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仕様書案 1 
 2 
１．契約件名 3 
  経済産業省基盤情報システムの更改に係る工程管理等支援業務 4 
 5 
２．目的 6 

現在、経済産業省（以下「当省」という。）では、職員が文書作成機能、メ7 
ール機能、インターネット接続、複合機等を利用する「経済産業省基盤情報シス8 
テムサービス」（以下「現行システム」という。）を運用しており、現行システ9 
ムは令和 4 年 1 月末に契約が終了する。 10 

令和 4 年 2 月からは、次期基盤情報システム（以下「次期システム」という。）11 
の稼働開始を予定しており、現在、次期システムの設計・構築・提供等業務の調12 
達手続きを行っているところである。  13 

当該調達手続きは、令和 3 年 2 月に入開札を予定しており、同年 4 月より、設14 
計・構築の開始を予定している。 15 

次期システムでは、現行システムを更に発展させ、“いつでも・どこでも・誰16 
とでも”業務ができる環境を提供することで一層の業務効率化を推進するととも17 
に、クラウドサービスの最大活用及びデジタル化とクラウド化に対応したセキュ18 
リティ対策も含め、柔軟かつ堅牢な基盤システムの実現を目指している。 19 

また、次期システムにおいては、設計・構築・運用・保守等の業務サービスと20 
運用管理業務を、切り離して調達を行うこととしている。 21 

本調達は、設計・構築・提供、運用管理、データ移行等の役割に応じて次期シ22 
ステムに関係する一連の業務（以下「次期システムプロジェクト」という。）にお23 
いて、次期システムへの切替えが円滑に行う事ができるよう、各作業の進捗管理、24 
作成される各ドキュメントの品質向上を図るとともに、運用管理業務の調達にお25 
ける必要な支援を行うことを目的とする。 26 
 27 

３．スケジュール 28 
次期システムプロジェクトに係る調達を含むスケジュール（想定）を以下に示す。受29 

注者は、これに沿って遅滞なく業務を履行すること。 30 
なお、調達や各種作業の状況等により若干前後する可能性があるため、あらかじめ留31 

意し対応すること。 32 
 33 
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 34 

 35 

図３－１ 次期システムプロジェクトスケジュール（想定） 36 
 37 

№ 調達案件名 契約予定日 
1 経済産業省基盤情報システムサービス 契約予定日：令和 3 年 4 月 
2 経済産業省基盤情報システム構築に係

る移行支援（仮） 
契約予定日：令和 3 年 4 月 

3 本調達 契約予定日：令和 3 年 4 月 
4 経済産業省基盤情報システムサービス 

運用管理業務（仮） 
契約予定日：令和 3 年 10 月 

表３－２ 次期システムプロジェクトに関連する調達案件 38 
 39 

４．本調達に係る関係者と役割分担 40 
次期システムプロジェクトに参画する事業者（以下「関係事業者」とい41 

う。）、同プロジェクトに参画するプロジェクト責任者、ＰＪＭＯ、政府 CIO 補42 
佐官（以下「当省関係者」という。）等（以下「関係者」と総称する。）と役割43 
分担については、表４－１を想定している。ただし、状況によって参画する者が44 
増加することもあり得るため、留意すること。 45 

受注者（以下「受注者」という。）は、関係者とコミュニケーションを図りな46 
がら、次の業務を実施し、当省大臣官房情報システム厚生課担当職員及び特許庁47 
総務部総務課情報技術統括室担当職員（以下「担当職員」という。）を支援する48 
こと。なお、受注者が行う業務のうち、当省及び次期システムにおいて設計・構49 
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築・運用・保守等の業務サービスを実施する事業者（以下「次期システム受注50 
者」という。）が行うプロジェクト管理について、専門的知見からの助言、提案51 
等により当省の支援を行うものであり、プロジェクト管理に係る責任は当省及び52 
次期システム受注者に帰する。 53 

表４－１ 54 
構成 役割・責任

次期システム受注者
次期システムの設計・開発、システム運用、運用管理への引継ぎ及び利用者への教育に関して
責任をもつ

運用管理受注者
次期システムにおける運用管理（システム運用を除く。）について適宜、確認・調整等を行い、運
用管理に責任をもつ

移行支援受注者 現行システムのデータ及び設定情報の抽出について責任をもつ

工程管理事業者（本調達） 次期システムの工程管理等業務を行い、その品質に責任をもつ

プロジェクト責任者
（情報システム厚生課長、特許庁総務部総務課情報技術企
画室長）

統括責任
プロジェクト運営について適宜、承認・確認・調整・判断するほか、プロジェクト全体についての
プロジェクト管理に責任をもつ

PJMO
（当省大臣官房情報システム厚生課担当職員及び特許庁総
務部総務課情報技術統括室担当職員）

ステークホルダー間の調整などプロジェクト全体の推進・管理に責任をもつ

CIO補佐官 技術支援・助言

他システム事業者
各課がその所掌する業務を遂行するために、個別に設置している業務システムを次期システム
へ移行する。業務システムの移行にかかる調達は本プロジェクトの範囲外となる。

拠点移転支援事業者
拠点の移転に係る作業支援
（中部経済産業局仮庁舎、特許庁六本木仮庁舎の移転を含む。）

関係者

関係事業者

当省関係者

その他ステークホルダー

 55 
 56 
５．業務内容 57 

受注者は、以下(1)～(9)の業務（以下「本業務」という。）において、担当職員が行58 
う業務（関係者間の調整、会議の開催調整、進捗管理、課題対応、関係事業者が作成す59 
る成果物（案）やその他資料の確認・承認、受入テスト等の業務）に関し、状況を把握60 
するとともに、次期システムプロジェクトに関する会議に参加し、適切な解決方法の検61 
討、提案、調整を行うこと。 62 
(1) プロジェクト管理支援 63 
  受注者は履行期間内において、次期システム受注者が策定した「プロジェクト計画64 
書」及び「プロジェクト管理要領」の記載内容や実施状況等について、担当職員より65 
相談があった場合は対応すること。 66 

また、次期システム受注者が作成する「設計・構築実施計画書」が、全体の「プロ67 
ジェクト計画書」及び「プロジェクト実施要領」と整合性が取れ、かつ妥当性のある68 
計画になっているかの評価および改善提案を行うとともに、これを踏まえた工程管理69 
を実施すること。 70 
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実施に当たっては、以下の文献（以下「ガイドライン等」という。）を遵守し実施71 
すること。なお、履行期間中にガイドライン等が改訂された場合には最新版を対象と72 
すること。その上で、より良い作業の進め方又は手法について提案がある場合には、73 
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。 74 

ア. デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（令和 2 年 3 月 31 日各府75 
省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定。） 76 

イ. デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書 77 
ウ. デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 78 
エ. 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）79 

（サイバーセキュリティ戦略本部、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンタ80 
ー） 81 

オ. PMBOK（プロジェクトマネジメント知識体系ガイド) 第 6 版（2017 年 PMI82 
（Project Management Institute）） 83 

カ. 中央省庁における情報システム運用継続計画ガイドライン（2013年 6月内閣官84 
房情報セキュリティセンター（NISC） 85 

キ. Information Technology Infrastructure Library 4(ITIL4) 86 
 87 
①  進捗と品質の管理 88 

受注者は、各関係事業者の調達時における要求仕様書を参照し、関係事業者がそれ89 
ぞれ実施するプロジェクトのスケジュール管理の方法、進捗報告書及びリスクへの対90 
応策等の内容について、レビューを専門的知見から実施し、改善点の提案など担当職91 
員を支援すること。 92 
特に関係者間の連携・調整が必要な業務について、適切なスケジュール及び役割分93 

担となるよう管理を行い、改善が必要な場合には担当職員に報告すること。 94 
また、各関係事業者において作成する各種ドキュメント（詳細は各要求仕様書を参95 

照すること。）の記載内容をレビューし、改善点の指摘を書面で担当職員に報告する96 
こと。 97 
なお、各種ドキュメントのレビューは、各関係事業者から提示された後、速やかに98 

実施し、5 営業日程度で対応することとし、当該期間内に完了しないと見込まれる場99 
合は、担当職員に報告し、指示を受けること。 100 
 101 
 102 

② 工程管理支援 103 
受注者は、次期システム受注者が策定したプロジェクト管理要領など関係事業者が104 

作成する各種ドキュメントに基づき、関係事業者の作業が実施されているか、その進105 
捗状況について、必要に応じてヒアリング等を実施するなど、定量的かつ定性的に把106 
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握し、冗長作業の見直しなども含めた作業手順やプロセスの改善策を担当職員に提案107 
するなど効率的な品質の確保に向け担当職員の支援を実施すること。 108 
また、遅延等の問題・リスクが認められた場合には、速やかに担当職員に状況を報109 

告するとともに、原因を調査した上で遅延等の解消に向けた対応策を提案すること。 110 
 111 

③  ガイドライン等に基づく進捗管理支援 112 
次期システム受注者が、ガイドライン等に基づいて作成するプロジェクト管113 

理に関係する資料を元に、担当職員が行う関係各所へ提出するドキュメント及114 
びその付属資料の作成作業を支援すること。 115 

 116 
(2) 技術支援 117 

受注者は、当省とのコミュニケーションを図り、当省の方針等を確認しながら、以118 
下の技術的支援を行うとともに関係者間に生じる技術課題、次期システムの提供にあ119 
たり予見されるリスク等、当省において対応が必要となる各種課題・リスクを抽出、120 
整理し、解決・回避・低減に向けた対策の検討、助言等を担当職員に行うこと。な121 
お、担当職員が求めた場合、書面等を作成し対応すること。 122 

 123 
① ワーキンググループ等会議への参加 124 

関係者間で、次期システムプロジェクトに係るプロジェクトマネジメント、クライ125 
アント、サービス基盤、ネットワーク、コミュニケーション、グループウェア、126 
Web、他システム接続、SLA、システム運用、セキュリティ、教育、移行、導入・展開127 
等のワーキンググループ（以下「WG」という。）、進捗会議等があり、それぞれ週 1128 
回程度開催することを想定している。 129 
受注者は、WG、進捗会議等（以下「会議等」という。）の開催を調整するととも130 

に、原則、全ての会議等に参加し、担当職員を技術面等で支援すること。 131 
なお、複数の会議等が重複したために参加できないことや、参加を必要としない議132 

題であることが予見される等の場合には、事前に当省と協議すること。 133 
 134 

② 設計支援 135 
次期システム受注者が作成する各種設計書等について、以下の観点等から検136 

証し、改善点等の指摘を書面にて担当職員に報告すること。また、他の観点並137 
びに品質の向上及び職員負担の軽減を可能とする検証方法があれば提案するこ138 
と。 139 

ア. 設計・構築実施計画のスケジュールに基づき、設計を実施している140 
か。 141 
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イ. システム設計に係る基本的事項について担当職員及び関係者と調整142 
し、合意を得た内容を反映しているか。 143 

ウ. 以下の事項に留意して設計しているか。 144 
A. 基本機能、例外処理機能等、要求要件を満たしているか。 145 
B. 導入予定の製品の組み合わせによる処理の競合による障害、処理遅延146 

等が考慮されているか。 147 
C. 設計・構築時及び運用時において発生しうるリスクに対して、十分な148 

回避策・軽減策が講じられているか。 149 
D. データセンタ等の設置場所に対し、物理的距離がある拠点からの利150 

用、テレワークや海外出張における利用など各種状況が考慮されてい151 
るか。 152 

 153 
③  工事展開・導入支援 154 

次期システム受注者が作成する工事展開計画書等について、以下の観点等か155 
ら検証し、担当職員を通じて指導、助言を行うこと。また、各期間の短縮化、156 
品質の向上及び職員負担の軽減を可能とする方法があれば提案すること。 157 

ア. 全体工事期間・導入スケジュールが示されており、かつ各拠点の状況158 
が考慮されているか。 159 

イ. 設置機器の展開方法、展開順等が明示されているか。 160 
 161 

④  テスト実施支援 162 
次期システム受注者が作成するテスト実施計画書及びテスト結果報告書につ163 

いて、以下の観点等から内容を検証の上で、担当職員を通じて指導、助言を行164 
うこと。 165 

また、受注者は、担当職員の承認を得た上で、次期システム受注者に試験内166 
容と結果の提出を求め、その内容と結果を分析し、試験実施において品質不良167 
が認められる場合には、速やかに書面にて担当職員に状況を報告するととも168 
に、対応策を提案すること。 169 

なお、品質の向上及び職員負担の軽減を可能とする方法があれば提案するこ170 
と。 171 

ア. テスト計画書の検証 172 
A. ガイドライン等に基づいたテスト計画書となっているか。 173 
B. 個別システムの接続時の各種テストは、個別システム所管部課及び個174 

別システム事業者等と調整の上、テスト計画書が策定されているか。 175 
C. 本番相当の環境、必要なテスト実施体制を整備し、役割が明示されて176 

いるか。 177 
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D. 本番相当の環境での測定が難しいものについて、代替する測定方法と178 
問題発生リスクに対する対策が検討されているか。 179 

E. 設計・開発段階計画のスケジュールに準拠したテストスケジュールが180 
設定されているか。 181 

F. テスト環境、テストツール、合否判定基準等が明示されているか。 182 
G. 各サービスについて、テスト実施時期、セキュリティ要件などの前183 

提・制約事項が明示されているか。 184 
H. 職員の業務、現行基盤システム及び関係システムの運用等に影響を与185 

えないよう留意されているか。 186 
I. 要求する性能（SLA 値も含む。）を満たすかを確認する性能試験（本187 

稼働時を想定した負荷試験など）が含まれているか。 188 
J. 各テスト工程において、十分なテスト項目数、バグ改修等も含めたテ189 

スト工数を考慮した計画がなされているか。 190 
K. 合否判定基準の達成状況、検出された障害、障害への対応及び当該テ191 

スト工程において完了しなかった障害や課題への対応の実施期日・担192 
当者を記録することとされているか。 193 

 194 
イ. 単体テスト・結合テスト・総合テストの検証支援 195 

A. テストに必要な環境が構築されているか。 196 
B. テストスケジュールに基づき、テストが実施されているか。 197 
C. テスト計画書に基づき、必要なテストがすべて実施されているか。 198 
D. テスト結果報告書には、合否判定基準の達成状況、検出された障害、199 

障害への対応、及び当該テスト工程において完了しなかった障害や課200 
題への対応の実施期日・担当者が記録されているか。 201 

 202 
ウ. 受入テスト支援 203 

当省及び運用管理業務を実施する事業者（以下「運用管理受注者」と204 
いう。）が受入テストを実施するにあたり、運用を想定したテストの範囲205 
及び基準を当省関係者及び運用管理受注者と検討・整理し、テスト実施計206 
画書を策定すること。この際、検討・整理に必要な会議体を設置するこ207 
と。また、次期システム受注者とシステムの詳細仕様確認やテスト環境整208 
備等必要な調整を行い、網羅性や妥当性が確保された受入テストのテスト209 
仕様書（案）、実施手順書（案）、テストデータ、テスト結果報告書210 
（案）を作成すること。 211 
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受入テストの実施においては、障害の一次切り分けなど技術的助言を212 
行い、十分な品質を確保するよう当省関係者及び運用管理受注者を支援す213 
ること。 214 

 215 
 (3) 移行調整支援 216 

受注者は、現行システムから次期システムへの移行、並びに次期システムと他シ217 
ステム（次期システムに接続予定のもの。）の接続において、次期システム受注218 
者、移行支援受注者、他システム事業者等の間の調整（移行・接続の手法及び条件219 
の取りまとめ、費用積算のレビュー、技術的助言、改善提案）を支援すること。 220 

 221 
①  移行計画書の検証支援 222 

受注者は、次期システム受注者が作成する移行計画書について、以下の観223 
点等から検証を行い、改善点等を書面にて担当職員に報告すること。また、224 
品質の向上及び職員負担の軽減を可能とする検証方法があれば提案するこ225 
と。 226 
ア. 移行対象範囲、移行実施体制、移行順序、移行方法、移行リハーサル227 

による検証、移行判定基準が明示されているか。 228 
イ. 職員の業務、現行システム及び関係するシステムの運用等への影響を229 

考慮した上で、実現可能な移行手順や移行時間となっているか。 230 
ウ. 移行データのクレンジングについて、データの重複排除、データ品質231 

等の全体方針が含まれているか。 232 
エ. 切替時のリスクを洗い出し、切り戻しや業務影響を最小限に抑える作233 

業手順などリスクに応じた対策が網羅されているか。 234 
オ. セキュリティ対策について留意されているか。 235 
カ. 移行方法によってシステムの停止が生じる場合には、現行及び次期シ236 

ステムの並行稼働期間が設けられているか。 237 
 238 

②  移行実施支援 239 
受注者は、次期システム受注者、移行支援受注者、他システムの受注者等240 

が実施する移行・接続について、以下の観点等から検証を行い、改善点等を241 
書面にて担当職員に報告すること。 242 

また、品質の向上及び職員負担の軽減を可能とする検証方法があれば提案243 
すること。 244 
ア. 移行計画書に基づき、移行を実施しているか。 245 
イ. 移行データの調査を行い、移行対象となるデータを確定しているか。 246 
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ウ. 移行支援受注者、他システム事業者と調整の上で、移行データの整備247 
を行っているか。 248 

エ. 移行リハーサルを行い、作業量、移行所要時間、移行に係る課題・問249 
題等を明らかにしているか。 250 

オ. 移行リハーサルによって得られた知見を活かし、移行リスクの低減を251 
図っているか。 252 

カ. 切替判定基準のとおり、切替の可否判定を行っているか。 253 
キ. 移行後のデータの確認を行い、データの信頼性を確保されているか。 254 

 255 
(4) 運用管理業務の引継ぎ支援 256 

受注者は、次期システム受注者が運用管理受注者に対し行う引継ぎにおい257 
て、次期システム受注者及び運用管理受注者との調整（運用手順及びマニュア258 
ル等のドキュメントのレビュー、教育、並行運用等に係る技術的助言、改善提259 
案）を支援すること。 260 

なお、ドキュメントのレビューは以下の観点等から検証を行い、改善点等を261 
書面にて担当職員に報告すること。 262 
①  運用管理受注者が実施する業務について調達仕様書に基づいたものとなっ263 

ているか。 264 
②  次期システム受注者が作成した運用引継ぎ書について、引継ぎ期間内に実265 

施する詳細な作業スケジュールが明示されているか。その中で引継ぎにおけ266 
る運用管理受注者による指摘により実施するドキュメント修正などリスク分267 
析がなされているか。 268 

③  次期システム受注者が作成したシステム運用マニュアル及び操作解説書に269 
ついて運用管理受注者が理解しやすい内容となっているか。 270 

④  次期システム受注者が作成したシステム運用マニュアル及び操作解説書に271 
ついて受入テスト期間中に記載されている内容が問題ないか確認出来るよう272 
計画されているか。 273 

⑤  実運用において問題無く運用できるよう、運用に必要な作業が網羅的に引274 
継ぎされているか。 275 

⑥  運用引継ぎ結果報告書の記載内容は適切か。 276 
 277 
(5) 教育・研修支援 278 

受注者は、次期システム受注者が実施する教育訓練の実施について、以下の279 
観点等から検証を行い、改善点等を書面にて担当職員に報告すること。 280 



- 10 - 
 

①  教育実施計画書に教育・研修が必要な者及びその研修内容等が具体的に漏281 
れなく記載されており、教育・研修期間は職員の習熟を考慮した期間が設定282 
されているか。 283 

②  教育教材が受講者にとって分かりやすい研修内容となっているか。 284 
③  教育・研修の実施後のアンケート結果を分析・評価し、教育教材への反映285 

など必要な改善を行っているか。 286 
 287 
(6) 初期運用支援 288 

受注者は、次期システムの運用開始後、各サービスの稼働状況やインシデン289 
トの状況を踏まえ、安定稼働のための技術的助言や改善提案を行うこと。 290 

 291 
(7) 運用管理業務調達支援 292 

次期システムに係る運用管理業務の調達にあたり、前年度に実施した経済産293 
業省基盤情報システム更改に係る調達仕様書作成等支援業務にて、現時点では294 
本年の秋頃に「仕様書、提案依頼書及び加点評価基準並びに民間競争入札実施295 
要項」についてそれぞれ案が作成される予定である。受注者は、これらの内容296 
を確認し、以下の業務に係る支援を行うこと。 297 

また、運用管理業務については、「公共サービス改革基本方針」（令和 2 年298 
7 月閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定されているため、299 
官民競争入札等監理委員会事務局等から当省が受けた指摘に係る対応について300 
支援すること。 301 
①  受注者は、作業が遅滞なく遂行されるように以下のことを遵守すること。 302 

ア.受注者は、ガイドライン等に準拠した「プロジェクト計画書（案）」303 
を作成し、契約日の翌日から 5 営業日以内に当省に提出の上、説明を行304 
い、当省の了承後、翌 3 営業日以内に了承済の「プロジェクト計画書」305 
を提出し、当該プロジェクト計画書にて管理を行うこと。 306 

イ.受注者は、本業務の履行に当たって、当省と共通の問題認識を持って307 
課題等に対応していくために必要な会議体を設け、当省と受注者間の円308 
滑化を図ること。 309 

ウ.受注者は、上記イ．の会議終了後、翌 3営業日以内に議事録を作成し、310 
当省に提出し、了承を得ること。なお、当省との間での確認・課題事項311 
についても、発生から完了までの過程を受注者にてドキュメント化し管312 
理すること。 313 

②  パブリックコメントに対する支援 314 
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受注者は、運用管理業務のパブリックコメントにおいて提出された意見・質315 
問について内容を精査した上で、すべての意見に対し、明確かつ合理的な対応316 
案を作成の上、担当職員に提出し、了承を得ること。 317 

また、仕様書等の変更がある場合には、変更箇所及び変更の理由を明確に318 
し、かつ変更による影響（コスト、競争性等）を分析の上、担当職員に提出319 
し、了承を得ること。 320 
③  技術審査に対する支援 321 

受注者は、技術審査会を実施するために必要な運用要領や技術審査マニュア322 
ルなどの資料を担当職員と調整の上、作成するとともに、外部専門家による技323 
術審査について、3 回程度（概要説明、提案者へのヒアリング、とりまとめ）324 
開催される審査会の運営（日程調整、資料作成・配布等）を行い、当該外部専325 
門家及び省内関係者に対して各社提案に関する十分な説明及び質疑対応を行326 
い、外部専門家及び省内関係者の合意を得た上で、各社提案に対する評価を取327 
りまとめること。 328 

また、運用管理業務の技術審査に先立ち、本契約締結後２ヶ月以内に、受注329 
者と緊密な利害関係を有する者（親会社、子会社及び同一の親会社を持つ事業330 
者の従業員）以外の外部専門家の候補者案（4 名程度）を選定理由及び略歴書331 
とともに担当職員へ提出すること。 332 

 333 
(8) 改善案の作成 334 

受注者は、本業務の実施により発生した問題点等を整理し、今後、当省が基335 
盤情報システムの更改に当たり必要となる、基盤情報システムサービスの調達336 
仕様書作成、設計・構築・提供、運用管理、データ移行等をより効率的、効果337 
的に実施するための改善策を作成し、当省に提出すること。 338 

 339 
(9) その他 340 

受注者は、本業務を実施するに当たって、6．(6)及び次期システムの構築時のドキュ341 
メントの内容を熟知し、本業務の遂行に支障を来さないようにすること。 342 

 343 
６．受注者の要件 344 

(1) 受注者は、本業務を確実に遂行するため、次期システムプロジェクトにおけ345 
る業務に応じて必要な担当チーム（以下「担当チーム」という。）を編成し、346 
必要な要員を配置すること。また、関係者ごとの管理を行い、関係者間の連携347 
や整合性が確保された工程管理等を的確に実施できるよう、全体を統括するプ348 
ロジェクトマネージャ（以下「PM」という。）を 1 名確保すること。なお、必349 
要に応じて、担当チームをサポートする体制を整備しても良い。 350 
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 351 
(2) また、作業の繁忙期等において、担当職員及び関係事業者との連携を密に行352 

うために担当職員から当省内での作業の要請があった場合には応じられるよう353 
にすること。 354 

 355 
(3) 受注者は、本業務を確実に遂行するため、以下の①及び②について、それぞ356 

れ１件以上かつ累計 3 件以上の経験を有し、かつ③及び④を満たしていること357 
を証明すること。 358 
①  直近 5 年程度において、2,000 人以上のユーザが利用する情報基盤系システ359 

ム（以下「基盤系システム」という。））の設計・構築（基本設計から詳細360 
設計、構築、テスト及び移行までの一連の作業をいう。）の経験を有するこ361 
と。 362 

②  直近 5 年程度において、基盤系システムの工程管理業務の経験を有するこ363 
と。 364 

③  本作業に従事する部門が「ISO27001」又は「ISMS」を取得又は同等の能力365 
があること。 366 

④  品質マネジメントシステムの規格である｢ISO9001」（登録活動範囲が情報367 
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368 
同等の品質管理体制を有していること。 369 
 370 

(4) PM は、次の要件を全て満たす者を専任で配置すること。 371 
①  経済産業大臣が認定する情報処理技術者（プロジェクトマネージャ）、米372 

国 PMI 認定の PMP（Project Management Professional）のいずれかの資格を373 
有すること 374 

②  PMBOK、EVM を熟知し、両手法を用いたプロジェクトに直近 5 年程度におい375 
て、プロジェクトの責任者として、以下の業務について、完遂した実績をそ376 
れぞれ 1 件以上有し、満たしていることを証明すること。 377 
ア. 基盤系システムにおける設計・構築業務。 378 
イ. 基盤系システムにおいて設計・構築する者と運用を実施する者が異な379 

るなど複数の者が参画するプロジェクトにおける工程管理業務。 380 
③  PMBOK 最新版（第 6 版）を PDU（Professional Development Units)対象の研381 

修受講により理解していること。 382 
 383 
(5) 担当チームには、少なくとも以下のそれぞれの要件を満たす要員を担当チー384 

ムの責任者として配置すること。 385 
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①  基盤系システムの設計・構築のプロセスについて知識と経験を持ち、プロ386 
ジェクトにおける責任者又はリーダなど一定以上の責任を有する立場として387 
当該プロジェクトに遂行した経験を累計 2 件以上有し、満たしていることを388 
証明すること。 389 

②  基盤系システムの工程管理に関する実績及び知識を有すること。 390 
③  クラウドサービスへのシステム移行に係るコンサルティング又は移行支援391 

業務の経験があること。 392 
 393 
(6) PM を担当する予定の者が、担当職員の指示に従い、以下の資料を適合証明書394 

の提出締切日の前日までに閲覧すること。 395 
①  次期システムの要求仕様書一式 396 
②  現行システムの設計書一式 397 
③  その他、当省が指定するドキュメント 398 

 399 
７．機密保持 400 
(1) 本仕様書に基づく作業の実施中はもとより、作業の実施後も、次期基盤シス401 

テムの構成及び機器等に関する技術、知識及びその他本調達を履行する上で、402 
知り得た当省に係る情報を第三者に開示、漏えい又は本調達の遂行以外の目的403 
で利用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。 404 
 405 

(2) 当省が提供する資料は、原則、作業実施場所以外への持ち出しを禁止する。406 
ただし、当省承認のもと貸し出しを行うが、本調達の遂行中は受注者が適切な407 
管理を実施し、また、当省の指示に従い、適切な時点で当省又は資料提供元に408 
返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。また、当該資料の複写及409 
び第三者への提供はしないこと。 410 

 411 
(3) 当省が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に当412 

省と協議の上、承認を得ること。 413 
 414 
(4) 受注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等の万一の415 

事故があった場合は、直ちに当省に報告すること。また、事故による損害が生416 
じた場合は賠償等の責任を負うことがある。 417 

 418 
(5) 機密保持や資料の取扱いについて適切な措置が講じられていることを確認す419 

るため、遵守状況の報告及び当省による実地調査を求めることがあるため、受420 
注者はこれに応じること。 421 
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 422 
８．情報管理体制 423 

(1) 情報管理体制 424 
①受注者は、本業務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425 

保し、当省に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面426 
（「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」（氏名、住所、生年月日、所427 
属部署、役職等が記載されたもの））」を提出し、担当職員の同意を得るこ428 
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429 
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430 
こと。）なお、情報取扱者名簿は、本業務の遂行のため最低限必要な範囲で431 
情報取扱者を掲載すること。 432 
 契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した一切の情報433 
が、当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434 
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435 
と。 436 

 437 
②本業務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438 

いしてはならないものとする。ただし、担当職員の承認を得た場合は、この439 
限りではない。 440 

 441 
③前述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442 

者名簿に変更がある場合は、予め担当職員へ届出を行い、同意を得なければ443 
ならない。 444 

 445 
(2)履行完了後の情報の取扱い 446 
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、447 

担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については448 
適切に保管すること。 449 

 450 
９．下請負 451 

当省の許可なく、本業務の一部又は全部を第三者（下請負先）に請負わせては452 
ならない。ただし、当省が許可した場合には、契約上受注者に求められる水準と453 
同等の情報セキュリティ水準を、下請負先においても確保すること。また、受注454 
者は、下請負先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について報告455 
すること。 456 
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本業務の一部を第三者に請け負わせる場合、請け負わせることにより生ずる脅457 
威に対して情報セキュリティを十分に確保するため、以下の事項を下請負先に担458 
保させること。 459 

①  下請負先に提供する情報の下請負先における目的外利用の禁止 460 
②  下請負先における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制 461 
③  本業務の実施に当たり、下請負先企業又はその従業員、再下請負先、若し462 

くはそ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 463 
④  下請負先の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、下請負事業従事464 

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465 
び国籍に関する情報提供 466 

⑤  情報セキュリティインシデントへの対処方法 467 
⑥  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 468 
⑦  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 469 
⑧  情報セキュリティ監査の受入れ 470 

 471 
10．履行期間 472 

契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日(木)まで 473 
 474 

11．納入物品 475 
受注者は、本業務における実施内容等を取りまとめた成果報告書（電子媒体１476 

部）を担当職員に提出すること。ただし、担当職員から報告書への修正又は追加477 
資料の指示があった場合には、受注者は速やかに対応すること。  478 

成果報告書は、 Microsoft Word 2016、 Microsoft Excel 2016、 Microsoft 479 
Power Point 2016 のいずれかでレイアウトの崩れがなく読み取れるように作成さ480 
れたファイル及び当該ファイルを ISO 26300（ODF）形式で保存したファイルを、481 
ISO 9660 形式にフォーマットされた CD-R 又は DVD-R のいずれか１枚に格納する482 
こと。 483 

なお、納入物品である CD-R 又は DVD-R の表面には、件名及び納入年月日を明記484 
したラベルを貼り付けること。 485 

 486 
12．契約不適合責任 487 

受注者は、以下の契約不適合責任を負うものとする。契約不適合責任期間は、488 
当省による検収後１年間とする。 489 
(1)本作業にて納入する全ての納入物品について、契約不適合責任を負う。 490 
 491 
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(2)納入物品に契約不適合があった場合には、本調達の受注者の負担と責任にお492 
いて関連する納入物品を修正の上、提出する。 493 
 494 

13．知的財産権の帰属 495 
(1) 本業務に当たり作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム等の496 

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497 
者が本調達の実施前から権利を保有していた等の明確な理由により、予め提案498 
書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て当省に帰属するものとする。 499 
 500 

(2) 本調達に当たり発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないもの501 
とする。 502 

 503 
(3) 本調達に当たり発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等504 
であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 505 

 506 
(4) 本調達に当たり作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者507 
が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担508 
や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に当省へ報告し、509 
承認を得ること。 510 

 511 
(5) 本調達に当たり第三者が有する知的所有権を利用する場合は、受注者の責任におい512 
て解決すること。 513 

 514 
14．納入期限 515 

令和 4 年 3 月 31 日(木) 516 
 517 
15．納入場所 518 

〒100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１  519 
経済産業省大臣官房情報システム厚生課 520 

 521 
16．その他 522 
(1)業務の実施に当たっては、速やかに実施体制表を作成し、担当職員の了解を523 

得ること。実施体制表には、PM の氏名、所属、担当業務、指揮命令系統及び524 
連絡先を記載すること。なお、実施体制表を変更する場合は、あらかじめ、担525 
当職員の了解を得ること。 526 
 527 
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(2)本業務における運用管理業務調達支援の工程を細分化した WBS を作成し、作528 
業工程毎に成果物又は工程完了の基準を定め、担当職員の承認を得ること。 529 

 530 
(3)前述(2)で定めた工程について EVM 手法による進捗管理（以下「EVM 管理」と531 

いう。）を行い、課題やリスク等とともに、週 1 回程度の頻度で定期的に担当532 
職員に報告すること。また、月１回の頻度で開催する当省プロジェクト責任者533 
を含む関係者が参加するプロジェクト会議にて、工程毎の進捗や作業内容等を534 
報告すること。 535 
また、その結果を簡単な議事録として作成し３営業日以内に提出すること。な536 
お、SPI 及び CPI の値が 0.8 を下回る等進捗に遅れが生じた場合は速やかに担537 
当職員に報告し、是正措置を講じること。 538 

 539 
(4)是正措置を講じても進捗の遅れが改善されず、EVM 管理により本作業の納期540 

までの完了が達せられないと認められる場合は、当省は本契約の解除事項とす541 
ることができるものとする。 542 
 543 

(5)当省の業務時間内（平日 8:30～18:15）においては担当職員から連絡が受け544 
られる環境を整備すること。 545 

 546 
(6)受注者は、業務遂行上不明な点がある場合、速やかに担当職員に質問し、不547 

明点を解消すること。 548 
 549 
(7)受注者は、担当職員と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良550 

好な関係が保てること。 551 
 552 
(8)当省にて作業を実施する場合は、要員の作業場所、机、椅子等は当省で用意553 

する。 554 
 555 
(9)受注者は、情報セキュリティに関して以下に掲げる事項を遵守すること。 556 

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557 
を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情558 
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。）559 
について、当省の担当職員に提示し了承を得た上で確認書類として提出する560 
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561 
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562 
い。また、契約期間中に、担当職員の要請により、情報セキュリティを確保563 
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するための体制等及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告564 
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565 
出し、同意を得ること。 566 

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567 
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。 568 

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569 
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570 
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571 
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572 
と。 573 

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574 
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575 
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576 
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577 
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578 
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579 
と。 580 

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581 
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582 
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583 
職員が確認できる方法で証明すること。 584 

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585 
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586 
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。587 
その際、担当職員の確認を必ず受けること。 588 

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589 
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590 
ない。ただし、担当職員の承認を得た場合は、この限りではない。 591 

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592 
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593 
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594 
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595 
協議の上、その指示に従うこと。 596 

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 1597 
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598 
「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599 
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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600 
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。 601 

⑨  受注者は、当省が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け602 
入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 603 

⑩  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604 
築又は運用するプラットフォームとして、受注者自身（再発注（業務の一部605 
を第三者に発注することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。）先を含606 
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607 
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608 
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こ609 
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610 
ては年１回以上、ポートスキャン、既知の脆弱性検査を含むプラットフォー611 
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。 612 

⑪  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613 
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614 
ブサイトの作り方」（以下「作り方」という。）に基づくこと。また、構築615 
又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記616 
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617 
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618 
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619 
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620 
職員から指示があった場合は、それに従うこと。 621 

⑫  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622 
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623 
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624 
りウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。 625 

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626 
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627 
行機関）により発行された電子証明書を用いること。 628 

⑬  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629 
又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証される630 
ドメイン名「.go.jp」（以下「政府ドメイン名」という。）を使用するこ631 
と。なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防632 
止するため、業務完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持すること。 633 

⑭  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634 
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635 
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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636 
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637 
合には、以下を実施すること。 638 

ア. 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639 
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、640 
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。 641 

イ. 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642 
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643 
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644 
め書類を提出すること。 645 

ウ. 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646 
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647 
こと。 648 

エ. 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649 
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650 
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651 
要な内容を含めること。 652 

オ. 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653 
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654 
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655 
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656 
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657 
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658 
講ずること。 659 

カ. 電子メール送受信機能を含む場合には、ＳＰＦ（Sender Policy Framework）660 
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 TLS661 
（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662 
護すること。 663 

⑮  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664 
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665 
（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666 
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667 
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。 668 

⑯  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669 
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670 
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。 671 
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⑰  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672 
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。）673 
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674 
ぬよう、以下の内容も含めて行うこと。 675 
ア. 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676 

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。 677 
(ア) 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678 

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679 
ていないことを確認すること。 680 

(イ) 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681 
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。 682 

(ウ) 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、経済産683 
業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684 
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685 
確認すること。 686 

イ. 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。 687 
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場合を除き、実688 

行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 689 
エ. 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690 

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691 
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692 
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（ＧＰ693 
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694 
を用いて署名を施すこと。 695 

オ. 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696 
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697 
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698 
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699 
供方式を定めて開発すること。 700 

カ. 経済産業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701 
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702 
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703 
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704 
ョン・コンテンツに組み込む場合は、経済産業省外へのアクセスが情報セキュ705 
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706 
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707 
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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708 
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709 
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。 710 

⑱  受注者は、本業務を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅711 
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①～⑰の措置の712 
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713 
委託先に係るものも含むこと。 714 
 715 

(10)当省に提出する納入物品の記載項目については、担当職員の了解を得るこ716 
と。 717 
 718 

(11)受注者は、担当職員が常時契約履行に関する調査を行える体制とすること。 719 
 720 
(12)当省が適切な支援が期待できないと判断した場合、PM を含む担当者の変更721 

を依頼することがある。そのような場合には、本業務に影響しないよう配慮す722 
ること。 723 

 724 
(13)本業務の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を実施する725 

こと。また、積極的に問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その726 
解決に取り組むこと。 727 

 728 
(14)本業務に関係する調達案件への入札制限 729 

本業務の受注事業者（下請負先を含む。）及びその関連事業者(｢財務諸表等の730 
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731 
規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊732 
密な利害関係を有する事業者をいう。以下同じ。）については、透明性及び公正733 
性の確保の観点並びに相互牽制の観点から、本業務以外の次期システムプロジェ734 
クトに関連する調達案件（表３－２中の No.１、２及び４。以下「制限対象案735 
件」という。）を受注することはできないため、制限対象案件の落札等事業者は736 
本業務の入札に、本業務の落札等事業者は制限対象案件の入札に参加することは737 
できない。 738 

 739 
(15)政府 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者等に対する入札制限 740 
経済産業省担当 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等（常時勤務を要しない官職741 

を占める職員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」（平742 
成 12 年 11 月 27 日法律第 125 号）に規定する任期付職員及び「国と民間企業743 
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との間の人事交流に関する法律」（平成 11 年 12 月 22 日法律第 224 号）に基744 
づき交流採用された職員を除く。以下、本項において「 CIO 補佐官等」とい745 
う。）による調達計画書及び調達仕様書の妥当性確認並びに入札事業者の審査に746 
関する業務（以下、本項において「妥当性確認等」という。）について、透明性747 
及び公平性を確保する為、CIO 補佐官等が現に属する又は過去 2 年間に属してい748 
た事業者及びその関連事業者（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する749 
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、同一750 
の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をい751 
う。以下同じ。）については、本調達の入札に参加することはできない。 752 

 753 
17．特記事項 754 
(1)本調達は、次期システム受注者の決定かつ令和 3 年度の予算成立を条件とす755 
る。 756 
 757 
(2)本調達の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、758 
その変更の内容、理由等を明記した書面をもって当省に申し入れを行うこと。759 
双方の協議において、その変更内容が軽微（契約額、納期に影響を及ぼさな760 
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761 
に双方が記名捺印することによって変更を確定する。 762 
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