
該当箇所 意見内容 回答
対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問

1 仕様書
（案）

１－６ １
（６）作業スケ
ジュール

図１－３　官庁会計システム等の設計・開
発段階スケジュール
項番８
現行官庁会計システムのハードウェア等の
賃貸借（研修端末等）

－ － ○ 現行研修端末等の賃貸借終了に伴う作業スケジュールを以下のとおり追
加しました。

［図１－３ 項番８　追記］
▲7/1　研修端末等の撤去開始

2 仕様書
（案）

４－１ ４．１
（１）作業計画
書の作成

なお、作業計画書には、賃貸借開始日前の
作業概要、作業体制、スケジュール、成果
物、作業形態、作業環境等を記載するこ
と。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［４．１（１）］
なお、作業計画書には、賃貸借に伴う付帯作業の概要、作業体制、スケ
ジュール、成果物、作業形態、作業環境等を記載すること。

3 仕様書
（案）

４－１ ４．１
（２）作業実施
要領の作成

なお、作業実施要領には、作業計画書で計
画した作業の進め方等に加え、賃貸借開始
日
前の体制管理、作業管理、リスク管理、課
題管理、システム構成管理、変更管理、以
下の
内容を含む情報セキュリティ対策を記載す
ること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［４．１（２）］
なお、作業実施要領には、作業計画書で計画した賃貸借に伴う付帯作業
の進め方等に加え、付帯作業におけるコミュニケーション管理、体制管
理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、
以下の内容を含む情報セキュリティ対策を記載すること。

4 仕様書
（案）

４－２ ４．１
（４）保守実施
要領（研修端末
等）の作成

なお、保守実施要領（研修端末等）には、
保守計画書（研修端末等）で計画した作業
の進め方等に加え、賃貸借後の体制管理、
作業管理、リスク管理、課題管理、システ
ム構成管理、変更管理、以下の内容を含む
情報セキュリティ対策を記載すること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり追記しました。

［４．１（４）］
なお、保守実施要領（研修端末等）には、保守計画書（研修端末等）で
計画した作業の進め方等に加え、賃貸借後のコミュニケーション管理、
体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更
管理、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を記載すること。

5 仕様書
（案）

４－２ ４．１
（５）保守実績
の評価と改善

令和３年度から令和６年度までの各年度に
おいて、保守のさらなる効率化のため、保
守を実施する上での課題や改善すべき点を
確認し、必要に応じて財務省と調整しつつ
翌年度に実施する保守の改善案を提案する
こと。

－ － ○ 当該要件は賃貸借後に実施するため、4.2(7)に記載しました。

6 仕様書
（案）

４－２ ４．１
（６）定期報告

なお、定期報告は令和３年７月から開始を
予定している。

－ － ○ 要件に誤記があったため、以下のとおり修正しました。

［誤］
なお、定期報告は令和３年７月から開始を予定している。

［正］
なお、定期報告は令和３年６月からの開始を予定している。

7 仕様書
（案）

４－２ ４．１
（７）ＯＤＢ登
録シートの提出

政府情報システム管理データベース（以下
「ＯＤＢ」という。）は、令和２年９月２
３日に運用終了しているが、ＯＤＢ登録用
シートについては、情報システムの基礎的
な情報を取得するものであることから、
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドラ
イン」（平成２６年１２月３日各府省情報
化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定。令
和２年３月３１日最終改定）に基づき財務
省に適宜提供すること。

－ － ○ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（平成２６年１２月３
日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定。令和２年１１月２
７日最終改定）に基づき修正しました。

［４．１（６）］
（６）情報資産管理標準シートの提出
情報資産管理標準シートについて、情報システムの基礎的な情報を取得
する目的から、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（平成
２６年１２月３日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定。令
和２年１１月２７日最終改定）に基づき財務省に適宜提供すること。

8 仕様書
（案）

４－３ ４．２
（２）搬入及び
据付
ロ 搬入及び据
付作業

⑥ 分電盤から機器等までの電源配線工事
を行うこと。

分電盤から機器までの電源配緑工事を行うこ
ととありますが、流用できる場合はその旨を
明記頂けないでしょうか。

要件明確化のため。 現行官庁会計システムの研修端末等の賃貸借には、分電盤から機器まで
の電源配線工事も含まれており、撤去及び原状回復を７月に行います。
よって、原案どおりとさせていただきます。

9 仕様書
（案）

４－６ ４．２
（６）保守

また、令和３年７月１６日の賃貸借開始後
に設計等業務供給者が実施する学習シナリ
オ通りに操作説明会を実施できることの確
認、令和３年８月２日以降に設計等業務供
給者が実施する研修端末１０１台性能テス
ト、操作支援業務供給者が実施する操作説
明会リハーサルでは、本件機器等に関する
技術的な問合せに対応すること。

－ － ○ 本件機器等の技術的な問合せ対応は、一時的な対応ではなく、賃貸借開
始から契約期間終了までの対応とし、保守要件に⑨を追加しました。

［４．２（６）］
⑨ 保守管理業務供給者、操作支援業務供給者等からの本件機器等に関す
る技術的な問合せに対応すること。

  官庁会計システム等のハードウェア等の賃貸借（研修端末等）一式　調達仕様書（案）等に対する意見招請の結果について

番号
修正
有無
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該当箇所 意見内容 回答
対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

修正
有無

10 仕様書
（案）

４－７ ４．２
（６）保守

③ 各機器等に標準的な周期で定期メンテ
ナンスを行うこと。定期メンテナンスにあ
たっては、事前に計画（スケジュール・体
制等）及び手順を財務省に提出し承認を得
ること。また、財務省又は保守管理業務供
給者より、随時のメンテナンスの依頼を受
け付けた場合は、これに対応すること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり追記しました。

［４．２ （６） ③］
③ 各機器等に標準的な周期で定期メンテナンスを行うこと。定期メンテ
ナンスにあたっては、事前に計画（スケジュール・体制等）及び手順を
作成した上で保守管理業務供給者の確認を受け、財務省に提出し承認を
得ること。また、財務省又は保守管理業務供給者より、随時のメンテナ
ンスの依頼を受け付けた場合は、これに対応すること。

11 仕様書
（案）

４－７ ４．２
（６）保守

⑦ 故障対応、定期及び随時のメンテナン
ス等、保守に関わる作業は、作業記録を財
務省に提出すること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［４．２ （６） ⑦］
⑦ 故障対応、定期及び随時のメンテナンス等、保守に関わる作業は、作
業完了後、作業状況報告書を財務省に提出すること。

12 仕様書
（案）

４－９ ４．４
（３）納入方法

すべての納入成果物は、書面及び同内容を
記録した電子媒体（編集可能な電子ファイ
ル（使用している図表の元データも含むこ
と））の正・副を提出し、財務省による検
査を受けなければならない。
納入する電子媒体は、不正プログラム対策
ソフトウェアによる確認を行うなどして、
成果物に不正プログラムが混入することの
ないよう、適切に対処すること。
なお、納入成果物の文書、図画等を作成又
は編集するためのソフトウェアは、
「MicrosoftWord」、「Microsoft
Excel」、「Microsoft Power Point」等
（可能な限り最新のバージョンに近いも
の。）を使用すること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［４．３（３）］
納入成果物は、書面及び同内容を記録した電子媒体（編集可能な電子
ファイル（使用している図表の元データも含むこと））を提出し、財務
省による検査を受けなければならない。（ただし、財務省が書面又は電
子媒体による提出が不可能又は不適切と認めた場合は除く。）
また、納入する電子媒体は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確
認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、
適切に対処すること。
なお、納入成果物の文書、図画等を作成又は編集するためのソフトウェ
アは、「MicrosoftWord」、「Microsoft Excel」、「Microsoft Power
Point」等（可能な限り最新のバージョンに近いもの。）を使用するこ
と。

13 仕様書
（案）

５－３ ５．１
（１）本件特定
役務の体制

⑥ 財団法人日本適合性認定協会又は海外
の認定機関により認定された審査登録機関
によるＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００
１の認定を有している組織及び部門、ある
いは同等の組織能力を有することが証明で
きる組織及び部門が、その品質及び環境マ
ネジメントシステムに基づき作業管理を実
施すること。

－ － ○ 当該要件は入札参加資格に関する事項のため、8.1(1)に記載しました。

14 仕様書
（案）

７ー１ ７
（１）知的財産
権の帰属

成果物に係る著作権（著作権法第２１条乃
至２８条の権利）を対価の支払時点で財務
省に無償で引き渡すものとする。
ただし、受託者が本件特定役務の履行以前
から有していたか、または汎用性のある著
作物（他のソフトウェア等の著作物に共通
に利用し得る汎用的なルーチン、モジュー
ル、フォーマット等のコンポーネント著作
物）（以下「受託者著作物」という。）に
関する著作権は、受託者に留保される。財
務省は、受託者著作物を官庁会計システム
の開発、運用のために必要な範囲で使用で
きる。履行以前から著作権を有していた著
作物については、その著作物に定められた
使用許諾条件に従う。
また、第三者が著作権を有する著作物（以
下「第三者著作物」という。）に関する著
作権も、当該第三者に留保され、第三者著
作物に使用許諾条件が定められている場合
は、その条件に従う。
なお、受託者は、財務省に著作権が帰属す
る納入成果物においても、財務省の承諾を
得て、本件特定役務以外の目的に利用する
ことができる。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［７（１）］
成果物に係る著作権（著作権法第２１条乃至２８条の権利）を対価の支
払時点で財務省に無償で引き渡すものとする。
ただし、受託者が本件特定役務の履行以前から有していたか、または汎
用性のある著作物（他のソフトウェア等の著作物に共通に利用し得る汎
用的なルーチン、モジュール、フォーマット等のコンポーネント著作
物）（以下「受託者著作物」という。）に関する著作権は、受託者に留
保される。財務省は、受託者著作物を官庁会計システムの開発、運用の
ために必要な範囲で使用できる。履行以前から著作権を有していた著作
物については、その著作物に定められた使用許諾条件に従うが、事前に
財務省の承諾を得ること。
また、第三者が著作権を有する著作物（以下「第三者著作物」とい
う。）に関する著作権も、当該第三者に留保され、第三者著作物に使用
許諾条件が定められている場合は、その条件に従うが、事前に財務省の
承諾を得ること。
なお、受託者は、財務省に著作権が帰属する納入成果物においても、財
務省の承諾を得て、本件特定役務以外の目的に利用することができる。
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該当箇所 意見内容 回答
対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

修正
有無

15 仕様書
（案）

８－１ ８．１
（１）品質マネ
ジメントシステ
ムに係る資格・
認証要件

応札者は、品質マネジメントシステムに係
る以下のいずれかの条件を満たすこと。
① 品質マネジメントシステムの規格であ
る「ＪＩＳ Ｑ ９００１」又は｢ＩＳＯ９
００１」（登録活動範囲が情報処理に関す
るものであること。）の認定を、業務を遂
行する組織が有していること。
② 上記と同等の品質管理手順及び体制が
明確化された品質マネジメントシステムを
有している事業者であること（管理体制、
品質マネジメントシステム運営規程、品質
管理手順規定等を提示すること。）。

－ － ○ 上記、番号13の修正の結果、要件が重複しましたので、以下のとおり番
号13の記載を基に修正しました。

［８．１（１）品質及び環境マネジメントシステムに係る資格・認証要
件］
財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査
登録機関によるＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の認定を有してい
る組織及び部門、あるいは同等の組織能力を有することが証明できる組
織及び部門が、その品質及び環境マネジメントシステムに基づき作業管
理が確立していること。

16 仕様書
（案）

８－２ ８．１
（４）公的個人
認証及び電子入
札の推進に関す
る取組

公的個人認証及び電子入札の推進に関する
取組を行っていること。あるいは、公的個
人認
証及び電子入札の推進に関する指標とし
て、以下に示す事業者が望ましい。
① 公的個人認証サービスの利活用を推進
している事業者
② 電子入札により入札に参加する事業者

－ － ○ 以下のとおり、より具体的に要件を記載しました。

［８．１（４）］
公的個人認証及び電子入札の推進に関する取組を行っていること。ある
いは、公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標として、以下に示
す①②の事業者が望ましい。

① 認定事業者（a又はbに該当）
a．公的個人認証法第17条第１項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該
当する事業者であって同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報シ
ステム機構（J-LIS）と締結した事業者（署名検証者）
b.公的個人認証法施行規則第29条第１項に規定する総務大臣の認定を受
けたものとみなされた事業者（みなし署名検証者）

② 電子入札事業者（電子調達システムにマイナンバーカードを利用し
て電子入札に参加する事業者）

17 仕様書
（案）

１０－１ １０
（５）提案書記
載事項の履行

応札にあたっては、総合評価のため機能等
証明書（要求要件を証明するための根拠資
料等を含む。）を提出すること。
また、仕様書に記載はないが、受託者の提
案として提案書に記載されている項目が
あった場合、その内容につき財務省と協
議・調整のうえ実施すること。

－ － ○ 要件を見直し、以下のとおり修正しました。

［１０（５）］
本件特定役務の履行に当たっては、機能等証明書に記載した入札者の証
明内容に基づき、提案書に記載している事項を履行すること。。
ただし、仕様書に記載はないが、受託者の提案として提案書に記載され
ている項目があった場合、その内容につき財務省と協議・調整のうえ実
施すること。

18 附属文書
１．９

１．９－１８ （４）
ドキュメント表
示用端末兼多目
的サーバ

・映像は液晶モニタに、音声は設置場所に
整備されているスピーカに出力できるこ
と。動画については、研修端末またはド
キュメント表示用端末兼多目的サーバから
の出力を可能とすること。

ドキュメント表示用端末兼多目的サーバの要
件で、「音声は設置場所に整備されているス
ピーカに出力できること」とありますが、
「音声は設置場所に整備されている講師用研
修端末またドキュメント表示用端末兼多目的
サーバのスピーカーに出力できること」に変
更頂けますでしょうか。

一般的にサーバからの音声出力はできないことから、仕様修正を頂
きたいため。

○ ご意見を踏まえ、以下のとおり修正しました。

［１．９．５（４）ドキュメント表示用端末兼多目的サーバ］
・映像は液晶モニタに出力できること。動画については、研修端末また
はドキュメント表示用端末兼多目的サーバからの出力を可能とするこ
と。

［１．９．５（１）研修端末］
・講師用端末の映像は液晶モニタに、音声は設置場所に整備されている
スピーカに出力できること。動画については、研修端末またはドキュメ
ント表示用端末兼多目的サーバからの出力を可能とすること。

19 附属文書
１．１０

１．１０－１５ ５．研修端末等
のソフトウェア
一覧

項番１４
アンケートソフ
トウェア

・受講者がアンケート回答を一時保存でき
る機能を有すること。

「受講者がアンケート回答を一時保存できる
機能を有すること。」との記載があります
が、「または、回答後のアンケートを修正で
きる機能を有すること。」の文言を追記頂け
ないでしょうか。

特定製品しか仕様を満たせない可能性があり、選択肢を増やす観点
から追記頂くことが望ましいため。

○ ご意見を踏まえ、以下の要件を追加しました。

［１．１０．５　研修端末等のソフトウェア一覧　項番１４］
・受講者がアンケート回答を一時保存できる機能を有することが望まし
いが、より有効なアンケートソフトウェアの提案は妨げない。
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