
１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows
　（環境省／Ministry of the Environment）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY 2022

of documents specifications

1
令和４年度から令和８年度までの外来生物飼
養等情報データベースシステム更改及び運
用・保守業務

１式 令和４年６月頃 - 令和４年４月７日～26日 -

令和04・05・06年度環境
省競争参加資格（全省庁
統一資格）「役務の提供
等」の「情報処理」又は
「ソフトウエア開発」に
おいて、開札時までに、
「Ａ」、「Ｂ」又は
「Ｃ」等級に格付けされ
ている者であること。

東京都千代田区霞が関１－２－２
（中央合同庁舎第５号館24階）
環境省大臣官房会計課契約第二係
電話03－3581－3351 内線6036

Renewal, operation and maintenance of
the Alien Species Raising Information
Database System for fiscal year 2022-
2026

1 set June 2022 -
7 April 2022 - 26
April 2022

-

Have Grade A, B or C
"Service" (Service of
kinds of "Software
Development" or
"Information
processing") in terms
of the qualification
for participating in
tenders by the
Ministry of the
Environment (single
qualification for
every ministry and
agency) in the fiscal
year 2022, 2023 and
2024

Contract Section, Budget and
Accounts Division, Minister's
Secretariat, Ministry of the
Environment, 1-2-2
Kasumigaseki,Chiyoda-ku, Tokyo
100-8975,Japan. TEL 03-3581-
3351 ext.6036

2
令和４年度外来生物飼養等情報データベース
システムの更改に係る工程管理支援業務

１式 令和４年６月頃 - - -

令和04・05・06年度環境
省競争参加資格（全省庁
統一資格）「役務の提供
等」の「情報処理」又は
「ソフトウエア開発」に
おいて、開札時までに、
「Ａ」、「Ｂ」又は
「Ｃ」等級に格付けされ
ている者であること。

東京都千代田区霞が関１－２－２
（中央合同庁舎第５号館24階）
環境省大臣官房会計課契約第二係
電話03－3581－3351 内線6036

Project management of the renewal of the
Alien Species Raising Information
Database System

1 set June 2022 - - -

Have Grade A, B or C
"Service" (Service of
kinds of "Software
Development" or
"Information
processing") in terms
of the qualification
for participating in
tenders by the
Ministry of the
Environment (single
qualification for
every ministry and
agency) in the fiscal
year 2022, 2023 and
2024

Contract Section, Budget and
Accounts Division, Minister's
Secretariat, Ministry of the
Environment, 1-2-2
Kasumigaseki,Chiyoda-ku, Tokyo
100-8975,Japan. TEL 03-3581-
3351 ext.6036

２．より長期的な調達の見通しについては別紙を参照。
　　For the long-term procurement outlook, please refer to the attached sheet.

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022 (April 25, 2022)



国

○外来生物法に基づく許可業務を適切かつ効率的に執行する。
○個体識別情報等、外来生物に係る情報を蓄積し、外来生物
による被害防止や効率的な防除を推進する。
平成17年に施行された外来生物法に基づき、環境省は、特定

外来生物の飼養等に係る許可や譲渡個体の追跡、個体識別情
報の管理等を行っている。これらの膨大な情報を適切に処理す
るため、平成17年から外来生物飼養等情報データベースシステ
ム（外来DBS）の運用を行っている。

○システム更改を行い、新たな規制・許可制度のあり方に係
る検討に対応する。

○オンライン受付機能の導入等を実施し、国民の利便性向上、
業務の効率化・デジタル化に寄与する。
令和４年度より、オンライン受付機能の導入等、システム更改

に係る設計・開発を行い、下記を実現する。
・新たな許可制度のあり方に係る検討や特定外来生物指定数の
増加への対応

・システム構築から15年以上が経過し、抜本的な機能向上
・政府のデジタル化方針を踏まえ、許可のオンライン化を実施
・ハード・ソフトの更新によるセキュリティ対策強化

外来生物飼養等情報データベースシステム運用費（デジタル庁／環境省）
４年度予算額 ８９，７４５千円

（令和3年度当初予算額 １５，８０９千円 令和３年度補正後予算額 １５，８０９千円）

本システムの事業概要・目的 事業イメージ

資金の流れ

○ オンライン受付機能の導入やシステムの根本的な改修により、申請者（国民）の利
便性を向上させるとともに、許可業務の大幅な効率化（時間削減等）を図る。

○ 新たな規制・許可制度を導入することとなった場合、その施行と同時にそれに対応
したシステムの運用を開始することで、外来生物法の適切な執行を行う。

期待される効果

システム
開発事業者／
運用保守事業者

請負費

③各府省システム

システム更改の概要・目的

許可の適切な執行／被害防止・効率的な防除の推進

特定外来生物の増加
許可制度のあり方に係る検討
政府のデジタル化方針

システム更改

外来生物法・外来種対策

外来DBS

個体情報

防除情報

許可情報

• 新たな許可制度の検討への対応
• オンライン受付機能の導入
• 電子化・自動化の大幅な推進
• セキュリティ強化


