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公   募 
 

令和 ４年１２月 ９日 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

総務部長  牛島 洋 

（公 印 省 略） 

 

  下記の業務を行う特定の技術等を有する者を公募します。応募される方は、本公募内容を了承のう

え、下記によりご応募下さい。 

 

記 

 

１．件  名    出張旅費システム更新業務 

 

２．募集内容    出張旅費システム更新業務の請負が可能な者 

 

３．業務内容     別紙「仕様書」による 

 

４．応募資格 

 (１) 国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け水研第６

５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和４・５・６年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全省庁統一資格

の「役務の提供等契約」に格付けされている者であること。 

 (３)  国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役

務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、全省庁

統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指

名停止を受けている期間中でないこと。 

 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項

各号に掲げる者でないこと。 

 

５．提出書類 

  ① 応募申込書（別紙様式） 

  ② 国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格

審査結果通知書写し 

  ③ その他参考となる資料 

 

６．書類の提出場所等 

 (１) 提出期限   令和 ４年 １２月２３日 １７時 

 (２) 提出場所及び問い合わせ先 

    〒２２１－８５２９ 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５ 

              テクノウェイブ１００ ６階 

              国立研究開発法人水産研究・教育機構 
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         総務部調達課 

              ＴＥＬ ０４５－２７７－０１３３ 

              ＦＡＸ ０４５－２７７－０２１８ 

    上記５の提出書類を直接又は郵送により提出すること。（郵送の場合は、提出期限までに到

着するよう提出すること。） 

 

７．質疑等 

  質疑がある場合には、令和 ４年１２月１６日までに上記６．あてにファックス又はメール（メ

ールの場合はアドレス照会のこと。）にて質疑を行うこと。当日までの質疑を取りまとめ、回答は

当該質疑のあった者に行うとともに当機構のホームページにて公表する。なお、当該日以降に質疑

があった場合も随時受け付け、同様に対応する。 

  ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人

等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質疑を公表せ

ず、質疑者のみに回答することがある。 

 

８．応募結果の公表等 

  応募の結果は、当機構のホームページで公表します。 

なお、上記３及び４の要件を満たす応募が一者の場合には、当該者との随意契約に移行すること

となります。 

また、応募が複数ある場合には、一般競争入札に移行することとなります。その場合には、別途、

公告します。 

 

９．その他 

  提出書類の作成・応募等に係る一切の経費は応募者の負担とし、提出した書類は返却しないもの

とします。 

 

10．契約に係る情報の公表 

（１）公表の対象となる契約先 

    次の①及び②いずれにも該当する契約先 

①  当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職

以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等※注１ として再就職してい

ること 

② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること※注２ 

なお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研究開発法

人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。 

   ※注１ 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有する者 

であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力を与える 

と認められる者を含む。 

    ※注２ 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げら

れた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績

による。 

（２）公表する情報 

    上記（１）に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、
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契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、   職名及び当

機構における最終職名 

②  当機構との間の取引高 

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区   分のいずれ

かに該当する旨 

      ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当機構に提供していただく情報 

     ① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構に

おける最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４）公表日 

     契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約につい 

ては原則として９３日以内） 

（５）その他 

         当機構ホームページ（契約に関する情報）に「国立研究開発法人水産研究・教育機構が行う

契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくとともに、所要の情報

の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行ってい

ただくようご理解とご協力をお願いいたします。 

      なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますの

で、ご了知願います。 

 

11．公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について 

当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に沿って、公的研究費の契約等における

不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「国立研究開発法

人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」（URL： http://www.fra.affrc.go.jp/

keiyaku/pledge_request/note_contract.pdf）をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、

当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。 

本公募の結果、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願いします。 

なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか１箇所に１回提出して

いただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。 

 



業務仕様書 

 

１．件  名  出張旅費システム更新業務 

 

２．業務目的 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構で稼働中の出張旅費システムのサーバについ

ては設置から 7 年以上となり、耐用年数を経過して更新時期を迎えていることからハ

ードウェアを新品に入替し、サーバとして使用できるようシステム環境の再構築及び

データの移行を行う。このことにより、故障等による出張旅費システムの停滞を未然

に防ぎ、機構出張旅費の業務執行について万全を図ることとする。 

 

３．履行期限 

令和５年４月２８日 

（ただし、システム認定書等の納品は、令和５年４月３日～令和５年４月２８日とし、 

業務完了後に検査を行うこととする。） 

 

４．業務場所 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地２５ テクノウェイブ１００ ６階 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 本部 

 

５．業務内容 

  以下のとおり、ハードウェアを新品に入替し、サーバとして使用できるよう環境構

築作業を行ったうえで、従前サーバのデータを移行する。なお、この移行作業にあた

って現行出張旅費システムの停止可能期間は最大で２日間とする。 

 

１） ハードウェア入替 

・構成は別紙のとおり 

 

２） 環境構築作業及びデータ移行作業 

既存のシステムから全てのデータの移行を行い、現在の環境と同様にするため

検証作業やミドルウェアのインストール等、以下の作業を行う。 

・バージョンアップ検証環境の構築（請負業者内） 

・機構固有設定部分に関する検証・適合作業（請負業者内） 

・PostgreSQL インストール及び環境構築 

・Java(AdpotOpenJDK LTS)インストール 

・Apache（最新バージョン）インストール及び環境構築 

・Tomcat（最新バージョン）インストール及び環境構築 

・旅費アプリケーション（出張旅費システム運賃計算ソフト （財）日本シス

テム開発研究所）インストール及び再構築 

・データ変換作業 



・システム動作確認 

  ３) その他 

    システムバックアップ用の USB 記憶装置を作成し納品すること。 

  

６．システム設定書の納品 

今回のサーバ移行に伴い、新たにシステム設定書を作成し、電子媒体で１部納品す

ること。 

 

７．その他 

①詳細については担当職員の指示に従うこと。 

②請負者の故意又は過失により、業務上の事故もしくは災害を発生させ、機構並びに

文当該システム利用者に損害を与えた場合、当該損失の全てを賠償すること。 



別　紙

ハードウェア構成

１．本体構成
品目 規格 型番 数量 単位

本体 Express5800/R110j-1 　4× 2.5型ﾄ゙ﾗｲﾌ゙ﾓﾃ゙ﾙ N8100-2832Y　 1 台
AC電源ケーブル 3m K410-E246(03) 2 本
CPUボード 4C,3.40GHz/E-2224 N8101-1714 1 個
増設メモリボード 8GB    1×8GB/U N8102-718 4 個
RAIDコントローラ 2GB    RAID 0/1/5/6 N8103-193 1 個
増設バッテリ リチウムイオンバッテリバックアップユニット N8103-215 1 個
ライザーカード 2×PCI N8116-90 1 個
管理LAN／シリアルポート N8117-12 1 個
内蔵ドライブSAS 増設用400GB　SSD　2.5型 N8150-1807 4 台
内蔵DVD－ROMドライブ 薄型　SATA接続 N8151-137 1 台
内蔵DVDドライブ増設キット 4×2.5型ドライブ N8154-134 1 台
電源ユニット 500W N8181-159 2 個
冗長電源ゲージ N8181-180 1 個
OS Windows Server 2019 Standard(16core) UL1904-001 1 式
無停電電源装置 1200VA N8142-100 1 台
無停電電源装置管理ソフト UL1047-803 1 式

２．上記本体構成品に係る保証及びバックアップ用USB
品目 規格 型番 数量 単位

本体メーカー保証 NH724-5R6-0100 1 式
無停電電源装置バッテリ交換保守 NH909-9200-UB5C 1 式
RAIDバッテリ交換保守 NH909-9200-W25C 1 式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※構成品については同等品可能とする。



国立研究開発法人水産研究・教育機構における 
情報処理業務の委任等に係る特記仕様書 

 
国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」という。）から情報処理業務の委任

等を受けた請負者（以下「請負者」という。）は、契約書及び仕様書等に定めのない事項に
ついて、この国立研究開発法人水産研究・教育機構における情報処理業務の委託等に係る特
記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に定める事項に従って契約を履行しなければなら
ない。 

 
第１ 情報セキュリティポリシーを踏まえた情報処理業務の履行  

請負者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」（令和３年７
月７日サイバーセキュリティ戦略本部決定。以下「統一基準」という。）の趣旨を踏まえ、
以下の事項を遵守しなければならない。 

 
第２ 定義 

この特記仕様書において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、
統一基準による。 
（１） 個人情報 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１

５年法律第５９号）第 2 条第 2 項に規定する個人情報及び「行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号）
に規定する個人番号をいう。 

（２） 要機密情報 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法
律第１４０号第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高
い情報を含む情報をいう。 

（３） 業務 機構の保有する個人情報及び要機密情報をコンピュータ等により処理する
情報処理業務であって、業務の一部又は全部について、契約をもって機構外の者に
実施させることをいう。委任、準委任、請負等の契約形態を問わないものとする。 

（４） 契約目的物 仕様書等で機構が指定する物件をいう。 
（５） 成果物 契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した出力帳票及び電磁的

記録物等をいう。 
（６） 機構からの貸与品等 この契約に基づく業務を処理するため、機構が貸与する原

票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる個人情報等並びに要機密情報をい
う。承諾を得て複写あるいは複製したものを含むものとする。 

 
第 3 業務の実施体制 

（１） 請負者は、契約締結後直ちに業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務



に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記
仕様書を遵守し業務を請け負う旨の誓約を書面にし、機構に提出すること。 

（２） (１)の事項に変更が生じた場合、請負者は速やかに変更内容を機構に提出するこ
と。 

 
第 4 業務従事者への遵守事項の周知 

（１） 請負者は、この契約の履行に関する遵守事項について、業務従事者全員に周知徹
底し、遵守させること。 

（２） 請負者は、(１)の実施状況を書面にし、機構に提出すること。 
 
第 5 情報の保持と目的外使用の禁止 

請負者は、この契約の履行により知り得た個人情報、要機密情報、契約目的物及び成果
物を第三者に提供してはならない。また、他の用途に使用してはならない。 

 
第 6 複写及び複製の禁止 

請負者は、機構からの貸与品等を機構の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
なお、承諾を得て複写あるいは複製したものについても、第 5 の規定を遵守すること。 

 
第７ 作業場所以外への持出禁止 

請負者は、機構が指示又は承認する場合を除き、機構からの貸与品等について、第 3(１)
における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 
第８ 情報の保管及び管理 

請負者は、業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、業務の実施に当たって
以下の事項を遵守しなければならない。 
(１) 全般事項 

ア 契約履行過程 
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ 業務を実施する施設等の入退室管理 
ｂ 機構からの貸与品等の使用及び保管管理 
ｃ 契約目的物、成果物の作成、使用及び保管管理 
ｄ その他、仕様書等で指定したもの 

(イ) 機構から(ア)の内容を確認するため、業務の安全管理体制に係る資料の提出を
求められた場合は直ちに提出すること。 

イ 契約履行完了時 
(ア) 機構からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに機構に返還すること。 



(イ) 契約目的物の作成のために、業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び電
磁的記録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契約履
行完了後に記録媒体上に含まれる当該業務に係る情報を全て消去すること。 

(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方
法及び消去日を明示した書面で機構に報告すること。 

(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、あらかじめ
機構の承諾を得て、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告
すること。 

ウ 契約解除時 
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ 事故発生時 
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び

機構からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発
生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく機構に報告し、機構
の指示に従うこと。 

（２） 個人情報及び要機密情報の取扱いに係る事項 
機構からの貸与品等、契約目的物及び成果物に含まれる情報で既に公知の情報、機

構から請負者に提示した後に請負者の責めによらないで公知となった情報、及び機
構と請負者による事前の合意がある情報は、要機密情報に含まれないものとする。個
人情報及要機密情報の取扱いについて、請負者は、以下の事項を遵守しなければなら
ない。 

ア 個人情報及び要機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退
室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び要機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、
台帳等を設け個人情報及び要機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 機構から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を機構に提出
し報告すること。 

エ 個人情報及び要機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策
を講じること。 

オ (１)イ(イ)において、個人情報及び要機密情報に係る部分については、あらかじめ
消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により機構に申し出て、
機構の承諾を得たうえで消去を行うこと。 

カ (１)エの事故が、個人情報及び要機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合
は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び要機密情報の項目、内容、数量、事故の発
生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく機構に報告し、機構
の指示に従うこと。 



キ カの事故が発生した場合、請負者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点
から、機構に可能な限り情報を提供すること。 

ク (１)エの事故が発生した場合、機構は必要に応じて請負者の名称を含む当該事故に
係る必要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 業務の従事者に対し、個人情報及び要機密情報の取扱いについて必要な教育及び
研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて機構に提出
すること。 

コ その他、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日号外法律第 57 号）に
従って、本業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

 
第９ 機構の施設内での作業 

（１） 請負者は、業務の実施に当たり、機構の施設内で作業を行う必要がある場合には、
機構に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

（２） 機構は、(１)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供
することができる。 

（３） 請負者は、機構の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 
ア 就業規則は、請負者の定めるものを適用すること。 
イ 請負者の発行する身分証明書を携帯し、機構の指示があった場合はこれを提示す

ること。 
ウ 請負者の名称入りネームプレートを常に着用すること。 
エ その他、(２)の使用に関し機構が指示すること。 

 
第 10 再委託の取扱い 

（１） 請負者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託
を行う旨を書面により機構に申し出て、機構の承諾を得なければならない。 

（２） (１)の書面には、以下の事項を記載するものとする。 
ア 再委託の理由 
イ 再委託先の選定理由 
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 
エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 
オ 再委託する業務の内容 
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び要機密情報について明記す

ること。） 
キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、要機密情報、記録媒体の保管及び管

理体制について明記すること。） 
ク 再委託先が第１及び第３から第９までに定める事項を遵守する旨の誓約 



ケ その他、機構が指定する事項 
（３） 第１及び第３から第９までに定める事項については、請負者と同様に、再委託先

においても遵守するものとし、請負者は、再委託先がこれを遵守することに関して
一切の責任を負う。 

 
第 11 実地調査及び指示等 

（１） 機構は、必要があると認める場合には、請負者の作業場所の実地調査を含む請負
者の作業状況の調査及び請負者に対する業務の実施に係る指示を行うことができ
る。 

（２） 請負者は、(１)の規定に基づき、機構から作業状況の調査の実施要求又は業務の
実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならな
い。 

（３） 機構は、(１)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとし、請負者は、
再委託先にその承諾を得ておかなければならない。 

 
第 12 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

（１） 請負者又は再委託先において、第３から第９までに定める情報の保管及び管理等
に関する義務違反又は義務を怠った場合には、機構は、この契約を解除することが
できる。 

（２） （１）に規定する請負者又は再委託先の義務違反又は義務を怠った場合には、機
構は、これらの行為を差し止めることができる。 

（３） (１)に規定する請負者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって機
構が損害を被った場合には、機構は請負者に損害賠償を請求することができる。機
構が請求する損害賠償額は、機構が実際に被った全ての損害額とする。 

 
第 13 存続 

第 5、第 6 及び第 12 の規定は、本契約の解除または期間満了による終了後も存続するも
のとする。 


