
別紙様式１（公募実施要領） 

 

令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け

経営相談体制強化事業（専門家派遣の事務処理等実施機関）に係る入札可能性

調査実施要領 

 

 

 令和２年１０月８日 

 中小企業庁 

経営支援部経営支援課 

 

 

中小企業庁では、令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中

小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業（専門家派遣の事務処理等実施機

関）の受託者選定に当たって、企画競争に付することの可能性について、以下

の通り調査いたします。 

 

つきましては、下記１．事業内容に記載する内容・条件において、的確な事

業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり企画競争を

実施した場合、参加する意思を有する方は、別添登録様式に記入の上、５．提

出先までご登録をお願いします。 

 

 

１．事業内容  

(1) 概要 

よろず支援拠点や地域プラットフォーム （※）が、新型コロナウイルス感

染症の影響を受ける中小・小規模事業者の経営課題解決に向けて、専門家を

無料で派遣する体制を強化する。 

（※地域プラットフォーム：商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業      

支援を目的に連携する枠組み） 

 

(2) 事業の具体的内容 

  別添１ 仕様書のとおり。 

  

（3）事業期間 

  令和２年１１月上旬から令和３年３月３１日まで（予定） 

 

(4) 事業実施条件 



  ・本事業で求める条件を満たす専門家派遣に係る謝金管理等を行えるシステ

ムを有する又は用意できること。 

・本事業において事務処理等実施機関が使用するシステムは Salesforceで構

築されることを想定しているため、Salesforceのライセンス又はそれに代

わるものを所有又は用意できること。 

 

２．説明会の開催 

説明会に代えて、メールで質問を受け付けます。質問がない場合でも寄せ

られた質問及び回答を共有いたしますので、５．に連絡先（社名、担当者

名、電話番号、メールアドレス）を登録してください。 

なお、質問期限は令和２年１０月１５日（木）１２時までといたします。 

 

３．参加資格 

 ・予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、予決令第７０条中、特別の理由がある場合に該

当する。 

 ・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられてい

る者ではないこと。 

 ・過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されて

いる者ではないこと。 

 

 

４．留意事項 

・登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。 

・本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。 

・本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、

契約に関する意図や意味を持つものではありません。 

・提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布する

ことはありません。 

・提供された情報、資料は返却いたしません。 

 

 

５．提出先・問合せ先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 



中小企業庁経営支援部経営支援課 松崎、副島宛て 

TEL   ０３－３５０１－１７６３ 

FAX   ０３－３５０１－７０９９ 

E-mail  matsuzaki-tomokazu@meti.go.jp 

soejima-shinsuke@meti.go.jp 

※郵送または E-mailにてご提出願います。 

 

 

６．提出期限 

令和２年１０月２７日（火）１７時００分 

※複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、企画

競争を実施することがあります。 

  



（別 添１） 

（様 式） 

 

 

  年  月  日 

 

 

入札可能性調査 登録用紙 

 

 

事業者名 

 

 住    所：       

 商号又は名称：       

 代表者氏 名：       

 

 

連絡先 

 

ＴＥＬ：        

ＦＡＸ：        

E-mail：        

担当者名：        

 

 

公募要領に示された事業内容、事業実施条件等について熟読し、承知の上、

登録致します。 
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「令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営

相談体制強化事業（専門家派遣の事務処理等実施機関）」仕様書 

 

「令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経

営相談体制強化事業」の専門家派遣を実施するに当たり、その事務処理等を行う実施

機関を、次の要領で公募します。 

 

１．専門家派遣の概要について 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小・小規模事業者の多様な経

営課題の解決に向け、専門家を派遣することで、事業の各段階に応じた様々な経営課

題・支援ニーズに対し専門的見地からの支援を行う事を目的とします。 

具体的には、中小企業・小規模事業者等の自助努力だけでは解決困難な経営課題に

ついて、専門家を派遣し、専門的見地からの支援を行います。 

専門家派遣は、次のとおり、よろず支援拠点（注１参照）又は地域プラットフォーム

（注２参照）の構成機関（以下「派遣可能機関」という。）等からの派遣申請に基づき

実施されるものとし、一の中小企業・小規模事業者等が１年度当たりに受けられる専

門家派遣は、「令和２年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（専門

家派遣関係調査及び事務処理等実施機関の運営事業）」（以下「令和２年度当初事業」

という。）に係る専門家派遣の回数を含めて、原則３回までとします。但し、ＩＴ導

入に係る課題の場合に限り、１年度当たり原則５回までとします。また、専門家派遣

の実施は、契約書に定める事業開始日から令和３年２月末日までを想定しています。 

実施方法については、派遣可能機関が中小企業・小規模事業者等からの相談対応を

行い、当該中小企業・小規模事業者等の経営課題の整理・抽出を行った上で、当該機

関では対応困難な高度・専門的な課題について、適切な専門家をミラサポ（注３参照）

の専門家データベース（注４参照）から選定し、ミラサポの専門家派遣システム（注５

参照）を通じて派遣申請を行うこととします。 

 

（注１）よろず支援拠点について 

チーフコーディネーターを中心に地域の支援機関等と連携しながら、中小企業・小規模事業

者等が抱える売上拡大等の様々な経営課題に対して最適な手法を選択して支援を行うため、各

都道府県に１箇所ずつ整備される拠点 

（注２）地域プラットフォームについて 

地域の支援機関（商工会、商工会議所、都道府県等中小企業支援センター、金融機関など）

による中小企業・小規模事業者等支援を目的とした連携体。本事業の専門家派遣の窓口機能を

担うほか、自主的な取組として、構成機関が連携し、情報共有のための連絡会議や経営革新を

目指す中小企業・小規模事業者等のための経営革新セミナーなどの開催といった取組も行う。 

経済産業局が公募し、一定の基準を満たしたものが登録され、ミラサポ（注３参照）に公表

されている。次の①から⑫に該当する機関が直接専門家派遣を申請できる機関（派遣可能構成

（別添２） 
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機関）であり、派遣可能構成機関を複数種類含む４以上の支援機関（法人、団体）で構成され

る必要がある。 

◇派遣可能構成機関 

①商工会、都道府県商工会連合会 

②商工会議所 

③都道府県中小企業団体中央会 

④都道府県商店街振興組合連合会 

⑤中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条に定める指定法人 

⑥信用保証協会 

⑦認定経営革新等支援機関（※）である一般社団法人又は一般財団法人（特例民法法人を含み、

⑤を除く。）、公益社団法人又は公益財団法人（⑤を除く。） 

⑧認定経営革新等支援機関である地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合 

⑨認定経営革新等支援機関である大学 

⑩認定経営革新等支援機関である特定非営利活動法人 

⑪認定経営革新等支援機関であるその他の法人 

⑫「ひまわりほっとダイヤル」を実施する弁護士会、その他これまでの実績等に照らし、適切

な専門家派遣を実施する能力があると認められる法人、団体 

※中小企業等経営強化法第３１条第２項に規定する認定経営革新等支援機関。 

（注３）ミラサポについて 

ミラサポとは、中小企業庁が運営しているＩＴクラウドを活用した総合支援ポータルサイト。

ミラサポには、専門家データベース（注４参照）及び専門家派遣システム（注５参照）を搭載

しており、専門家派遣は、当該データベース及びシステムを利用することにより実施する（専

門家派遣等のサービスを受けるには、中小企業・小規模事業者等はミラサポへの会員登録、企

業登録が必要）。 

なお、ミラサポの構築・運営は、中小企業庁が民間団体等（ミラサポ運営事務局）に委託し

ている。 

（注４）専門家データベースについて 

本事業の派遣専門家の登録基準を満たした専門家が登録されているデータベース。氏名、専

門分野、得意業界、居住地、保有資格などにより専門家の検索が可能。 

（注５）専門家派遣システムについて 

専門家データベースに登録された専門家に対する派遣申請、派遣日程の調整、派遣終了後の

専門家の支援実施報告の提出・旅費の請求、利用者による専門家に対する評価などの手続をオ

ンラインで行うシステム。 

 

２．委託する業務の内容 

委託する業務（以下「委託業務」という。）は、次のとおりです。 

 

（１）専門家に対する謝金・旅費の支払 
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派遣終了後、専門家からミラサポを通じて提出される（専門家がミラサポ上で入

力する）専門家支援実施報告書兼旅費請求書（参考１）及び専門家派遣により支援

を受けた中小企業・小規模事業者等がミラサポを通じて提出する専門家派遣事業業

務従事証明書兼支援評価書（参考２）の提出を受けた派遣可能機関は、記載内容を

確認し、必要事項を入力の上、事務処理等実施機関へミラサポを通じて提出します。

事務処理等実施機関は、別途専門家より提出される交通費の領収書等の内容を確認

し、専門家に対し謝金・旅費を支払います。 

 

【謝金・旅費の支払いに関する注意事項】 

・本事業の専門家派遣においては、専門家派遣の申請を行った派遣可能機関が原則

として専門家の支援の現場に同行することとしている。同行の有無や同行時間、

「無」の場合の理由が専門家支援実施報告書兼旅費請求書（参考１）に記載され

るので、その妥当性等を確認し、必要に応じて、国に報告すること。 

・謝金・旅費の支払が適正に行われるよう、支払に当たっては、細心の注意を払い

専門家からの報告内容、請求内容及び提出物の確認を行い、必要に応じて、国に

報告すること。 

・専門家派遣の日程調整は、ミラサポを通じて行われるので、確定後の日程の管理

を行うとともに、謝金・旅費の支払い漏れが生じないよう、必要に応じ、専門家

に対し支援実施報告等の提出の督促を行うこと。 

・謝金・旅費の支払は、最低限、月１回は行うものとし、支払の際、源泉徴収（復

興特別所得税を含む。）を行うこと。 

・謝金・旅費の支払は、令和３年３月末日までに完了すること（同年４月１日以降

に支払った謝金・旅費は、委託金の対象とはならない。）。 

・謝金・旅費の請求・支払等が適正に行われていることを確認するため、中小企業・

小規模事業者等、派遣可能機関及び専門家に対してヒアリング等による調査を実

施すること。 

 

（２）謝金・旅費の支払状況の管理等 

専門家に対する謝金・旅費の支払実績を毎月、国に報告するものとします。また、

謝金・旅費の支払状況は、次の区分により管理し、国からの求めに応じて提供でき

る体制を整備します。 

・専門家別 

・よろず支援拠点別、地域プラットフォーム及びその構成機関別 

加えて、ミラサポ運営事務局と連携し、次の区分により専門家派遣申請に関する

実績を確認できる環境を整備します。 

・よろず支援拠点：自機関の派遣申請件数、謝金・旅費の使用額（支払済額）及び

それに対応する派遣件数 

・地域プラットフォーム代表機関：自機関及び構成機関毎の派遣申請件数、謝金・ 
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旅費の使用額（支払済額）及びそれに対応する派遣件数 

・地域プラットフォーム構成機関：自機関の派遣申請件数、謝金・旅費の使用額 

（支払済額）及びそれに対応する派遣件数 

 

（３）支援実施状況等の報告 

専門家からの支援実施報告を毎月とりまとめ、翌月末までに国に報告します。報

告は、当月分の実績値及び事業開始月から当月分までの累計実績値とします。また、

当該報告等の管理に当たっては、体制を含め、個人情報や企業情報等について適切

な保護措置を講ずるものとします。報告内容はおおむね次のとおりとし、報告様式

は別途国から指示します。 

①専門家派遣件数（よろず支援拠点、地域プラットフォームごと） 

・経営課題別、業種別、窓口となった派遣可能機関の属性別、経済産業局・都道 

府県別、専門家の資格別の派遣件数 

・派遣先企業数 

・小規模事業者、創業予定者等別の派遣件数 

②支援を受けた中小企業・小規模事業者等に関する情報（名称、所在地、電話番 

号、業種、従業員規模別等） 

 ※その他、上記に含まれていない場合であっても、国及び受託者が必要と認める場

合はこの限りではない。 

 

（４）専門家派遣に係る満足度調査の実施 

専門家派遣を利用した中小企業・小規模事業者等に対し、満足度調査を実施しま

す。具体的な実施方法については、国、ミラサポ運営事務局及び令和２年度当初事

業事務局と協議の上、決定することとします。 

 

（５）国及びミラサポ運営事務局、令和２年度当初事業事務局との連携・協力業務 

専門家派遣を円滑に実施するために必要な事項について、国及びミラサポ運営事

務局、令和２年度当初事業事務局と連携・協力をし、下記の業務を行うものとしま

す。 

【連携・協力業務】 

①専門家派遣の実績に関する調査（派遣可能機関に対する、専門家（派遣実績のな

い専門家を含む。）による派遣可能機関からの申請の拒否に係る調査や専門家の

選定状況にかかる調査等） 

②必要に応じて実施する調査 

 

（６）事務処理システムの運用 

専門家派遣システム及び事務処理システムの運用を実施する。 
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事務処理システムについては、ライセンス費（管理ＩＤ：９、ユーザーＩＤ：３

４、データストレージ、帳票出力機能）、保守・改修費等、ユーザーサポート外注費

等を確保すること。 

また、令和２年度当初事業で利用しているシステム及びミラサポから地域プラッ

トフォーム、派遣可能機関、専門家情報、会員情報及び派遣実績に関する初期デー

タを移行し、事務局を運用できる環境を整備すること。 

加えて、以下に示すシステム保守・運用作業を実施すること。このため、システ

ム担当の人材を配置すること。 

 

①事務処理システムの運用 

本システムは、委託期間中、継続して安定したサービスが提供できる基盤を利用

したクラウド環境（Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ）で構築される必要がある。 

本システムの利用契約では、業務アプリケーションの稼働に必要なハードウェア、

ソフトウェア等を個別には調達しない。 

なお、以下の要件を満たすシステムを用意すること。 

・国内の各種法規が適用される環境であること。 

・想定されるデータ量を処理するために必要な環境であること。 

・急激なトランザクション量の変化に対して、レスポンス性能及び耐障害性を十

分備えている環境であること。 

なお、システムの提供にあたっては、下記Ａ～Ｇの要件について考慮すること。 

Ａ 規模・性能要件 

 想定される本システムの利用者は、事務処理等実施機関の職員及びシステムの保

守・運営を行う者とする。 

 

Ｂ システム接続要件（業務端末からの接続） 

本システムは、経産省基盤情報システムの一般執務用ＰＣで利用できること。 

なお、パブリッククラウド上のＳａａＳを利用する場合、経産省基盤情報システ

ムの一般執務用ＰＣからはＷｅｂブラウザ（ＩＥ１１、ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅ、

Ｆｉｒｅｆｏｘ）を利用してアクセスを行う。また追加のソフトウェアのインスト

ールは不可となることに留意すること。一般執務用ＰＣの環境について、詳細な情

報が必要な場合は、中小企業庁に確認すること。 

 

Ｃ システムの信頼性要件 

a 利用者のセキュリティに係る信頼性要件 

ア ユーザーごとに機能及びデータの操作可能な範囲を制限できること。 

イ ログインパスワード、データベースへの接続パスワードなど、情報システ

ム内で保持する必要のあるパスワードについては、パスワードのハッシュ

値や暗号化した情報をシステムに保持する等により機密性に配慮すること。 
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b システムに係る信頼性 

ア クラウドサービスの機能バージョンアップ作業等による計画停止を除き、 

３６５日２４時間稼動とする。 

イ サーバ機器、ネットワーク機器、データベース、電源装置等のシステム基

盤は障害発生時でも業務を停止せずに対処できる冗長性を持った方式を採

用していること。 

ウ 障害対応のため、業務アプリケーション機能、業務関連データのバックア

ップ、リカバリを行うこと。バックアップについては、週１回フルバック

アップ、差分バックアップを毎日行うこと。（保管データ容量は３世代相当

とすること。） 

エ バックアップ中はサービスを停止しないこと。 

オ 利用するクラウド基盤では、データセンターの災害に備え、データの保管

場所については、テープ等で別の場所に保管又は災害時のバックアップセ

ンター等へのリモートバックアップを行うこと。 

 

Ｄ システム上位互換性要件 

業務アプリケーションの稼働に利用されているクラウド基盤へのセキュリティ

パッチ適用を含めたバージョンアップが実施された際もバージョンアップ後の上

位互換が保証され、業務アプリケーション側の移行作業等に伴う追加費用が発生せ

ずに継続利用できること。 

 

Ｅ システム中立性要件 

a 本システムにて保管されたデータは再利用が可能なこと。そのため、本システ

ム内のデータはＣＳＶ等の汎用的なデータ形式で入出力でき、入出力作業を容

易にするデータローダ機能を本システムにて提供すること。 

b 受託者以外でも、システムの運用・保守が実施できるよう、技術の検討に当た

っては実績のあるクラウド基盤を選択すること。 

 

 Ｆ 情報セキュリティ要件 

  別紙１「システムに求める情報セキュリティ要件」を参照すること 

 

②運用サポート 

・操作の質問に対するサポート及び操作トラブルへの対処を行う。 

・書面調査の個別入力項目に対する一括変更等のインポートを行う。 

 

③システム稼働確認及び障害発生時の対応 

・本システムが正常に稼働することを確認すること。 
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・本システムにおいて、障害が発生した場合における、一次解析、原因解析、問

題の解決等一連の作業を行うこと。また、必要に応じて再発防止策を講じるこ

と。 

・本システムのバックアップについて管理するともに、データ破損等の不慮の事

態等が発生した場合はバックアップデータからのリストア作業を行うこと。 

・クラウド環境のソフトウェアアップデートがリリースされた際の動作確認、お

よび正常に動作しなかった場合の対処を行うこと。 

 

 

３．応募資格 

本公募に応募できるのは、次の要件を満たす法人とします。 

①日本国内に拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で

はないこと。 

⑥常設の事務所を設け、中小企業庁及び経済産業局等との密接な連携がとれる体制 

を確保できること。 

⑦本事業に関する委託契約を中小企業庁との間で直接締結ができる機関であること。 

⑧中小企業庁が提示した委託契約書に合意すること。 

⑨別紙２情報セキュリティに関する事項を遵守すること。 

⑩公序良俗に反する活動を行う等、委託先として不適切な者でないこと。 

 

４．委託先の選定 

（１）選定方法 

上記応募資格を満たす法人から提出された企画提案書等について、中小企業庁に

おいて外部委員による企画競争審査委員会を開催し、下記選定基準に基づき審査を

行い、委託先を選定します。 

なお、応募締切り後に、必要に応じて提案内容に関するヒアリングを実施するこ

とがあります。また、その際、追加資料の提出を求める場合があります。 

 

（２）採択数 

１機関とします。 

 

５．契約等 

（１）委託契約の締結 
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採択された法人と国との間で委託契約を締結します（採択決定後、契約条件の協

議が整い次第、速やかに委託契約を締結します。）。 

なお、委託業務の一部を第三者に再委託する場合は、国の承認を必要とし、委託

業務の全部を第三者に再委託することは認められません。 

 

（２）契約期間 

契約書に定める事業開始日から令和３年３月３１日までとします。 

 

（３）予算規模 

委託業務の予算規模は９，２００万円（一般管理費、消費税及び地方消費税を含

む。）を上限とし、当該金額には、専門家派遣に係る謝金・旅費の金額を含むもの

とします（２，０００回程度を想定）。 

なお、採択決定後の契約金額は、各支出項目等について検証・審査を行った上で

決定するため、必ずしも企画提案書の金額と一致するものではありません。また、

契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合があります。 

 

（４）委託金の支払 

原則として、委託業務完了後の精算払とします。ただし、受託者の財務状況によ

り、関係機関との協議が整った場合は、受託者からの請求により、必要があると認

められる金額について委託業務の完了前に概算払をすることができます。 

 

（５）委託金の確定方法 

委託業務完了の日の翌日から１０日以内に委託業務についての実績報告書を提

出する必要があります。国はこれを受けて、委託先の主たる事務所等において検査

を行い、支払うべき委託金の額を確定します。 

確定額は、契約金額の範囲内であって、実際に支出を要したと認められる費用の

合計額となります。このため、全ての支払にはその内容を明らかにした帳簿類及び

金融機関の振込受領書等の証拠書類が必要となります。支払額及び内容について厳

格に審査し、適切と認められない経費については、委託金の対象外となる可能性が

あります。厳格な経理処理が必要になることを前提として、応募してください。な

お、委託金の対象となるのは、委託契約締結日以降に発生（発注）し、原則として、

契約期間内に支払が完了している経費が対象となります。 

 

６．応募要領 

（１）公募期間等スケジュール 

①公募開始            令和２年１０月下旬 

②公募説明会          令和２年１０月下旬 

③公募締切            令和２年１０月下旬～令和２年１１月上旬 
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④審査結果の連絡      令和２年１１月上旬 

⑤契約、事業開始予定  令和２年１１月上旬 

 

７．問い合わせ先 

経済産業省中小企業庁経営支援課 

住所：〒１００－８９１２ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 

電話：０３－３５０１－１７６３ 

担当：松崎、副島 
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別紙１ システムに求める情報セキュリティ要件 

 

AT-1-2 不正通信の遮断 

通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プ

ロトコルを遮断する機能を備えること。 

 

AT-1-3 通信のなりすまし防止 

情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を

備えること。 

 

AT-1-4 サービス不能化の防止 

サービスの継続性を確保するため、サービス停止の脅威の軽減に有効な機能を活用

して情報システムを構築すること。 

 

AT-2-1 不正プログラムの感染防止 

不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定さ

れる不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとと

もに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能である

こと。 

 

AU-1-1 ログの蓄積・管理 

情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報シス

テムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、最低 1カ月の期間保管

するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの

蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 

 

AU-1-2 ログの保護 

ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備え

るとともに、ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽

減）のための措置を含む設計とすること。 

 

AU-1-3 時刻の正確性確保 

情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログ

の分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備え

ること。 

 

AU-2-1 侵入検知 



 
 

11 
 

不正行為に迅速に対処するため、送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや

不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 

 

AC-2-2 アクセス権管理 

情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのア

クセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを

適切に設計すること。 

 

AC-2-3 管理者権限の保護 

特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備え

ること。 

 

PR-1-1 通信経路上の盗聴防止 

通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、

通信回線を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズム

については、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。 

 

PR-1-2 保存情報の機密性確保 

情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセス

を制限できる機能を備えること。また、外部との接続のある情報システムにおいて

保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないこと。 

 

PR-1-3 保存情報の完全性確保 

情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知す

る機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 

 

DA-1-1 システムの構成管理 

情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティイ

ンシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成（サー

ビス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構

成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の

管理を行う方法又は機能を備えること。 

 

UP-2-1 プライバシー保護 

情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意

図しない形で第三者に送信されないようにすること。 

 

AT-3-1 構築時の脆弱性対策 
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情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正

を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要

な脆弱性は修正の上で納入すること。 

 

AT-3-2 運用時の脆弱性対策 

運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システ

ムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備

えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 
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（別紙２） 

 

情報セキュリティに関する事項 

 

 

1) 受託者は、契約締結後速やかに、以下に記載する事項の遵守の方法について、担当職員に

提示し了承を得た上で確認書として提出すること。また、契約期間中に、担当職員の要請に

より、確認書に記載した事項に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。な

お、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認めた場合、受託者は、

担当職員と協議し対策を講じ、納入期限日までに確認書に記載した事項の全てを完了するこ

と。 

 

2) 受託者は、本事業に使用するソフトウェア、電子計算機等に係るセキュリティホール対策、

不正プログラム対策、ファイル交換ソフト対策、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作業担当者に対し

実施すること。 

 

3) 受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体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、

本作業終了後には、持ち込んだ機器から貸与した電子媒体の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) 受託者は、貸与された紙媒体、電子媒体であっても、担当職員の許可なく当省外で複製し

てはならない。また、本作業終了後には、複製した情報等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) 受託者は、本事業を終了又は契約解除する場合には、担当職員から貸与された紙媒体、電

子媒体を速やかに担当職員に返却すること。その際、担当職員の確認を必ず受けること。 

 

6) 受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本事業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。 

 

7) 受託者は、本事業の遂行において、当省の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方法等について担当

職員と協議し実施すること。 

 

8) 受託者は、経済産業省情報セキュリティポリシー（経済産業省情報セキュリティ管理規程
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（平成２４年９月１９日改正）、経済産業省情報セキュリティ対策基準（平成２４年７月２５

日改正））、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成２６年度版）」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) 受託者は、経済産業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入れると

ともに、指摘事項への対応を行うこと。 

 

10) 受託者は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、受託者自身が管

理責任を有するサーバ等がある場合には、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、既知の脆弱性検査、ＤｏＳ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。 

 

11) 受託者は、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「安全なウェブサイトの作り方（改訂第６版）」（以下「作り方」と

いう。）に基づくこと。また、構築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」に記載されている脆弱性の検査を含む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。 

 

12) 受託者は、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、原則、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」

（以下「政府ドメイン名」という。）を使用すること。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。 

 

13) 受託者は、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、なりす

ましの防止策を講ずること。 

 

14) 受託者は、本作業を一部再委託する場合は、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措置を講ずること。 
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 参考１ 

 

専門家支援実施報告書兼旅費請求書 

 

（注）ミラサポ上で入力する項目を様式化したもので、実際の入力画面とは異なる。 
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参考２ 

 

専門家派遣業務従事証明書兼支援評価書 

 

（注）ミラサポ上で入力する項目を様式化したもので、実際の入力画面とは異なる。 

 

 

 


	随契仕様書.pdf
	別紙様式1_公募実施要領.pdf



