
港湾ＥＤＩシステム
（港湾手続関係業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）に係る業務・システム）

調達計画書

（区分：最適化対象業務・システム）

特定情報システムの該当（有・無）

国土交通省 海事局 総務課 国際・危機管理室
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海上保安庁 警備救難部 警備課

海上保安庁 交通部 安全課
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１．業務の概要

（１）業務の概要

港湾手続関係業務は、国土交通省が所管する港則法、港湾法、海上交通安全法、船舶

油濁損害賠償保障法、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律によ

り規定された手続の処理に係る業務である。

港則法、港湾法、海上交通安全法、船舶油濁損害賠償保障法、国際航海船舶及び国際

港湾施設の保安の確保等に関する法律により規定され、現在、港湾 システムを通EDI
じて処理が行える手続は以下の 手続である。12

＜港則法に基づく手続＞

・入出港届（港湾法でも提出を求めている）

・係留施設使用届

・移動許可申請

・移動届

・錨地・停泊場所指定願

・危険物荷役許可申請

・危険物運搬許可申請

・事前通報

＜港湾法に基づく手続＞

・入出港届（港測法でも提出を求めている）

・係留施設使用許可申請の提出

＜海上交通安全法に基づく手続＞

・航路通報

＜船舶油濁損害賠償保障法に基づく手続＞

・保障契約情報の事前通報

＜国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく手続＞

・船舶保安情報の通報

また、本書対象の情報システムに関する機能は以下の通りである。

構成要素 果たすべき機能No.
港湾関連の申請や届出などの行政手続の電1 EDI港湾 システム

子情報処理化を推進するために、国土交通

省、海上保安庁等が港湾管理者と協力して

開発した情報通信システム

運輸局パック 個別機能 船舶油濁損害賠償保障法で規定する保障契2
約通報を地方運輸局等において電子的に受

取・処理する機能
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保安職員パック 個別機能 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確3
保等に関する法律で規定する船舶保安情報

を保安部署において電子的に受取・処理す

る機能

マーチスパック 個別機能 海上交通安全法に規定する航路通報を海上4
交通センターにおいて電子的に受取・処理

する機能

なお、港湾 システムは、港湾手続関係業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業EDI
務）に係る業務・システムの最適化計画（平成 年 月 日 国土交通省情報化政策18 3 31
委員会決定）に基づき平成 年 月に府省共通ポータルに接続するとともに、通関情20 10
報処理（ ）システム（以下「 」という ）との一体化を図ることとしてNACCS NACCS 。

いる。また、現在、港湾 において処理ができない港湾管理者手続について、統一EDI
化・簡素化を図った上で、平成 年度を目途に港湾 における処理を可能とするこ21 EDI
ととしている。

最適化計画の詳細については下記を参照のこと。

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu-index.html国土交通省ホームページ内：

（２）業務の制約事項、環境条件

本業務の実施場所は、以下の通りである。

・港湾 と手続処理部署の端末を接続するシステム（各パックシステム ：EDI ）

国土交通省本省

海上保安庁本庁

・港湾 のデータ及び機器等移設撤去：EDI
機器及びデータの現設置箇所（日本電気株式会社我孫子事業場データセンター）

データ移設予定箇所（独立行政法人 通関情報処理センター）

２．調達計画

（１）システムの調達及び設計・開発のスケジュール

現時点において想定している各調達のスケジュールは以下の通りである。
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１．運輸局パックのシステム改修

入札公告：官報公示 平成２０年２月１８日

応札期限 平成２０年４月上旬

落札者決定 平成２０年４月上旬

２．保安職員パックのシステム改修

入札公告：公告 平成２０年２月下旬

応札期限 平成２０年３月下旬

落札者決定 平成２０年３月下旬

３．マーチスパックのシステム改修

入札公告：公告 平成２０年２月下旬

応札期限 平成２０年３月下旬

落札者決定 平成２０年３月下旬

４．港湾 システム接続機器の賃貸借及び保守、港湾 システム用ファイアウEDI EDI
ォールサーバーの賃貸借及び保守

入札公告：落札者決定 平成２０年２月下旬

５．港湾 システムのデータ及び機器等移設撤去EDI
入札公告：公示 平成２０年６月下旬

企画提案書提出期限 平成２０年７月上旬

落札者決定 平成２０年７月中旬

（ との一体化前の保守・運用）６．港湾 システムの管理・運営業務EDI NACCS

入札公告：公示 平成２０年２月上旬

企画提案書提出期限 平成２０年２月中旬

落札者決定 平成２０年２月下旬
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３．その他

（１）評価方式

本書に示す調達は、現時点では以下の方式を予定している。

個別機能の設計・開発については、下記に示す通りに調達を実施する予定である。

調達名 評価方式No.
運輸局パックのシステム改修 一般競争入札1
保安職員パックのシステム改修 一般競争入札2
マーチスパックのシステム改修 一般競争入札3
港湾 システム接続機器の賃貸借 随意契約4 EDI
及び保守、港湾 システム用ファ （本契約は機器リースの継続契約。EDI
イアウォールサーバーの賃貸借及び 当初契約時に長期利用を想定し契約

保守 しているため。また、利用期間を勘

案すると、継続契約が効率的な予算

。）執行になるものと判断されるため

港湾 システムのデータ及び機器 企画競争5 EDI
等移設撤去

港湾 システムの管理・運営業務 企画競争6 EDI

（ との一体化前の保守・運用）NACCS

（２）契約形態

本書に示す調達の契約形態は、現時点では以下を予定している。

個別機能の設計・開発については、下記に示す通りに調達を実施する予定である。

調達名 契約形態No.
運輸局パックのシステム改修 ・単年度請負契約1

（ ）予定期間：平成 年 月～ 月20 4 9
保安職員パックのシステム改修 ・単年度請負契約2

（ ）予定期間：平成 年 月～ 月20 4 9
マーチスパックのシステム改修 ・単年度請負契約3

（ ）予定期間：平成 年 月～ 月20 4 9
港湾 システム接続機器の賃貸借 ・単年度請負契約4 EDI

（ ）及び保守、港湾 システム用ファ 予定期間：平成 年 月～ 月EDI 20 4 9
イアウォールサーバーの賃貸借及び

保守

港湾 システムのデータ及び機器 ・単年度請負契約5 EDI
（ ）等移設撤去 予定期間：平成 年 月～ 月20 7 12

港湾 システムの管理・運営業務 ・単年度請負契約6 EDI
（ ）（ との一体化前の保守・運用）NACCS 予定期間：平成 年 月～ 月20 4 9
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（３）知的財産権の取扱

汎用パッケージソフトウェアをそのまま用いる場合を除き、各工程において独自に開

発したソフトウェアや策定したドキュメント等についての知的財産権は、全て国土交通

省又は海上保安庁に帰属することとする。

（４)制約条件等

①稼働時期の厳守

最適化計画の対象であるシステムは、港湾手続関係業務（輸出入及び港湾・空港手

続関係業務）に係る業務・システムの最適化計画（平成 年 月 日 国土交通省18 3 31
情報化政策委員会決定）に基づき平成 年 月に府省共通ポータルに接続すること20 10

。 、 、 。とされている よって 指定した稼働時期を厳守し 同接続時に支障を生じないこと

②他システムとの連携

上記最適化計画に基づき連携を図る各システムとの連携を確実に実現すること。

４．妥当性証明

確認者：

国土交通省 海事局 総務課 国際・危機管理室長 山下 幸男

国土交通省 港湾局 港湾経済課 港湾情報化推進室長 浦辺 信一

海上保安庁 警備救難部 警備課長 鈴木 洋

海上保安庁 交通部 安全課長 安達 徹

５．窓口連絡先

本書に関する問い合わせ等の窓口連絡先は、以下の通りである。

国土交通省 政策統括官付 参事官（物流政策）付 専門官 青木 郁夫

国土交通省 政策統括官付 参事官（物流政策）付 国際業務係長 堀 貞治

電話： （内 ）03-5253-8111 53-344
E-mail hori-s2cc@mlit.go.jp：


