
平成３０年度

港湾情報処理システム運用管理業務

特　記　仕　様　書

平成３０年　１月

国土交通省　関東地方整備局



１．業務概要

２．履行場所

別表－1 に示す、関東地方整備局　港湾空港関係　本局　及び　事務所

３．履行期間

４．業務内容

単位 数量

式 1
回 12
式 1

式 1
式 1
式 1
式 1
式 1
式 1

式 1

５．業務仕様

5-1 総則

5-2 一般事項
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

　本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」
（国土交通省港湾局　平成29年3月）（以下、「共通仕様書」という。）に準拠する。なお、共通
仕様書第１章総則　1－9　提出書類３）に記載の「調査設計業務実績データ」の登録につい
ては、適用しないものとする。

　本業務は、関東地方整備局港湾空港関係における行政情報システムを円滑かつ安全に
運用することを目的に当該システムの運用保守を行うものである。

　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。

業務名称 備　考
協議報告

　業務打合せ

　なお、原則として土・日曜日、祝日並びに年末年始休暇（１２月２９日から１月３日）を除くも
のとする。

　報告の報告

　リモート監視

　システム運用管理業務
　事務所訪問巡回業務
　標準外業務

　業務完成図書

本業務の実施にあたり、受注者は、別紙－1に示す個人情報の取り扱いに関する事
項、別紙－２に示すセキュリティに関する事項並びに関係法令を遵守するものとする。

管理技術者は、調査職員と十分に打合せを行い、発注者が提示するネットワ－ク構成
及びハ－ドウェア等を十分把握した上で、業務を行わなければならない。
なお、管理対象となる機器の所在地は別表－１、サーバー機器、ネットワーク機器の構
成は別表－２、別表－３に示す。クライアントPC、プリンタの台数は別表－４に示す。
なお、履行期間内に別表－２に示すサーバー機器の更新、別表－３に示すネットワー
ク機器の一部の更新を予定している。

管理技術者は、緊急時に速やかに対応できるよう業務体制を確立しておかねばならな
い。

管理技術者は、業務の実施状況を常に把握し、調査職員が業務内容を把握できるよう
連絡を密にしなければならない。

　業務計画の打合せ

運用管理

成果物

　ハードウェア保守
　ソフトウェア保守

履行期間内に国土交通省行政情報基盤システムの更改（平成３１年２月）に伴う機器
の設定変更等を実施させる場合がある。
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(6)

5-3 業務従事者
(1) 業務の実施体制

(2) 業務時間

(3) 業務従事者の届出、変更、明示
1)

2)

5-4 協議報告
(1) 業務計画の打合せ

1) 業務概要
2) 業務実施内容
3) 業務工程表
4) 業務組織表
5) 打合せ計画
6) その他必要事項

(2) 業務打合せ

(3) 業務の報告

5-5 運用管理
　5-5-1 システム運用管理業務

(1) サーバーの管理・監視
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(2) ネットワーク機器及びネットワーク機能の管理・監視
1)
2)

庁舎管理、事故防止等の理由から業務従事者の住所、氏名等必要事項を調査職
員に届け出るものとする。また、業務従事者の変更がある場合も同様とする。

業務従事者は、履行場所の庁舎内において名札等により会社名及び氏名を明示
し、携帯するものとする。

本業務の遂行にあたっては、日本語により対応するものとする。

管理対象ネットワークのトラフィック状況の確認

管理対象サーバーの管理及び監視

　常駐技術者として、システム運用技術者１名を本局（別表－１の①）に常駐させ業務
を行うものとする。また、事務所訪問巡回技術者として、システム運用技術者１名で業
務を行うものとする。

　システム障害等緊急的な対応が必要が場合は、休日及び時間外であっても可能な限
り速やかに対応するものとする。

　本業務の実施に先立ち、事前に業務の手順および遂行に必要な事項を記載した業
務計画書を調査職員に提出するものとする。
　また、業務計画書の重要な内容を変更する場合、その都度、当該業務の着手前に変
更する事項を記載した変更業務計画書を調査職員に提出するものとする。
　業務計画書に記載すべき事項については、次のとおりとする。

人事異動等に係るユーザ情報の登録、変更等のデータ更新
ログ情報の採取
不正アクセス等の監視及び異常時の対処

管理対象ネットワーク機器の管理及び監視

　常駐技術者は、管理対象機器について、以下の作業を行う。詳細な作業項目及び実
施工程については、調査職員と協議するものとする。また各作業においてシステム利
用に影響を及ぼす異常となる事項が判明した場合は、速やかに調査職員へ報告し指
示に従うものとする。

管理対象サーバー上で利用するソフトウェアのパッチ適用及び脆弱性対応
管理対象サーバーのディスク管理、バックアップ、リストア

　事務所訪問巡回技術者の作業時間は別表－１の業務時間とする。なお、遠方事務所
においては調査職員と協議し、業務時間帯の変更ができるものとする。

　管理技術者は、本業務を的確に遂行するための打合せを１回／月以上行うものとす
る。

　日々の業務内容、訪問巡回及びクライアント障害・サーバ点検等を含め、別紙－３に
ある業務実施報告書を作成し、調査職員へ提出するものとする。

　常駐技術者の業務時間は、９：１５～１８：００までとする。
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3)

4)
5)
6)

(3) クライアントPC等の運用管理
1)

2)
3)

  （対象は別表－７に記載）

4)

(4) メール・グループウェアのシステム運用管理
1)

　・　人事異動に伴うアカウント作成、削除、登録変更
　・　アカウントロック解除、パスワードリセット対応
　・　組織変更、施設情報変更等対応

　・　サポートデスクへの問合せ
2)

　・　人事異動に伴うユーザID作成、削除、登録変更
　・　Notesデータベースへのアクセス制御及び簡易な設定変更

3)
(5) 障害等の対応

1)

2)
(6) その他

1)

  （対象は別表－７に記載）

2)

  （対象は別表－７に記載）

3)

4)

5)

ログ情報の採取

クライアントPC含むネットワーク機器等の管理台帳の作成及び更新

　・　メール、ビデオ会議システム、大容量ファイル転送機能、掲示板等ツール
　　の操作支援

調査職員の指示により、プリンタ（無線プリンタ含む）、複合機の設定変更及び
不具合対応を行うものとする。また、必要に応じてプリンタサーバ、クライアント
PCへのインストール作業を行うものとする。

クライアントPC等障害の初期対応及び簡易な復旧作業、システム・電子メー
ル・ブラウザ等環境再設定等の作業並びに利用者への支援

管理対象ネットワーク機器の脆弱性対応、ソフトウェアのパッチ適用
不正アクセス等のセキュリティ監視及び異常時の対処

通常使用されていない当局所有のクライアントPCについては、障害時の代替
機として速やかに使用できるよう管理を行うものとする。

クライアントPCに標準的にインストールされているOS及びソフトウェアのバー
ジョンアップ、パッチ適用 、脆弱性対策

国土交通省行政情報基盤システムに関わる運用管理

管理対象機器のネットワーク設定情報（IPアドレス・コンフィグ・ポリシー等）の
修正及び管理

初期対応及び報告に関する業務
　別表-２、別表－３に示す機器及びソフトウェア等に障害が発生した場合は、
速やかに原因を究明し調査職員に報告し指示に従うものとする。なお、対応に
より業務内容等に変更が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、必要
に応じて契約変更を行うものとする。

障害記録を作成し同一障害の予防に努める。

アプリケーションソフトの障害及び操作方法等について発注者より問い合わせ
があった場合には、発注者に代わりヘルプデスク（メーカー）への問い合わせ
を行うものとする。

ウィルス対策等のため導入している下記ツールについて、確実なパターンファ
イルの更新を行うものとする。なお、有害と想定されるウィルスを検知した場合
は、速やかに調査職員に報告し、対応するものとする。ウィルス検知履歴は月
毎に整理し、調査職員に提出するものとする。

本局（別表－１の①）に設置してある港湾空港関係行政情報システムの異常
有無について、１回／日以上目視等により確認を行うものとする。

広報用Webサーバへコンテンツのアップロード等を行い、適切に表示されるこ
との確認を行うものとする。コンテンツは調査職員より提供するものとする。

Lotus Notesに関わる運用管理

その他、調査職員が指示したもの
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6)

7)

8)

9)

　5-5-2 事務所訪問巡回業務

(1) サーバー及びネットワーク機器の管理
1)

　・　サーバー及びネットワーク機器の異常の有無
　・　リソース、ディスク容量の状況
　・　サーバーイベントログ
　・　サーバーバックアップ

2)

(2) クライアントPC等の運用管理
1)

2)

3)

  （対象は別表－７に記載）

(3)

(4) 障害等の対応
1)

2)
(5) その他

1)

  （対象は別表－７に記載）

2)

3)

4)

アプリケーションソフトの障害及び操作方法等について発注者より問い合わせ
があった場合には、発注者に代わりヘルプデスク（メーカー）への問い合わせ
を行うものとする。

巡回先設置のサーバ及びネットワーク機器について、脆弱性の対応、ソフト
ウェアのパッチ適用

サーバ機器及びネットワーク機器に対し設定変更を行う場合がある。これに伴
う作業で軽微と認められないものについては、発注者と受注者が協議のうえ、
必要に応じて契約変更を行うものとする。

調査職員からの問合せ及び各行政情報システムを統括している港湾WANに
関する調査等の資料作成に協力するものとする。

巡回先設置のサーバー及びネットワーク機器について、以下の項目等につい
て、異常の有無等の確認

巡回先設置のクライアントPC等障害の初期対応及び簡易な復旧作業、システ
ム・電子メール・ブラウザ等環境再設定等の作業並びに利用者への支援

巡回先設置のクライアントPC含むネットワーク機器等の管理台帳の作成及び
更新

調査職員の指示により、プリンタ（無線プリンタ含む）、複合機の設定変更及び
不具合対応を行うものとする。また、必要に応じてプリンタサーバ、クライアント
PCへのインストール作業を行うものとする。

巡回先設置のクライアントPCに標準的にインストールされているOS及びソフト
ウェアのバージョンアップ、パッチ適用、脆弱性対策

　事務所訪問巡回技術者は、別表－１に記載した事務所（③及び⑤～⑫）に訪問し、以
下の作業を実施する。巡回訪問は別紙－４の日程で行うこととするが、当局の指示に
より訪問日を変更することがある。
　各事務所の業務時間は別表－１の業務時間とし、業務時間中は休憩時間を除いて
常時対応するものとする。

その他、調査職員の指示により行政情報システム運用に必要となる軽微な作
業を行わせる場合がある。

巡回先クライアントPCのメール・グループウェアの利用（5-5-1(4)）について、必要
に応じて本局の常駐技術者と連携しながら、利用者への支援を行う。

サーバ機器及びネットワーク機器に対し設定変更を行う場合がある。これに伴
う作業で軽微と認められないものについては、発注者と受注者が協議のうえ、
必要に応じて契約変更を行うものとする。

調査職員の指示により時間外及び休日にかかる作業を行った場合、これに伴
う業務料の変更は履行期間の末日までに行うものとする。

障害記録を作成し同一障害の予防に努める。

その他、調査職員の指示により行政情報システム運用に必要となる軽微な作
業を行わせる場合がある。

初期対応及び報告に関する業務
　別表-２、３に示す機器及びソフトウェア等に障害が発生した場合は、速やか
に原因を究明し調査職員に報告し指示に従うものとする。
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5)

6)

　5-5-3 標準外業務

(1) 平成３０年４月１日付の人事異動に伴うクライアントPCのセットアップ作業

(2) 平成３０年度中に入替予定のクライアントPCのセットアップ作業

(3) その他

　5-5-4 リモート監視

(1) サーバー監視

1)

2)

(2) ネットワーク監視

1)

　(2)及びその他調査職員の指示により追加で発生した業務に伴う業務料の変更
は履行期限の末日までに行うものとする。

　別表-２及び別表－３に示すサーバー機器及びネットワーク機器について、受注者側
でリモート監視を行う。

サーバシステムの異常の検出、または通知に関しては毎日0:00～24:00（365
日24時間）とする。

　発注者側システムのネットワークが、安定且つ効率的に利用できるようにネットワーク
機器の監視を行うものとする。

　受注者は、5-5-1及び5-5-2の定例的業務で対応が困難な下記業務等については、
調査職員と協議し、必要となる技術者を別途配置し対応することができるものとする。
　配置する技術者については、当該業務実施前に調査職員に通知するものとする。
　なお、これに伴う業務料の変更は履行期間の末日までに行うものとする。

　なお、ハードウェア障害等によるベンダーへのサポート費用及びリモート管理によらな
い作業費用、または不正アクセス等によるセキュリティに関わる作業費用が発生する
場合は、発注者と受注者が協議のうえ、必要に応じて契約変更を行うものとする。

　サーバシステムの機密性・完全性・可用性を高め、安定的に利用できるようサーバ機
器の監視を行うものとする。

別表-２に示す各機器のハードウェア監視を行い、健全なサーバ環境が維持
できるようにするものとする。また、サーバシステムのログを監視するとともに、
サーバのリソースを監視するものとする。

　平成３０年度内に入替えを予定しているクライアントPCのセットアップ及びリース
アップPC等のデータ消去をするものとする。
　なお、データ消去のツールは受注者で準備するものとする。入替え時期及びセッ
トアップ等の詳細については、調査職員の指示によるものとする。

調査職員の指示により時間外及び休日にかかる作業を行った場合、これに伴
う業務料の変更は履行期間の末日までに行うものとする。

別表－３に示す各機器の死活監視、トラフィック情報の収集分析を行い、健全
なネットワーク環境が維持できるようにするものとする。

　４月１日の人事異動に伴い、クライアントPCのセットアップ作業（Notesアカウント
の入替、プリンタの設定、ソフトウェアのインストール、ネットワーク設定、動作確認
等）を実施する。
　対象となるクライアントPCの台数は、本局及び事務所を含めて160台を想定して
いる。
　また、これに伴う標準外業務のシステム運用技術者は、事前に26名（本局延べ
10名、各事務所延べ2名×8拠点(※１)＝16名）を計上しているが、実際と異なる場
合は、履行期間の末日までに業務料の変更を行うものとする。
　[※１…８拠点の内訳は、別表－１の③、⑤、⑦～⑫]

別表－１⑥の千葉港湾事務所海洋環境・防災課については、同表⑫の横浜
港湾空港技術調査事務所の巡回日に対応するものとする。

　受注者は、確実に運用保守ができるリモート監視に必要なハードウェア、ソフトウェア
及び通信回線を用意し、接続等設定をすること。また、リモート監視機器が設置されて
いる施設についても、施錠、ウィルス対策等のセキュリティを十分に確保し、第三者に
よる発注者側システムへの侵入、ウィルス及び不正プログラム等による影響を与えな
いよう対策を講じるものとする。
  また、発注者側システムへの不正アクセス等が見受けられた場合は、調査職員に速
やかに報告するとともに調査職員の指示により対応するものとする。
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2)

　5-5-5 ハードウェア保守

　5-5-6 ソフトウェア保守
(1)

(2)

(3)

5-6 管理技術者

(1) 情報処理技術者試験；（独）情報処理推進機構が実施する国家試験
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

(2) その他の国家資格及び公的資格

(3) 民間資格等

5-7 常駐技術者及び事務所訪問巡回技術者の資格
(1) 資格要件

(2) 常駐技術者又は事務所訪問巡回技術者の変更

　国家資格又は公的資格取得者で１）と同等以上のスキルレベルがあると発注者
が認めたもの。

　民間資格（ベンダー資格、ベンダーニュートラル資格）取得者で１）と同等以上の
スキルレベルがあると発注者が認めたもの。

　別表－５に示すハードウェアについて保守契約を締結し、その証明書を調査職員に
提出するものとする。
　また、ハードウェアの変更等が生じた場合は、調査職員と協議するものとする。
　なお、保守契約にかかる費用は予め計上している。（受注者側で負担）

ネットワーク機器の異常の検出、または通知に関しては毎日0:00～24:00（365
日24時間）とする。

応用情報技術者
ITストラテジスト

情報処理安全確保支援士
上記a)からj)と同等の旧資格
・システムアナリスト
・アプリケーションエンジニア
・ソフトウェア開発技術者
・テクニカルエンジニア（ネットワーク、データベース、システム管理、
　　　　　　　　　　　　　　　エンベデッドシステム、情報セキュリティ）
・情報セキュリティアドミニストレータ
・第一種情報処理技術者
・情報セキュリティスペシャリスト

ネットワークスペシャリスト

　本業務の管理技術者は以下の資格を１つ以上取得し、本業務相当の実務経験を有
する者とする。

　本業務の常駐技術者及び事務所訪問巡回技術者は 5-6 (1)～(3)に相当する資格を
有するもので、本業務相当の実務経験を有する者とする。

別表－６に示すソフトウェアの更新（保守）ライセンスを取得し、そのライセンス証書
及び証明書を調査職員に提出するものとする。
また、ソフトウェアの変更等が生じた場合は、調査職員と協議するものする。
なお、更新（保守）ライセンス取得にかかる費用は予め計上している。（受注者側で
負担）

各事務所保有のライセンス（プロダクトーキーやシリアル番号等）に統合可能なも
のが確認された場合は、調査職員と協議し、統合化を図ることとする。

サポート期限が終了するソフトウェアが確認された場合は、速やかに調査職員に
報告するものとする。なお、新しいバージョンへ更新（ソフトウェア購入費用の発生）
する場合は、調査職員と協議するものとする。

データベーススペシャリスト
エンベデッドシステムスペシャリスト
ITサービスマネージャー
システム監査技術者

システムアーキテクト
プロジェクトマネージャー
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5-8 庁舎及び施設等の使用
(1)
(2)
(3)

① 事務机 １卓もしくは２卓
② 椅　子 １脚もしくは２脚
③ 管理用クライアントPC ２台
④ その他 適宜

６．業務完成図書

７．検査

８．支払い

９．その他

9-1 業務時間外及び休日の対応

9-2 契約の変更

9-3 受注者の解除

(1)

(2)
(3)

9-4 守秘義務

9-5 疑義

9-6 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
(1)

正当な理由がなく作業が著しく遅延し、又は作業に着手しないとき。
作業状況が著しく誠意を欠くと認められたとき。

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するこ
と。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協
力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

不正の行為（当局の指示なしに故意にデータ、プログラム等を漏洩、減失、き損する
等）があったとき。

　前項の検査終了後に受注者の適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとす
る。

指定する庁舎、施設、備品等を使用するものとする。
備品類

履行場所に関わる庁舎及び施設で調査職員の指定する部分とする。

　受注者は、業務の方針及び条件に疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議し、そ
の指示に従うものとする。

　受注者は、業務完了時にシステム運用技術者の業務実施報告書及び情報システム運用保守
の内容を業務完成図書として取りまとめの上、成果品（製本１部、電子データ１式）として提出す
るものとする。
　なお、成果品の内容及び体裁等の詳細については、業務計画書に記載の上、調査職員と協議
して決定するものとする。

　当局係官による３ヶ月毎（４回／年）に本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

　受注者は、常駐技術者又は事務所訪問巡回技術者を変更する場合は、(1)の資格を
満足する者で、事前に調査職員の承諾を得た上で、業務に支障が生じないように変更
するものとする。

　緊急対応が必要な場合及び障害が発生する恐れがある場合は、調査職員の指示によ
り、業務時間外及び休日においても業務を行わせることができるものとする。なお、この場
合の取り扱いについては調査職員と協議するものとする。

　本業務の実施にあたり、業務範囲・内容又は業務実施条件等に変更が生じた場合には、
発注者と受注者が協議のうえ契約変更を行うものとする。

　本業務の遂行上知り得た内容を許可なく第三者に漏らしてはならない。また、他の目的に
転用してはならない。

　次の事項に該当する行為があった時は、請負の解除ができるものする。
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(2)

(3)

(4)

以　上

１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を
記載した書面により発注者に報告しなければならない。

１）及び２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることが
ある。

暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた
場合は、発注者と協議しなければならない。
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