
 

令和３年度予算管理システム構築事業に係る企画競争募集要領 

 

令和３年３月２６日 

（令和３年４月１４日修正） 

経済産業省 

大臣官房会計課 

 

経済産業省では、令和３年度予算管理システム構築事業を実施する受注者を、以下の要領

で広く募集します。 

本事業は、令和３年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択

予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとする。 

 

１．事業の目的（概要） 

   我が国経済・社会は、少子高齢化･人口減少等、様々な課題を抱え、行政に対して求め

られるサービスは多様・肥大化している一方、財政・人員に係る制約はますます厳しく

なってきており、限られた財政・人員で社会的需要に十分に応えた事業・施策の立案を

行っていくためには、行政コストの削減を図りつつ、生産性を向上させていくことが求

められている。そのため、令和元年度に経済産業省の会計手続の簡素化・効率化を行う

ための検討・調査を行った結果、「紙が多い」「情報が散在」「確認・修正が多い」の大き

く３つの課題が明らかになり、これを解消するため、デジタル３原則（デジタルファー

スト、ワンスオンリー、ワンストップ）に対応した新しい予算管理システム（以下「新

システム」という。）のあるべき姿の骨格を整理し、さらに、令和２年度に新システムに

必要な要件の具体化作業を行ったところ。 

   本事業では、上述のシステム構築の背景・目的を踏まえ、新システムの構築を行う。 

 

２．事業内容 

   本事業では、定義する要件及び事業者からの提案等に従い、新システムを開発し、シ

ステムリリースに必要な業務を実施する。実施する事業内容の詳細については別添調達

仕様書で確認すること。 

なお、調達仕様書（要件定義書、別紙様式含む。）の PDF変換前の電子媒体が必要な場

合は、４月１６日（金）１２時までにメールにてご連絡ください。 

（メール送信時の留意点：説明会及び資料閲覧の希望） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 

件名：予算管理システム構築事業の電子媒体の提供依頼 

本文：次の情報を記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」 



 

 

３．事業実施期間 

   本プロジェクトは、今後２年間でシステム構築する予定のものである。１年度目の事

業実施期間は契約締結日～令和４年３月３１日とし、２年度目の事業期間（契約期間）

は、１年度目に採択された事業者と協議し、令和４年度に別途、契約を締結する予定。 

    

４．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシア

ム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事

法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委

託することはできません。） 

①日本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。 

⑦別添仕様書で定める応札する法人の資格等に関する事項を満たすことが証明できる

者であること。 

⑧別添仕様書で定める事業に参加する要員の資格等に関する事項を満たすことが証明

できる事業提案であること。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：請負契約 

（２）採択件数：１件 

（３）事業規模：１年度目は 100,000,000円を上限とします。 

２年度目の上限額は提示しませんので必要となる金額をご提案ください。 

なお、提案された契約金を確約するものではなく、最終的な実施内容、契

約金額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入：仕様書に規定する成果物を経済産業省に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、

透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せ



て納入。 

（５）契約金の支払時期：契約金の支払いは、原則、事業終了後に一括で支払うことになり

ます。一括払いではなく部分払いを希望する場合、下記の条件を

満たせば部分払いも可能ですが、採択決定から契約締結までの間

に、甲乙双方で調整が必要となります。 

①分割する期間毎の成果物を定め、分割期間毎に納品→検収合格

→部分払いとすること 

②単に人件費を期間割りするのでは無く、各分割期間に係る人件

費で算出すること 

③分割期間毎に納品する成果物の種類や期限、部分払いの金額額

を一覧にまとめ、契約書に添付すること 

 

６．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和３年３月２６日（金） 

    締切日：令和３年４月２６日（月）１２時必着 

 

（２）説明会及び資料閲覧の開催 

①説明会（概要説明） 

・事業（構築する新システム）の概要及び事務手続きについて説明会を行います。 

・説明会は、４月２日（金）１１：００から skype for Businessで実施いたします。 

・説明会参加予定者に対して、skype for Business の案内を送付いたしますので、

説明会の前日１２時までにメールにてご連絡ください。 

（メール送付時の留意点：説明会（概要説明）の参加希望） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 

件名：予算管理システム構築事業の説明会（概要説明）参加希望 

本文：次の情報を参加希望者全員分記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」 

 

②説明会（詳細説明）及び資料閲覧 

・構築する新システムの要件、現行システム、現行業務の手続き（作成書類）等の

詳細について、説明及び資料等の閲覧を希望する方は、個別に対面にて説明会を

行います（上記①説明会（概要説明）より前に実施も可）。 

・希望する方は、４月９日（金）１２時までにメールにてご連絡ください。 

（メール送信時の留意点：説明会及び資料閲覧の希望） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 



件名：予算管理システム構築事業の説明会（詳細説明）及び資料閲覧希望 

本文：次の情報を参加希望者全員分記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」 

・応募単位毎に５名まででお願いします。（複数組織での共同応募を予定されている

場合は共同で応募される複数組織を一応募単位とし、その中から５名までの出席

でお願いします。） 

・説明時間及び資料閲覧時間は２時間を上限とし、日時・場所は担当職員と調整の

上、決定します。 

・閲覧できる資料等は次のとおりです。 

1)現行の会計手続で使用している書類・帳票類 

 ※要件定義書のファイル一覧に記載されているファイル様式も含む 

2)現行予算管理システムの操作画面（テスト環境）、開発時の設計書等 

3)ADAMS及び ELGAの API接続仕様書 

4)クラウド環境下におけるオブジェクト構成図（データモデル定義） 

5)次期経済産業省基盤情報システムに関する事項（OS等） 

・資料閲覧にあたり、機密保持の誓約を行っていただきます。様式３の閲覧申請書

及び機密保持誓約書を、資料閲覧日の前日までにメールにて提出してください。

誓約書の提出が無い場合は、閲覧は不可となります。 

（メール送信時の留意点：閲覧申請書及び機密保持誓約書の提出） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 

件名：予算管理システム構築事業の閲覧申請書及び機密保持誓約書の提出 

本文：提出者の次の情報を記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」 

添付：様式３を PDFの上、メールに添付。なお、押印は不要です。 

・資料閲覧を行う際に、名刺交換等で本人確認をさせていただく場合がございます。 

・説明会（詳細説明）及び閲覧資料時に出た質問に対する回答は、他社にも共有い

たします。 

 

（３）質問受付 

・メールでの質問を受け付けます。（様式自由） 

・質問は、４月１６日（金）１２時までにメールにてご連絡ください。 

・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、希望される

方はその旨ご連絡ください。 

（メール送信時の留意点：質問受付） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 



件名：予算管理システム構築事業の質問 

本文：次の情報を記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」「他社の質問及び回答の共有希望有無」 

添付：質問が記載されたファイルを添付 

※質問箇所（該当資料、ページ等）を記載の上、質問を具体的に記載して

ください。 

 

（４）応募書類 

① 上記（１）募集締切日までに、以下の書類を、メールにて提出ください。 

（メール送信時の留意点：応募書類） 

宛先：９．記載の問い合わせ先 

件名：予算管理システム構築事業の申請書 

本文：次の情報を記載 

「社名」「担当者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「E-mail

アドレス」 

添付：必要書類（ファイル）を添付 

※１メールで 10MB を超える場合は、大容量ファイル交換サービスを使用

するか、メールを分割して提出お願いします。 

 

②応募に必要書類 

・申請書（様式１） 

・企画提案書（様式２） 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等） 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表 

 

③ 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択され

た場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１

４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害す

る情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

 

④ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提

案書の作成費用は支給されません。 

 

⑤ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、

実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者



の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となること

があります。 

 

⑥ 資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、

注意して記入してください。また、締切を過ぎての提出は受け付けられません。

メールシステムの都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余

裕をもって送付ください。 

 

７．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。 

基本、書面にて審査を行いますが、必要に応じて提案に関する質問又はヒアリング

を実施します。（質問又はヒアリングを行わず採択結果の決定をお伝えする場合もあり

得ます） 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

①４．の応募資格を満たしているか。 

②提案内容が、１．本事業の目的に合致しているか。 

③事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見ら

れるか。 

⑤本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑦コストパフォーマンスが優れているか。 

⑧ワーク・ライフ・バランス推進企業であるか。 

⑨マイナンバーカードの利活用が積極的な事業者であるか。 

⑩適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報に接

することがないか。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

該申請者に対しその旨をメールにて通知します。 

 

８．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で請負契約を締結することになりま

す。契約締結に当たっては、国籍を含む従事者の名簿など契約の履行に必要な情報及

び見積書を提出いただくこととなります。なお、採択決定後から契約締結までの間に、

経済産業省との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可



能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、契約を締結し、その後、事業開始

となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合

には、契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

契約条項は、著作権を経済産業省に移転する場合と、移転しない場合で異なります。

採択決定後、協議を経て、決定することになります。 

○著作権を経済産業省に移転する場合の基本条項 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r3ukeoi_format.pdf 

○著作権を経済産業省に移転しない場合の基本条項（コンテンツバイドール版） 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r3ukeoi_format_bayhdole.pdf 

    なお、契約締結後、受注者受注者に対し、事業実施に必要な情報等を提供すること

がありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

９．問い合わせ先・提案書提出先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省大臣官房会計課 

担当：山下 

E-mail：yosankanris@meti.go.jp 

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。 

 

以上 



（様式１） 

受付番号 

※記載不要 
 

経済産業省 あて 

 

 

「令和３年度予算管理システム構築事業」申請書 

 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  

 



（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

「令和３年度予算管理システム構築事業」 

企画提案書 

 

１．事業の実施方法 

＊募集要領の２．事業内容を踏まえ、リリースまで（全開発期間）の具体的な実施方法及び

内容を記載してください。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

＊構築する環境（クラウド／オンプレ）を明示のうえ、提案するシステム内容を記載してく

ださい。 

＊仕様書「2.2 実現する主な機能の一覧」に記載の提案項目（標準機能等による要件変更、

データ出力機能、認証機能）に対する具体的な提案を記載してください。 

 

２．実施スケジュール（１．の実施が月別に分かること） 

＊具体的な開発手法及びスケジュール（１．の実施が月別にわかるもの）を記載してくださ

い。 

 

３．ライフサイクルコスト 

＊１年度目と２年度目の事業規模を年度別に税込で記載してください。 

＊リリース後（３年度目）の運用・保守費用について、最低限必要な年間金額（税込）とそ

れに係る対応内容（運用保守要員の作業可能時間等）を記載してください。 

＊クラウド環境での構築を提案される場合は、必要となるオブジェクト数を記載してくださ

い。 

＊オンプレ環境での構築を提案される場合は、アプリケーションを動作するために必要な環

境等を記載してください。 

＊著作権を経済産業省に移転しないを希望する場合は、著作権の移転を行わない成果物の範

囲及びライフサイクルコストの低減に寄与することがわかる内容を記載してください。 

 

４．事業実績 

類似事業の実績 

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

 

５．実施体制 



＊各業務従事者の経歴（氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的

知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等） 

＊外注、再委託を予定しているのであればその内容 

＊有効なプロジェクト管理（進捗管理手法、変更管理、コミュニケーション管理）を行うための方法を

記載してください。 

＊プロジェクト体制案を記載してください。 

 

６．情報管理体制 

＊受注者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名、住所、生年月日、

所属部署、役職等がわかる「情報取扱者名簿」を提示すること。（別添様式にて提示） 

 

７．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況 

＊女性活躍推進法に基づく認定（労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。）、次

世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）

又は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）の状況 

＊女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限

る。）の策定状況（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。）＊特段なければ

「該当なし」と記載してください 

 

８．マイナンバーカードの利活用が積極的な事業者であるか。 

＊電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（公的個人認証

法）第 17条第 1項 4号、5号若しくは 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と締結した者又は同法施行規則第 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 

＊特段なければ「該当なし」と記載してください。 

 

 

※本紙に拠らず、PowerPoint 等で作成可能。ただし、上記のタイトルや１～７の項目、上記

記載の観点を必ず記載すること。 

 



（別添様式） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①情報取扱者名簿 

 

氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 

パスポート

番号及び国

籍（※４） 

情報管理責

任者（※１） 

Ａ       

情報取扱管

理者（※２） 

Ｂ       

Ｃ       

業務従事者

（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

下請負先 Ｆ       

（※１）受注事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を

行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）以

外の者は、パスポート番号等を記載。 

（※５）住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課

室から求められた場合は速やかに提出すること。 

 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。） 

・委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

・情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内

規の添付で代用可能。 

 

③その他 

・情報管理規則等の内規を別途添付すること 

 
情報取扱者 



（様式３） 

令和 年 月 日  

 

経済産業省大臣官房会計課 宛て 

 

住所  ： 

会社名 ： 

代表者名： 

 

 

「令和３年度予算管理システム構築事業」に係る閲覧申請及び機密保持誓約書 

 

 

関係資料の閲覧を行うことについて、下記の条件を厳守することを誓約します。 

 

記 

 
1. 本事業のための見積提出または応札に係る作業を実施する目的の範囲に限って、公

募要領に定める閲覧資料に関する機密情報を閲覧のうえ使用し、それ以外の目的で

貴省の事前の承諾なく機密情報を使用しない 

2. 閲覧する資料は、複製、改変等は一切行わないものとして取り扱う 

3. 閲覧日時、閲覧場所は、貴省の指示に従う 

4. 閲覧中の経済産業省職員の立会いに同意する 

5. 本条件に違反したことにより、損害を与えた場合には、一切の責任を負う 

6. 閲覧する者は次の者に限る 

 役職 閲覧者氏名 連絡先(電話番号) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

以上 

 


