンスオンリー、ワンストップ）に対応した新

しい予算管理システム（以下「新システム」という。）のあるべき姿の骨格を整理

し、さらに、令和２年度に新システムに必要な要件の具体化作業を行ったところ。 
※参考：令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（デジタル化等

による経済産業省の会計手続の簡素化・効率化に向けた検討・調査）成果報告書 
ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000044.pdf 

新システムが実現すれば、会計手続に関わる経済産業省内部の職員の負担を軽減

し、担当原課はこれまで以上に政策立案・執行に時間を充て、会計審査部門は、会

計手続の内容審査や担当原課の会計手続支援に充てることが可能となる。 

本事業では、上述のシステム構築の背景・目的を踏まえ、後述する新システムの

ロードマップを前提に、新システムの構築を行う。 

 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000044.pdf
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1.2 事業期間 

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

※令和４年度に係る契約は、令和３年度末に受注者と協議の上、令和４年度に別

途契約する予定。 

 

1.3 スケジュール 

（ア）ロードマップ 

本プロジェクトで開発する新システムは、令和４年度第４四半期に順次リリース

することを目標に、今後２年間で開発を行うものである。 

 

 

（イ）ネットワーク構成図 

本プロジェクトのリリース時に想定するネットワーク構成図を以下に示す。な

お、「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」を踏ま

え、クラウド環境（経済産業省と閉域接続サービスを行うクラウドサービス

[SalesForce]上に構築 ※）での構築を前提とするが、オンプレ環境（経済産業省

が用意するサーバ上に構築）を利用した方が優位であると判断した場合には、これ

を排除することはしない。よって、新システムで構築する環境は、クラウド環境又

はオンプレ環境のいずれかを提案すること。 
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また、政府共通ネットワークを介することによる利便性の向上と、コスト負担・

稼働負荷等を検証の上、接続を行うことを想定しており、検証結果によってはネッ

トワーク構成に変更はあり得る。 

※経済産業省職員が使用する端末は、インターネット分離が図られているなど各種

セキュリティ対策がなされているため、制約条件があることを踏まえて新システ

ムの設計開発を行うこと。なお、令和４年２月に基盤情報システムサービスの更

改が予定されている。 
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2 情報システムに求める要件 

2.1 システム化範囲 

本プロジェクトにおいて開発するシステムの全体像を下図に示す。今年度事業に

より開発を行う範囲及びスケジュールは提案によることとするが、後述する「2.3 

想定する開発方式等」に記載の優先機能群を参考にすること。なお、政府共通シス

テムとの連携（API等）はシステム所管省庁との調整が必要となるため、令和３年度

の事業開始後から調整を開始するなど、計画的なスケジュールで開発を行うこと。 

 

※連携するシステム（上図の他システム含む）については、要件定義書「2.6 外部

インタフェースに関する事項」を参照すること。 

※タンキング機能は、新システム側で、ADAMS（大臣業務）にインポートするための

指定の CSVファイルを出力できる機能をいう。ADAMS（大臣業務）へのインポートは

手動で行うことを想定している。 

 

2.2 実現する主な機能の一覧 

実現する主な機能は以下の内容を予定している。機能要件、非機能要件等の実装

に必要な要件については、別添「要件定義書」に従うこととするが、ライフサイク

ルコスト低減のために開発量は最小化することを志向しているため、各種要件等に

おいて、標準機能等により同等の要件が実現できる場合は、提案時にその同等性を

証明することにより、要件の変更を認める。 
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機能名称（仮称） 機能の概要・説明 

予算管理データベース機

能 

予算や示達（予算配分）の残高を管理するため、予算配

分情報や執行情報をデータベース化するための機能。

他システムから出力された情報を CSV でインポートす

る機能も含む。 

外部システムとの連携機

能 

政府共通システム等と連携するため、APIや CSVタンキ

ングを行うための機能 

データ出力機能 蓄積された情報（データベース）を最大限活用するた

め、CSVや PDF等による出力を行う機能。出力する様式

を帳票化するかは提案によるものとする 

※帳票やファイルに関する要件は要件定義書「2.3帳票

に関する事項」「2.4ファイルに関する事項」に記載の

とおりであるが、要件定義書は、簡易な定型様式は経済

産業省職員側で自由に設定・登録できる BI ツールのよ

うな機能を備える想定で記載している。よって、そのよ

うな機能を実現しない場合は、帳票やファイル数が増

えることに留意すること 

ポータル機能 定型様式で業務発生頻度が多い単価契約の発注業務や

消耗品類の職員への払出業務の申請・実績を管理する

ための機能。なお、外部との手続は含めず、省内手続を

ポータル化するもの。 

認証機能 経済産業省の全職員（約 11,000人）が利用する可能性

があるが、最低限、要件定義書「1.2 規模」に記載の利

用者区分・利用者数分は用意すること。そのため、経済

産業省基盤情報システムの利用者認証（クライアント

ＰＣ端末へのログインＩＤ・ＰＡＳＳ）などを利用した

シングルサインオン（フェデレーション方式等）が可能

か、本事業期間中に経済産業省と一緒に行い、協議の

上、主体認証方法を決定すること。 

シングルサインオンは、クラウドの場合は職員 IDを用

いた SAML プロトコル認証を、オンプレの場合は GIMA 

ID を用いたフェデレーション認証(OpenIDConnect 方

式)を想定しているため、当該認証方法ではログインが

不可なパッケージ製品等を用いる場合は、提案時にそ

の旨提示すること。 

 

2.3 想定する開発方式等 

新システムは、フェーズ１～フェーズ２の開発期間を通じて、要件定義書で定め

る対象業務のシステム化を行い、業務の簡素化・効率化を目標としている。このた

め、短い期間での開発サイクルで、上述の機能開発、外部システムとの接続（API連

携等）の対応が必要となる。 
 そのため、開発手法については、仕様書では定義せず提案によるものとする。た
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だし、アジャイル開発を採用する場合には、以下の点に留意すること。なお、アジ

ャイル開発を採用する場合の想定スケジュール（例示）を下図に示す。 

（アジャイル開発時の留意点） 

① 実現する業務について適切な粒度の機能に細分化した計画とすること。細分化し

て実装された個々の業務について、当省が実際の業務フローをイメージできる形

でのテスト及びレビューをあらかじめ計画すること。 

② 開発に当たっては標準的なライブラリやフレームワークを活用すること。 

③ ローコード開発を取り入れる場合は、採用するツールが継続的に活用できるもの

か検討した上で、採用を決定すること。 

④ セキュリティ・品質基準を事前に策定・明確化し、設計・開発時からテスト、リ

リースに至るまで、セキュリティ・品質を継続的に作りこめる計画とすること。 

⑤ 開発体制に技術力を有するスクラムマスターを配置する等、アジャイル開発に適

した体制とすること 

⑥ 機能開発のマイルストーンとして、令和３年度末までに１次優先機能群及び共通

機能群の開発を終わらせること。 

⑦ ２次優先機能群、３次優先機能群及びその他優先群は、例示した下図に拠らず、

受注者のプロジェクト体制等を踏まえ、より良い開発スケジュールを提案するこ

と。ただし、リリースは「1.3スケジュール」のとおり行うこと。 

 

（アジャイル開発時の想定スケジュール（例示）） 
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上図はあくまでも例示である。また、上図２．機能開発における機能群の内訳は

下表のとおりであり、１つのイテレーションの中に複数のシステム機能があるた

め、各システム機能の開発サイクルは短くなるが図上は束ねて表記している。な

お、下表に記載のシステム機能の内容については、要件定義書のシステム機能一覧

を参照のこと。 

 

業務 Lv1 システム機能 他ｼｽﾃﾑ連携 優先機能群 

1_予算配分 

01_科目登録 

02_予定総表 

03_示達登録 

04_執行計画登録 

05_予算・示達残高管理 

ﾀﾝｷﾝｸﾞ 

同上 

同上 

同上 

同上 

1次優先機能群 

01_随契申請 

02_執行申請(11月以降) 

- 

- 
2次優先機能群 

2_執行 

01_補助金管理 

02_委託費管理 

03_庁費管理 

04_債主情報管理 

05_概算払･前金払の承認情報管理 

06_謝金管理(SEABIS以外) 

07_分任官(常設)管理 

- 

- 

- 

API 

- 

- 

- 

2次優先機能群 

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

マイルストーン

1. 開発計画
　全体要件確認・開発計画作成

2. 機能開発
　2.1　１次優先機能群

　2.2　共通機能群

　2.3　２次優先機能群

　2.4　３次優先機能群

　2.5　その他機能群

3. 外部連携機能開発
　3.1　外部連携（API）機能

　3.2　外部連携（その他）機能

4. アプリケーション基盤

5. データ移行

6. その他
（マニュアル作成・教育等）

7. 運用保守

令和3年度 令和4年度 令和5年度

イテレーション２

イテレーション２

イテレーション１

イテレーション１

イテレーション２

イテレーション２イテレーション１
リリース
に向け調

整

連携調整 ・ 仕様確定 ・ 設計 ・ 製造 ・ テスト
（連携先省庁と要調整）

検証環境設計・構築 本番環境設計・構築

移行リハーサル１ 移行リハーサル２ 本番移行

教育

運用保守開始

テスト テスト

テスト

イテレーション１

マニュアル作成

製造仕様・設計

リリース
に向け調

整

移行設計

イテレーション２イテレーション１

▼
1次優先機能群、共通機能群の開発終了
成果物納品

▼予算配分業務リリース
▼執行業務リリース

▼残りリリース
成果物納品
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08_分任官(臨時)管理 

09_ADAMS(官署業務)との連携 

- 

API 

01_物品発注 

02_単価契約発注 

03_GEPSとの連携 

- 

- 

API 

3次優先機能群 

3_証拠書類 01_ELGAとの連携 API 2次優先機能群 

4_その他 

01_債権情報の管理 API 3次優先機能群 

01_補助金財産管理 

02_委託物品システム連携 

03_任免情報の登録 

- 

ﾀﾝｷﾝｸﾞ 

- 

その他 

5_共通機能 

01_登録情報検索 

02_ステータス管理 

03_登録情報の活用 

04_アカウント管理 

05_必須入力項目の設定 

06_ログイン機能 

07_マスタ管理 

- 

- 

- 

- 

- 

ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾝｵﾝ 

- 

共通機能群 

(1 次優先機能群と

同時期に開発) 
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3 作業の実施内容 

3.1 設計・開発実施計画書等の作成 

（ア）全般 

(1) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン及び同解説書を踏まえた手順とする

こと。 

(2) 要件定義書に記載するシステム方式に準拠し、契約締結後５営業日以内に作業体

制とともに設計・開発実施計画書（案）を作成し、経済産業省（以下「当省」と

いう。）の承認を得ること。 
設計・開発実施計画書にはマスタスケジュール、体制、開発方針の他、進捗管

理、課題管理、変更管理、リスク管理、コミュニケーション管理、情報セキュリ

ティ管理の各方法（以下①～⑤）について、受注者が提案し、担当職員と検討し

決定した項目について記すものとする。 

① 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制 

② 本件特定役務の実施に当たり、生産物等に受注者又は受注者以外の他の者に

よる意図せざる変更が加えられないための管理体制 

③ 情報セキュリティインシデントの対処方法 

④ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 

⑤ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 

なお、アジャイル方式で開発を行う場合は、上記に加え、受注者が有効なプロジ

ェクト管理を行うために有効と思われるものについても提案すること、 

(3) 作業体制には、システム開発作業責任者、システム開発作業に係る個人情報取扱

責任者及びシステム開発作業担当者の氏名及び所属、担当作業の内容、指揮命令

系統、情報セキュリティ対策に係る管理・連絡体制並びに連絡先を明記するこ

と。 

(4) 開発期間中における変化への対応、運用開始後における継続的な改善にも対応可

能な体制を確立すること。 

 

（イ）全体工程・進捗管理 

(1) プロジェクトの状況を正しく把握し、計画工数内で、所定の期日までに成果物を

作成することを目的として、進捗管理手法を提示し、進捗管理を実施する方法を

提案すること。 

(2) 進捗について週次進捗報告書及び月次進捗報告書を作成し、進捗会議を開催して

当省に報告すること。その際定性的・定量的に進捗状況を報告し、当省において

進捗の妥当性が評価できるようにすること。遅れが発生した場合には担当職員と

協議の上必要に応じ計画の見直しを行うこと。 

(3) 前項における報告等平時の報告は書面又はオンラインで行うなど、効率的な事業

運営に努めること。 

 

（ウ）課題管理 
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事業の進捗管理、成果物の品質確保及び納期遵守の観点から、顕在化している事

象を課題として管理する。課題の管理に当たっては、その事象、解決策、解決期

日、解決担当者等を記した課題管理台帳を作成し、適宜、更新して管理することを

想定している。管理は当省及び受注者の双方で共同管理できるようなツールを活用

するなどし、非効率な運用をできる限り避けること。 

 

（エ）リスク管理 

まだ発生していないが、顕在化すれば成果物の品質確保及び納期遵守に影響を及

ぼす可能性のある事象をリスクとして管理すること。リスクの管理では、その事

象、対応策を当省と協議の上決定することとし、その実施については、状況を監視

した上で、顕在化の恐れが高まった際に実施する等、監視方針や対応策実施の契機

となる状態の定義等も合わせて台帳管理すること。 

 

（オ）変更管理 

プロジェクト開始時に要件の優先度付けを行い、優先度に従った作業計画を策定

すること。プロジェクト実施中に要件の追加や変更が発生した場合は、再度優先度

や変更可能な範囲、費用負担等について当省と検討した上で、都度計画の見直しを

行うこと。また上述のような優先度管理の方式を管理するためのツールを含めて提

案すること。 

 

（カ）コミュニケーション管理 

当省と受注者がプロジェクトにおいて発生する各種情報を効率的に取得、共有、

通知及び伝達するとともに、必要な事項について決定するためのコミュニケーショ

ンを管理する。当省と受注者の体制及び地理的、時間的な条件を考慮し、最も効率

的で正確かつ記録に残る方法を、情報や決定事項の類型に基づいて決定し、その実

施を管理すること。 
 重要事項の決定等を行う会議体の計画については、特にその出席者と決定すべき

事項が予定通りであるかを管理し、計画を逸脱する事象が発生した際には、課題あ

るいはリスクとしてこれを管理することを検討する。これらを考慮して有効なコミ

ュニケーション管理の方法を提案すること。特にシステムリリースのタイミングに

おいてはリリースの可否判断を満たすか判定のための会議体を設定し合意形成を図

ること。 
 また、コミュニケーションに必要なツールについては当事業の中で用意するこ

と。ツールはバックログ（要件および優先度）の管理、ドキュメントの管理、通常

のコミュニケーション、オンライン会議ツールを想定している。会議の議事録につ

いても当該ツール等を活用して、会議実施後５日以内に当省に報告すること。 

 

（キ）情報セキュリティ管理 

本事業では、受注者に提供、貸与若しくは閲覧を許可したすべての情報並びにそ

れらの情報を基に作成する成果物（中間成果物を含む。）及び関連資料を情報セキ

ュリティ管理の対象とする。これらの情報は全てプロジェクト外秘とし、外部の人

間への情報漏洩、改ざん、毀損が発生しないよう管理するとともに、そうした事象

が発生していないことを確認できる方法及び体制を整備すること。 
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3.2 機能開発 

（ア）開発工程 

(1) 開発に係る作業は、要件定義書の「2.機能要件の定義」、「3.非機能要件の定

義」に示す各事項を踏まえ実施すること。 

(2) テストに係る作業は、要件定義書の「3.13テストに関する事項」に示す。テス

トは単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テストなどのテストごとの内

容、方針、体制等をテスト計画に明示した上で実施するものとする。また、テス

ト計画に基づき、テスト実施状況について当省に報告を行うこと。 

 

（イ）環境構築 

(1) 本システムの稼働環境は、要件定義書の「3.12情報システム稼働環境に関する

事項」に示す。 

(2) 要件定義書の「3.12.1 クラウドサービスの構成」に基づき、クラウドサービス

に係る方式設計案を作成し、当省の承認を得ること。 

(3) 本番環境の他、テスト環境（当省又は受注者（受注者が委託した第三者を含

む。）がテストを実施する環境をいう。以下同じ。）などの詳細については、

当省の承認を得るものとする。 

 

（ウ）移行 

移行に係る作業は、要件定義書の「3.14移行に関する事項」に示す事項を踏まえ

実施すること。 

 

3.3 運用業務 

(1) 運用に係る作業は、要件定義書の「3.17運用に関する事項」に示す。 

(2) 運用計画書（案）を運用開始までに作成し、当省の承認を得ること。運用計画書

（案）には、要件定義書で示している運用業務として実施する事項の実施に係る

計画に加えて、障害時の対応要領について明記すること。 

(3) 運用状況について、当省が確認できる環境を提供するとともに、必要に応じて改

善を行うこと。 

(4) 障害発生時は運用計画書に従い、速やかに報告を行うこと。 

 

3.4 保守業務 

(1) 保守に係る作業は、要件定義書の「3.18保守に関する事項」に示す。 

(2) 保守作業計画書（案）を運用開始までに作成し、当省の承認を得ること。保守作

業計画書（案）には、要件定義書で示している保守業務として実施する事項の実

施に係る計画に加えて、障害時の対応要領について明記すること。 

(3) 保守状況について、当省が確認できる環境を提供するとともに、必要に応じて改

善を行うこと。 
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3.5 外部システムとの連携・調整支援 

本システムにおいて連携を想定する外部システムは、要件定義書「2.6外部インタ

フェースに関する事項」に示す。技術的な課題がある場合には、担当職員と相談の

上、事前検証などの計画を立てること。 

また、接続機能開発を想定している政府共通システム（ADAMS、ELGA等）につい

て、連携仕様の作成を行う。連携仕様の作成に当たっては、必要となる連携 I/F仕

様、連携テストの計画を組み込むこと。 

 

3.6 成果物 

（ア）納入成果物 

本プロジェクト（２年間）における納入成果物は、下表のとおり示す。なお、提

案された開発スケジュールを踏まえ、発注者との協議によって不要または他成果物

にて代替可と判断された場合はこの限りではない。 

また、各事業年度（各開発フェーズ）における納入成果物の対象項目と納入期限

については各事業の契約締結時に決定し、納入成果物の編集方法等の詳細について

はこの仕様書の定めるほか、担当職員と受注者が協議の上決定するものとする。 

成果物 内容 納期 

プロジ

ェクト

管理文

書 

プロジェク

ト計画書 

本事業に関する計画。目的、実施概要、体

制、スケジュール、会議体、プロジェクト

標準などをまとめた文書 

契約後、2週

間以内 

作業工程表

（WBS） 

本事業の実施に当たり、必要な作業及びそ

の成果物、担当者並びにマイルストーンを

記した作業工程表 

各種プロジ

ェクト管理

に係る成果

物 

プロジェクト管理に当たって、以下の成果

物等について作成。 

なお、必要とする成果物の種類、詳細等に

ついては、当省担当職員と受注者との間で

協議の上、決定。 

 各工程において、検討、決定すべき課

題や業務実施上の課題などを整理し一

覧形式にて管理する課題管理表 

 各種会議体における、合意内容、検討

内容等を記した会議議事録 

 企画段階における必要な作業、設計・

開発・テスト段階における必要な作

業、改修・テスト段階におけるシステ

ム改修に必要な作業等の完了に関する

作業完了報告 

各工程の終了

時点（各会議

資料について

は、会議開催

日前日） 
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成果物 内容 納期 

各種会議資

料（進捗会

議等） 

各種会議体の実施において必要に応じて作

成する、成果物の内容、作業報告、品質報

告等の資料 

情報資産台

帳 

情報資産（ハードウェア、ソフトウェア、

ネットワーク、データ（電子化されていな

いものも含む。）や知的資産等）を組織内

で継続的に管理・共有するため、その構

成、経費、仕様等の属性情報を記載した台

帳 

令和 4年 3月

31日 

設計 

・開発

標準 1 

設計標準書 各種設計標準及び命名規約（ドキュメント

管理基準を含む）を表した文書 

当省担当職員

の指定する日 

インタフェ

ース設計標

準 

インタフェース設計の標準を表した文書 

画面設計標

準 

画面設計の標準を表した文書 

帳票設計標

準 

帳票設計の標準を表した文書 

データベー

ス設計標準 

データベース設計の標準を表した文書 

プログラム

コーディン

グ標準 

プログラムコーディングに関する標準を表

した文書 

辞書 設計・開発等で使用する用語とその意味を

表した文書 

基本設

計書 

機能設計書 機能ごとのインプット、処理内容、アウト

プットを表した設計書（他システムとの連

携に必要な資源を含む） 

当省担当職員

の指定する日 

データ設計

書 

論理レベルでデータ定義表の最終化、及

び、論理テーブルの定義 (インタフェー

ス、コード含む)を表した設計書 

画面設計書 画面設計におけるレイアウト、項目等を表

した設計書 

帳票設計書 帳票設計におけるレイアウト、項目等を表

した設計書 

                                                      

1 一般的に業界で妥当と認められた又は公式に定められた標準に準拠したものでなければならない。 
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成果物 内容 納期 

システム方

式設計書 

本システムで提供するサービスを定義し、

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワー

ク等の構造を表した設計書（他システムと

の連携に必要な資源を含む） 

ソフトウェ

ア方式設計

書 

システム機能を実現するためのソフトウェ

ア構成、処理方式、処理内容を表した設計

書（他システムとの連携に必要な資源を含

む） 

外部インタ

フェース設

計書 

インタフェースに関する処理形態及び処理

内容。インタフェースが必要なデータ種別

（論理レベル）を明確にし、データ種別ご

とのデータ項目を表した設計書 

情報セキュ

リティ設計

書 

システム構成のコンポーネントごとの情報

セキュリティ方式（開発工程ごとの対策を

含む）を表した設計書 

詳細設

計書 

ソフトウェ

ア詳細設計

書 

基本設計の機能設計の内容を、プログラム

構造を踏まえ、物理レベルに詳細化した設

計書（他システムとの連携に必要な資源を

含む） 

当省担当職員

の指定する日 

データ詳細

設計書 

データ定義表に基づき、データ、ファイル

等の物理データ仕様(インタフェース含む)

を定義した設計書 

画面詳細設

計書 

画面定義及び項目毎の処理内容を定義した

設計書 

帳票詳細設

計書 

帳票定義及び項目毎の処理内容を定義した

設計書 

プログ

ラム設

計書 

プログラム

設計書 

プログラム単位で、処理ロジックなどの仕

様を定義した設計書（他システムとの連携

に必要な資源を含む） 

当省担当職員

の指定する日 

プログ

ラム等 

ソースプロ

グラム 

本システムで使用されているプログラムの

ソース（他システムとの連携に必要な資源

を含む） 

当省担当職員

の指定する日 

実行形式プ

ログラム 

本システムで利用されている実行形式のプ

ログラム（他システムとの連携に必要な資

源を含む） 

各種定義フ

ァイル 

本システムの環境構築で作成したツール、

実行環境、開発環境、環境定義ファイル

（他システムとの連携に必要な資源を含

む） 
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成果物 内容 納期 

その各種資

源 

本システムの使用に必要なソフトウェアラ

イセンス、ハードウェアなど（経済産業省

の既存システムとのデータ授受機構に関す

るもの、経済産業省から今回構築するシス

テムへのアクセスのためのインターネット

回線の使用権などを含む） 

テスト

文書 

テスト計画

書 

テストフェーズ（単体テスト、結合テス

ト、改修・テスト、総合テスト、受入テス

ト）ごとに、テスト目的、実施環境、実施

手順、スケジュール、体制、終了条件等を

定義した文書 

当省担当職員

の指定する日 

テスト仕様

兼結果報告

書 

テストフェーズごと、テスト実行単位（プ

ログラム、結合単位、シナリオなど）ごと

に、詳細なテスト仕様と結果報告（テスト

データやテスト結果を証明する書類を添

付）をまとめた文書 

教育文

書 

教育計画書 職員及びシステム管理者に対する教育に関

する計画書 

当省担当職員

の指定する日 

教育資料 教育を行う際に使用する教材等資料 

教育結果 教育の実施に対する作業報告をまとめた文

書 

システ

ム移行

文書 

システム移

行計画書 

本番運用に向けて準備すべき事項を整理し

た、導入に関する計画。移行方式、体制、

移行ツール、対象データ等を表した文書 

当省担当職員

の指定する日 

システム移

行手引書 

システム移行計画に基づいた実施手順を表

した文書 

システム移

行報告書 

システム移行の実施に対する作業報告をま

とめた文書 

運用管

理文書 

運用管理業

務手順説明

書 

本システムに係る運用管理業務手順を表し

た文書 

運用保守に関する業務手順の他、当省への

報告（定期報告、議事録、インシデント報

告、モニタリングデータ、改善対応報告

等）をまとめたもの 

当省担当職員

の指定する日 

操作マニュ

アル 

職員及びシステム管理者向けの本システム

に係る操作手順、操作内容を表した文書 

システム運

用手順書 

本システムの運用に係る手順を表した文書 

「システム保守・運用業務マニュアル」 

品質管

理文書 

品質計画書 性能の品質基準、品質評価プロセスを明確

にし、品質の維持・向上に関する体制、実

施概要、スケジュール等を記述。また、品

各工程の開始

日 



マーカーの意味：提案項目 

18 

 

成果物 内容 納期 

質管理に関するモニタリング機能及び各活

動の継続的な改善計画を表した文書 

ただし、品質

計画実施報告

書は、期間中

随時状況を報

告し、最終報

告を終了時点

に提出 

品質評価基

準書 

各工程における品質評価基準を表した文書 

品質計画実

施 

報告書 

各工程における品質管理活動の実施報告を

まとめた文書 

SLA文

書 

SLA合意書 本システムに係るＳＬＡを表した文書 

 

当省担当職員

の指定する日 

 

（イ）納入方法 

すべての納入成果物について、電子媒体（編集可能な電子ファイル（使用してい

る図表の元データも含むこと））を提出し、当省による検査を受けなければならな

い。ただし、当省が電子媒体による提出が不可能または不適切と認めた場合は書面

など別の方法により提出すること。 

納入の際は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果

物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。また、電子

媒体に記録した納入成果物を編集するためのソフトウェアは、必要に応じて当省に

提供すること。 

 

（ウ）納入場所 

〒100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省大臣官房会計課 
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4 作業実施体制・方法 

4.1 作業実施体制 

（ア）プロジェクト体制 

提案者は、本事業のプロジェクト体制（案）を提示すること。体制（案）には、

以下の役割と想定実施者、想定稼働日数を含めること。複数の役割の同一人物によ

る兼務も可能であるが、能力や稼働日数に即した提案とすること。 

(1) プロジェクトマネージャ（PM） 

本事業の責任者。本事業の全体工程・進捗管理、課題管理、リスク管理、コミ

ュニケーション管理等を行う。 

(2) プロジェクトリーダー（PL） 

主担当者（複数名が参画するチームにおいては、当該チームの責任者）。チー

ムに係る工程・進捗管理、課題管理、リスク管理、コミュニケーション管理等を

行う。 

(3) 営業担当 

契約等窓口 

 

（イ）プロジェクトマネージャ及びプロジェクトメンバー 

プロジェクトマネージャ及びプロジェクトメンバーに求められる資格・要件につ

いては、「4.2 応募参加要件（イ）作業要員の要件」を参照すること。 

 

4.2 応募参加要件 

（ア）受注者の要件 

以下の要件を満たすこと。 

(1) 本作業に従事する部門が、ISMS 又は ISO27001 を取得している、または同等のマ

ネジメントシステムで情報セキュリティ管理をしていること。 

(2) 本作業に従事する部門が、ISO9001 を取得している、または同等のマネジメント

システムで品質管理をしていること。 

 

（イ）作業要員の要件 

(1)プロジェクトマネージャは情報処理技術者試験制度の「プロジェクトマネージ

ャ」試験の合格者、又は PMP（Project Management Professional）の有資格者、

若しくはこれらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等から証明できる者で

あること。 

(2)経済産業大臣認定「情報処理技術者（システムアーキテクト）」の有資格者、若

しくはこれらと同等の技術水準を満たすことを業務経験等から証明できる者を１

名以上含めること。 

 

4.3 作業場所 
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(1) 設計・開発、テスト（単体及び結合）、運用・保守期間における作業場所及び環

境は、原則、受注者で用意すること。 

(2) 作業場所の選定に当たっては、経済産業省情報セキュリティ対策基準を遵守の

上、当省の承認を得ること。 

(3) 運用・保守業務において監視等拠点を当省外に設ける場合は、上記規程を遵守の

上、個人情報や機密情報等のデータを適切に取り扱えるよう対策を講じること。 
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5 作業実施にあたっての遵守事項 

5.1 情報セキュリティに関する事項 

以下の事項について遵守すること。 

1) 受注者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定め

たものを含み、以下 2)～18)に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、

書類等（以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。）につい

て、経済産業省（以下「当省」という。）の担当職員（以下「担当職員」とい

う。）に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約

締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員に提示し

了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、定期的に、情報セキュ

リティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況（「情報セキュリティに

関する事項の遵守の方法の実施状況報告書」（別紙））を紙媒体又は電子媒体に

より報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案

を提出し、同意を得ること。 

なお、報告の内容について、担当職員と受注者が協議し不十分であると認めた

場合、受注者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。 

 

2) 受注者は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不

正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対

策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報

セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。 

 

3) 受注者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体であっ

てこれらの複製を含む。）の取扱いには十分注意を払い、当省内に複製が可能な

電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職

員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製して

はならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されている

ことを担当職員が確認できる方法で証明すること。 

 

4) 受注者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体）につ

いて、担当職員の許可なく当省外で複製してはならない。また、作業終了後に

は、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認でき

る方法で証明すること。 

 

5) 受注者は、本業務を終了又は契約解除する場合には、受注者において本業務遂行

中に得た本業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含

む。）を速やかに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、担当

職員の確認を必ず受けること。 
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6) 受注者は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た当省

の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 

なお、当省の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当

該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に

検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供す

ること。 

 

7) 受注者は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれ

がある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情報セキュリテ

ィが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員

に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示

に従うこと。 

 

8) 受注者は、「経済産業省情報セキュリティ管理規程（平成 18･03･22シ第 1

号）」、「経済産業省情報セキュリティ対策基準（平成 18･03･24シ第 1号）」及

び「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（平成３０年度

版）」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程

等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。 

 

9) 受注者は、当省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて

実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテスト

を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 

 

10) 受注者は、本業務に従事する者を限定すること。また、受注者の資本関係・役

員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性（情報セキ

ュリティに係る資格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提

示すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこ

れらの情報を担当職員に再提示すること。 

 

11) 受注者は、本業務を再委託（業務の一部を第三者に委託することをいい、外注

及び請負を含む。以下同じ。）する場合は、再委託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よう、上記 1)から 10)まで及び 12)

から 18)までの措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の

確認書類には再委託先に係るものも含むこと。 

 

12) 受注者は、外部公開ウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）を構築又

は運用するプラットフォームとして、受注者自身（再委託先を含む。）が管理責

任を有するサーバ等を利用する場合には、ＯＳ、ミドルウェア等のソフトウェア

の脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には
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業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。また、ウェブサイト構築

時においてはサービス開始前に、運用中においては年１回以上、ポートスキャ

ン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合に

は必要な対策を実施すること。 

 

13) 受注者は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介し

て通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを

利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイ

トの暗号化の対策等を講じること。 

 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストー

ルを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局（証明書発行機関）に

より発行された電子証明書を用いること。 

 

14) 受注者は、ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場

合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイト

の作り方」（以下「作り方」という。）に基づくこと。また、ウェブアプリケー

ションの構築又は更改時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブ

アプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り

方」に記載されている脆弱性の検査等（ウェブアプリケーション診断）を実施

し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」

のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリスト

を担当職員に提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員か

ら指示があった場合は、それに従うこと。 

 

15) 受注者は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は

運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名

「.go.jp」を使用すること。 

 

16) 受注者は、情報システム（ウェブサイトを含む。以下同じ。）の設計、構築、

運用、保守、廃棄等（電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装

置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア（以下「機器等」とい

う。）の調達を含む場合には、その製造工程を含む。）を行う場合には、以下を

実施すること。 

①各工程において、当省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないこと

を保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具

体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 

 

②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったとき

に、追跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査し、排除するための手
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順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明するため書類

を提出すること。 

 

③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プロ

グラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入するこ

と。  

 

④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速

やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行

する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内

容を含めること。 

 

⑤サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある

等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前

提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理

台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの

脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合

には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。 

 

⑥電子メール送受信機能を含む場合には、SPF（Sender Policy Framework）等の

なりすましの防止策を講ずるとともに SMTPによるサーバ間通信の TLS（SSL）化

や S/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。 

 

17) 受注者は、本業務を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャル

メディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わない

ことや不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。 

 

18) 受注者は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ（アプリケ

ーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。）の開発・

作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下

の内容も含めて行うこと。 

①提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを

含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 

（a）ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プ

ログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含

まれていないことを確認すること。 

（b）アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーション

の仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 
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（c）提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、当省

外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に

反して組み込まれていないことを、ＨＴＭＬソースを表示させるなどして

確認すること。 

 

②提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。 

 

③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場合を除き、実

行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 

 

④電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・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、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与え

ること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤（ＧＰ

ＫＩ）の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書

を用いて署名を施すこと。 

 

⑤提供するウェブサイト又はアプリケーション・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、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提

供方式を定めて開発すること。 

 

⑥当省外へのアクセスを自動的に発生させる機能や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ウェブサイ

ト又はアプリケーション・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。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・

コンテンツに組み込む場合は、当省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全

なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にア

クセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提

供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易

に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサ

イト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 
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別紙 

 

令和    年    月     日 

 

経済産業省○○○課長 殿 

 

住     所 

    名     称 

         代 表 者 氏 名 

 

情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書 

 

 情報セキュリティに関する事項１）の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．契約件名等 

契約締結日  

契約件名  

 

 

２．報告事項 

項目 確認事項 実施状況 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

２） 

本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラ

ム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏え

い対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ

教育を本業務にかかわる従事者に対し実施する。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

３） 

本業務遂行中に得た本業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの

複製を含む。）の取扱いには十分注意を払い、経済産業省内に複製が可能な電子

計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に経済産業省

の担当職員（以下「担当職員」という。）の許可を得る。 

なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製しない。また、作業終了後

には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方

法で証明する。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

４） 

本業務遂行中に得た本業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体）について、担当

職員の許可なく経済産業省外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情

報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明す

る。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

５） 

本業務を終了又は契約解除する場合には、受注者において本業務遂行中に得た本

業務に関する情報（紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。）を速や

かに担当職員に返却又は廃棄若しくは消去する。その際、担当職員の確認を必ず

受ける。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 
契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た経済産業省の業

務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 
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６） なお、経済産業省の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先

で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十

分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提

供する。 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

７） 

本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合

の対処方法について担当職員に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又

はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、

原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従う。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

８） 

本業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基準」（平成３０年度版）、「経済産業省情報セキュリ

ティ管理規程」（平成１８・０３・２２シ第１号）及び「経済産業省情報セキュ

リティ対策基準」（平成１８･０３･２４シ第１号）（以下「規程等」と総称す

る。）に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

９） 

経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施

する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受

け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１０） 

本業務に従事する者を限定する。また、受注者の資本関係・役員の情報、本業務

の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資

格・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示する。なお、本

業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を担当職員

に再提示する。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１１） 

本業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して

情報セキュリティに関する事項１）から１０）まで及び１２）から１８）までの

規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１２） 

外部公開ウェブサイト（以下「ウェブサイト」という。）を構築又は運用するプ

ラットフォームとして、受注者が管理責任を有するサーバ等を利用する場合に

は、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するＯＳ、ミドルウェア等のソフ

トウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている

場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。また、ウェブサイト

構築時においてはサービス開始前に、運用中においては年１回以上、ポートスキ

ャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合

には必要な対策を実施する。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１３） 

本業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インター

ネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバ

であることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によ

りウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 

なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストー

ルを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局（証明書発行機関）に

より発行された電子証明書を用いる。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１４） 

ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が

公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」（以下「作り方」という。）に

従う。また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用

中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認さ

れた場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等（ウェブアプリケーシ

ョン診断）を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せ

て、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入した

チェックリストを担当職員に提出する。 

なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合には、そ

の指示に従う。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 
ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合

には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「．ｇｏ．ｊｐ」

を使用する。 
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１５） 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１６） 

情報システム（ウェブサイトを含む。以下同じ。）の設計、構築、運用、保守、

廃棄等（電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記

録媒体等のハードウェア又はソフトウェア（以下「機器等」という。）の調達を

含む場合には、その製造工程を含む。）を行う場合には、以下を実施する。 

（１）各工程において、当省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われない

ことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。

また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出するこ

と。 

（２）情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかった

ときに、追跡調査や立入検査等、当省と連携して原因を調査し、排除する

ための手順及び体制を整備していること。それらが妥当であることを証明

するため書類を提出すること。 

（３）不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正

プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入

すること。 

（４）情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員

に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段

階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対

策に必要な内容を含めること。 

（５）サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定が

ある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその

利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入

箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含

むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するととも

に、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を

得た上で対策を講ずること。 

（６）電子メール送受信機能を含む場合には、SPF（Sender Policy 
Framework）等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサ

ーバ間通信の TLS（SSL）化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及

び電子署名等により保護すること。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１７） 

本業務を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサー

ビスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正ア

クセス対策を実施するなど規程等を遵守する。 

 

情報セキュリテ

ィに関する事項 

１８） 

ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ（アプリケーションプロ

グラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。）の開発・作成を行う場

合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含め

て行う。 

（１）提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラ

ムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 

①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正

プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが

含まれていないことを確認すること。 

②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーショ

ンの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認するこ

と。 

③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、当

省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様

に反して組み込まれていないことを、ＨＴＭＬソースを表示させるなどし

て確認すること。 
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（２）提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。 

（３）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場合を除

き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 

（４）電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーショ

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、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツ

の提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、

政府認証基盤（ＧＰＫＩ）の利用が可能である場合は、政府認証基盤によ

り発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。 

（５）提供するウェブサイト又はアプリケーション・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、ウェブサイト又はアプリケーショ

ン・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 

（６）当省外へのアクセスを自動的に発生させる機能や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ウ

ェブサイト又はアプリケーション・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。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はア

プリケーション・コンテンツに組み込む場合は、当省外へのアクセスが情

報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイ

ト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他

の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法

等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示す

プライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コン

テンツに掲載すること。 

 

記載要領 

１．「実施状況」は、情報セキュリティに関する事項２）から１８）までに規定した事項について、情報セキュリティに関

する事項１）に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実

施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉に

て理由も報告すること。 

２．上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に経済産業省と相談すること。 

（この報告書の提出時期：定期的（契約期間における半期を目処（複数年の契約においては年１回以上））。） 

 

 

5.2 著作権 

(1) 本事業の納入成果物の著作権は、あらかじめ製品やサービスが有しているプログ

ラム等の資産に係る知的財産権を除き、検収が完了した時点で当省に移転する。

ただし、本事業で作成した成果物（システム機能等）の一部又は全部と同等のも

のを、当省の他システム又は他省庁のシステムに導入する計画で、かつ、新シス

テムのライフサイクルコストの低減に寄与する場合は、著作権の移転は行わない

ものとする。上述のただし書きを適用するには、提案時に著作権の移転を行わな

い成果物の範囲及びライフサイクルコストの低減に寄与することがわかる資料

（著作権を移転した場合と移転しない場合のコストを比較した資料）を提出する

こと。なお、当省と受注者で著作権を共有する場合は、双方で協議の上決定す

る。 



マーカーの意味：提案項目 

30 

 

(2) 受注者は、納入成果物の作成に当たり、第三者の著作権、工業所有権、ライセン

ス又はノウハウ（以下、「著作権等」という。）を実施・使用するときは、その

実施・使用に対する一切の責任を負う。また、受注者は、当省以外の組織におい

て納入成果物を活用する場合に調整が必要となる著作権等を一覧にした「ライセ

ンス等に関する報告書」を作成の上、提出する。 

 

5.3 機密保持 

(1) 機密保持 

① 当省が開示した情報、契約履行過程で生じた納入成果物（印刷した帳票を含

む。）及び本作業の履行上知り得た一切の事項について、いかなる場合にもこ

れを当省が開示することを認めていない第三者に開示又は漏えいしてはなら

ないものとし、そのために必要な措置を講じること。また、「機密保持体制

表」を作成し、当省の了承を得ること。 
当省が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合には、事前に当省と

協議し、了承を得ること。 
なお、上記の開示又は漏えい防止、当省の了承を得ることについては、本作業

の委託期間終了後も同様とする。 

② 本作業の実施に当たって、受領、作成及び出力した一切の情報について、当省

の許可なく作業実施場所から持ち出してはならない。 

③ 当省が提供する本作業に関連する文書等について、事業実施場所に保管し、

原則として、契約期間終了時までに返却又は裁断・溶解等の処分を行うこと。 

④ 本事業の履行上発生したプログラム、データ及びその他納品物については、

当省の許可なしに、事業実施場所から外部に持ち出したり、外部からアクセ

スできる状態に置いてはならない。 

⑤ 当省以外の物品等を事業実施場所へ持ち込み、又は当省の物品を事業実施場

所から持ち出す場合は、事前に当省の許可を得ること。 

⑥ 電子媒体によって運用するプログラム、データ及び文書等については、ウィ

ルスチェックを実施すること。 

(2) 個人情報の保護 

① 個人情報の取扱いに係る事項については、当省と協議の上決定し、書面で提

出すること。また、個人情報の適正な取扱いを図るための責任者を選任し、併

せて報告を行うこと。 

② 個人情報を複製する際には、事前に当省の許可を得ること。ただし、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するこ

とが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

切に行われたことを確認し、その保証をすること。 

③ 受注者が、個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いをしなかった場合は、本

作業の契約解除の措置を受けることがある。 

④ 受注者が、本作業を履行する上で個人情報の漏えい等、個人情報の秘密保持

に反する行為及び安全確保の上で問題となる事案等を把握した場合には、直

ちに当省に報告すること。 
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(3) 情報管理体制 

① 請負人は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保

し、注文者に対し「情報取扱者名簿」（氏名、住所、生年月日、所属部署、

役職等が記載されたもの）及び「情報セキュリティを確保するための体制を

定めた書面（情報管理体制図）」（別紙）を契約前に提出し、担当課室の同

意を得ること。（住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出するこ

とを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やか

に提出すること。）なお、情報取扱者名簿は、契約業務の遂行のため最低限

必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 
（確保すべき履行体制） 
契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報

が、経済産業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載

のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有してい

ること 

② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏え

いしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この

限りではない。 

③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名

簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければなら

ない。 

(4) 履行完了後の情報の取扱い 

国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）について

は、担当職員の指示に従うこと。 

 

  



マーカーの意味：提案項目 

32 

 

（別紙） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①情報取扱者名簿 

 
氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 

パスポート番

号及び国籍
（※４） 

情報管理責任

者（※１） 

Ａ       

情報取扱管理

者（※２） 

Ｂ       

Ｃ       

業 務 従 事 者
（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

下請負先 Ｆ       
（※１）受注事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を

行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）

以外の者は、パスポート番号等を記載。 

（※５）住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課

室から求められた場合は速やかに提出すること。 

 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（下請負先も含む。） 
・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

  

 

下請負先

業務従事者

情報取扱管理者

情報管理責任者 A

B
（進捗状況管理）

D

C
（経費情報管理）

E

F

情報取扱者 



マーカーの意味：提案項目 

33 

 

 

5.4 遵守すべきガイドライン等 

本事業の実施に当たっては、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、同附

属文書、実践ガイドブック、データ連携モデル、技術レポートを遵守すること。具

体的な作業の進め方について提案がある場合には、担当職員に提案、協議の上、当

該提案に基づき実施してもよい。 

標準ガイドライン群 https://cio.go.jp/guides 

 

5.5. 情報資産管理標準シートの提出 

① 受注者は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「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した情報資産管理標準シ

ートを別途担当課室が定める時期までに提出すること。 

② 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、担当課

室と調整の上、別途担当課室が定める時期までに、提出すること。 

(ア)システム方式の管理 

システムアーキテクチャ、システム稼働形態、開発方式、開発言語等 

(イ)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 

(ウ)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 

(エ)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 

(オ)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 

(カ)外部サービスの管理 

情報システムを構成するクラウド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 

(キ)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 

(ク)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 

https://cio.go.jp/guides
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(ケ)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 

(コ)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 
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6 その他 

6.1 契約不適合に関する事項 

本件システムの開発、更改 において以下に記す事象が発生した場合には、これを契

約不適合にあたるものとする。 
(1) 期限までに納入された成果物の仕様・個数が「3.6 成果物」の記載内容に合

致しないとき。 
(2) 注文者の帰責事由によらずに、注文者と受注者が合意したプロジェクト計画

書で予定された工程の全てが納入期限までに完了しないとき、もしくは完了

しないことが明らかになったとき 
(3) 注文者の帰責事由によらずに、注文者と受注者が合意した要件の全てが満た

されないとき 
(4) 注文者の帰責事由によらずに、注文者の業務に支障が出ることが想定される

不具合が残存しているとき 
(5) 納品後に発見された不具合について、その改修計画または不具合残存中の対

応策検討の為の協議に受注者が応じないとき 
(6) 納品後に発見された不具合について、その改修計画または不具合残存中の対

応策について注文者と受注者が合意した期限までに示されないとき 
(7) 注文者の帰責事由によらずに、注文者と受注者が合意した期限までに不具合

の改修が完了しないとき、もしくは完了しないことが明らかになったとき 
(8) なお、受注者が契約不適合責任を負う期間については、本業務について検収

を行った日を起算日として１ヶ年とする。 
 

6.2 その他 

本仕様書に関して疑義が生じたとき又は本仕様書に定めがなく、かつ、契約書に

も記載のない事項については、協議の上、両者合意の上決定する。 
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