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経済産業省　会計手続の簡素化・効率化に向けた予算管理システム構築に係る意見招請
2020年12月17日

【様式1】システム機能とのFIT&GAP調査票 経済産業省会計課

枠内：貴社回答欄

貴社の提案の前提は以下のどちらに該当するかを回答してください（該当する方に〇）。

【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

1 予算科目をCSV形式（ADAMS仕様）でインポートする

2 略科目を直接入力又はEXCEL形式でインポートする

3 事業体系を直接入力又はEXCEL形式でインポートする

4 事務費体系を直接入力又はEXCEL形式でインポートする

5 予算科目と仕訳コード等との対応表を登録する

6 予算科目に仕訳コード等を紐付ける

7 略科目をEXCEL形式でエクスポートする

8 事業体系をEXCEL形式でエクスポートする

9 事務費体系をEXCEL形式でエクスポートする

10 執行見込及び交付情報・契約情報を基に、予定総表を作成・登録する（※会計課へも権限付与）

11 予定総表のマスタを登録する。

12 予定総表をCSV形式（ADAMS仕様・タンギングデータ）でエクスポートする

13 予定総表をEXCEL形式（財務省提出用・復興庁提出用）でエクスポートする

14 執行見込及び交付情報・契約情報を基に、示達（負担行為計画示達、支払計画示達）を作成・月別集計・登
録する【政策費を想定】

15 支出負担行為示達の登録を行う。（目・大事項・部局別、ステータス＝登録中、自局のみ参照可）【事務費
を想定】

16 支出負担行為示達の登録に対して、ADAMS連携処理を行う。（ステータス＝ADAMS連携済、全局分参照
可）

17 国庫債務負担行為示達の登録を行う。（目・大事項・部局別、ステータス＝登録中、自局のみ参照可）

18 国庫債務負担行為示達の登録に対して、示達処理を行う。（ステータス＝ADAMS連携済、全局分参照可）

19 支払計画示達の登録を行う。（目・部局別、ステータス＝登録中、自局のみ参照可）

回答欄

記入日

貴社名

所属・氏名

連絡先（メールアドレス）

連絡先（電話番号）

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

①経済産業省基盤情報システムを利用したアプリケーション構築・保守

②クラウドサービスの提供

1 予算配分 1.1 予算情報の登録 1.1.1 予算科目体系ツリー表の登録 科目登録

1.2 予定総表・示達
の登録

1.2.1 予定総表の登録 予定総表登録

1.2.2 示達の登録 示達登録

機能有無を選択してください
（〇、△、×）

カストマイズ工数（人月）を記入し
てください（小数点2位以下は切り
捨て、例：1.5）

・カスタマイズ内容（アドオンする
機能等）を記入してください（任意）
・対応不可の理由を記入してください（任
意）
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

20 示達が登録されたことを通知する

21 支払計画示達の登録に対して、示達処理を行う。（ステータス＝ADAMS連携済、、全局分参照可）

22 示達をCSV形式（ADAMS仕様・タンギングデータ）でエクスポートする

23 官署・示達日に応じた示達・事項別内訳を検索・閲覧・CSV形式・PDF形式で出力する

24 配分先（配分体系や執行課室）を登録する

25 事業計画情報（事業期間の始期と終期等）を登録する

26 事業計画情報が示達額を超える場合はアラートを通知する

27 執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する

28 添付の申請資料（PDF）をアップロードし、申請を登録する

29 申請登録後、会計課企画担当へメール通知する

30 メール通知先（複数）を設定する

31 申請から一定期間、承認が無い場合、メール通知先へお知らせメールを送付する

32 随契申請内容の表示・修正・差戻・承認する

33 添付の申請資料（PDF）をアップロードし、申請を登録する

34 申請登録後、会計課企画担当へメール通知する

35 メール通知先（複数）を設定する

36 申請から一定期間、承認が無い場合、メール通知先へお知らせメールを送付する

37 執行申請内容の表示・修正・承認する

38 基準額（1000万円）未満かつチェックボックス（「総務課承認済み」欄）にチェック済みの場合は自動的に
承認する

39 基準額を登録・変更する

40 交付情報・契約情報が示達額を超える場合はアラートを通知する

41 執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する

42 物品管理簿情報（SEABIS仕様）をエクスポートする

43 旅費・謝金・委員手当執行情報をSEABISから随時インポートする

44 人給Sから給与執行情報を定期的にインポートする

45 予算・示達残高を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する

46 補助金の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報（※概算払協議承認書を含む）、交付決
定通知書など）を登録する

47 補助金の交付情報・契約情報の入力を補助する（既存データの自動転記、入力候補の表示、入力例、過去の履
歴表示など）

随契申請

1.3.3 11月以降の執行抑制 執行申請（11
月以降）

1.4 残高の管理 1.4.1 予算・示達残高の管理

1.3 執行見込の登録 1.3.1 執行計画の登録 執行計画登録

1.3.2 随契申請・承認

予算・示達残
高管理

2 執行 2.1 交付情報・契約
情報の登録

2.1.1 補助金 補助金管理
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

48 補助金の交付情報・契約情報の登録項目を管理（追加／削除及び必須項目の設定）する

49 補助金の交付情報・契約情報に添付資料（WORD,PDF等）をアップロードする

50 補助金の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報、交付決定通知書など）を元に定型資料
のベースを自動作成する

51 補助金の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへAPI連携する

52 当該事業の再委託先、間接補助先データを登録できるようにする

53 登録した情報をExcel（帳票）及びCSVデータで出力する

54 マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないためADAMSへの登録は手入力とする）

55 負担行為のADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限のみとする

56 案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。

57 繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。

58 繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。

59 委託費の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定情報（※概算払協議承認書を含む）、契約情
報、確定情報、支払情報等）を登録する

60 委託費の交付情報・契約情報の入力を補助する（既存データの自動転記、入力候補の表示、入力例、過去の履
歴表示など）

61 委託費の交付情報・契約情報の登録項目を管理（追加／削除及び必須項目の設定）する

62 委託費の交付情報・契約情報に添付資料（WORD,PDF等）をアップロードする

63 委託費の交付情報・契約情報（公募情報、採択結果、交付決定通知書など）を元に定型資料のベースを自動
作成する

64 委託費の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへAPI連携する

65 当該事業の再委託先、外注先データを登録できるようにする

66 登録した情報をExcel（帳票）及びCSVデータで出力する

67 マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないためADAMSへの登録は手入力とする）

68 負担行為のADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限のみとする

69 案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。

70 繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。

71 繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。

72 庁費を固定費と裁量費で区分する

73 庁費の固定費については過去実績を参照する

74 庁費の仕様書ファイル（WORD）をインポートする

75 庁費の仕様書が登録されたことを通知する

2.1.2 委託費 委託費管理

2.1.3 庁費 庁費管理
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

76 庁費の交付情報・契約情報（契約実績額・時期、支払予定額・時期、支払実績額・時期、交付決定情報（※
概算払協議承認書を含む）など）を登録する

77 庁費の交付情報・契約情報を基に、物品取得請求書、役務依頼書、請書、個別表等を作成する

78 庁費の各案件について、ステータスを表示する

79 示達不足の場合、アラート通知する

80 庁費の関連ファイルを電子決裁基盤・証拠書類管理システムへAPI連携する

81 登録した情報をExcel出力する

82 マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないためADAMSへの登録は手入力とする）

83 負担行為のADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限のみとする

84 案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。

85 繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。

86 繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。

87 謝金（SEABIS以外）の契約書等のファイル（WORD等）をインポートする

88 謝金（SEABIS以外）の情報が登録されたことを通知する

89 謝金（SEABIS以外）の情報（支払予定額・時期、支払実績額・時期）を登録する

90 謝金（SEABIS以外）の情報を基に、個別表等を作成する

91 謝金（SEABIS以外）の各案件について、ステータスを表示する

92 示達不足の場合、アラート通知する

93 謝金の執行情報をCSV形式でエクスポートする

94 登録した情報（個別表）をExcel出力する

95 マイナスの金額情報（戻入時）を登録する（案件が少ないためADAMSへの登録は手入力とする）

96 負担行為のADAMS連携後（即決含む）、科目を更正する場合は会計機関の権限のみとする

97 案件に対して、繰越フラグ（繰越するか否か）の設定ができるようにする。

98 繰越フラグが立った案件を、翌年度にコピーできるようにする。

99 繰越した案件については、繰越前年度のデータをロックする。

100 権限を追加する（本官（会計機関権限）であれば、分任官の執行情報を見れる）

101 限度額示達を登録する

102 限度額示達の登録を通知する

103 支払計画書等及び債主登録依頼表を登録する

分任官（常設）2.1.5

分任官（臨時） 分任官（臨
時）管理

分任官（常設）

2.1.4 謝金(SEABIS以外) 謝金管理
（SEABIS以
外）

2.1.6
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

104 支払計画書等及び債主登録依頼表の登録を通知する

105 決議書へ登録情報を自動転記する

106 決議書を登録する

107 支出決定決議書（限度額示達）を登録する

108 債主登録依頼票をExcel形式でインポートする

109 インポートされた債主情報を編集する（年度の概念を要しない）

110 ADAMSにAPI連携して債主を登録する

111 ADAMSで付与された債主番号をAPI連携で予算管理Ｓに戻す

112 債主情報登録の際に法人番号を登録する

113 法人番号を元に名寄せが出来るように登録する（法人番号が付与されていない場合は、法人番号とは差別化
し、一意の番号を付与する。管理は大臣官房会計課）

114 登録状況（システム入力済、ADAMS登録済、確定など）を表示する

115 権限を設定する（他官署の執行情報であっても、官房会計課（管理者）では経産省全体の執行情報を出力でき
るようにする）

116 登録日から５年間支払履歴がない場合、休眠扱いとする。

2.1.8 概算払・前金払 117 概算払・前金
払の承認情報

交付決定情報、契約情報をチェック（承認済かどうか）する

118 物品の発注ポータル画面から発注情報を登録する

119 物品の発注情報（申請数、注文数、納品数、配布数、在庫数）を登録する

120 物品の発注情報を事業者へメール等で通知する

121 物品の発注手続のステータス（申請、受付、配付、納品待ち等）を登録・表示する

122 物品の在庫数を検索・閲覧する

123 物品の申請リスト、注文リスト等を作成し、EXCEL形式でエクスポートする

124 物品の払出リスト、払出請求書を作成し、EXCEL形式でエクスポートする

125 物品の種類・単位・払出しの種類を作成・修正する

126 物品の支払情報（支払実績額・時期）を登録する

127 物品の支払情報（支払実績額・時期）の登録結果についてメール通知する

128 単価契約の発注ポータル画面から発注情報を登録する

129 単価契約の発注情報（発注量、役務内容）を登録する

130 単価契約の発注情報を基に、発注書類を作成・登録する

131 単価契約の発注情報を事業者へメール等で通知する

2.1.7 債主情報 債主情報管理

2.2 発注手続きの
ポータル化

2.2.1 払出し物品の手続き 物品発注

2.2.2 単価契約の手続き 単価契約発注
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

132 単価契約の納品処理、役務完了処理のフラグを立てる

133 単価契約の発注処理、納品処理のステータスを表示する

134 納品書・請求書等ファイルを添付する

135 執行額を発注元課室・金額・執行日で集計し、予算・示達残高を算出する

136 請求データをEXCEL形式でインポートする

137 月締めで自動的に請求データを通知する

2.3 予定価格積算の
作成補助

2.3.1 予定価格情報の登録 138 予定価格積算
支援

予定価積算書（ExcelやPDF等）を登録する。（No61、74に含む）

139 予算情報を基に、前渡資金請求を登録する

140 予算情報を基に、前渡金計算書を登録する

141 予算情報を基に、現金出納簿へ登録する

142 前渡官に関する情報を登録

143 決議書へ登録情報を自動転記する

2.5.0 支出・負担行為業務（負担行
為→支出業務)

144 支出・負担行
為業務 （負担

手続情報（支出負担行為決議書、支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへAPI連携する

145 契約情報を元に決議書を自動で作成する

146 複数項を１つの決議書で扱う　（※次期ADAMSで機能追加される予定）

147 手続情報（国庫債務負担行為決議書、支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへAPI連携する

148 ＡＤＡＭＳで発行された整理番号をAPI連携する

149 ADAMS連携後の修正は、会計機関のみ修正が可能

150 予算情報～契約情報を元に財源別内訳を自動生成する

151 自動作成した財源別内訳をADAMSへタンキング連携（csv）する

152 財源別内訳マスタを手動で設定する

153 債権発生（帰属）通知書を作成する

154 債権発生（帰属）調査確認及び返納金納入告知決議書を作成する

155 債権発生（帰属）通知書を通知する

156 契約情報を元に決議書を自動で作成する

157 国庫債務負担行為に係る支払については、国庫債務負担行為との関連付けを行う

158 単価契約（発注ポータル案件）に係る支払いについては、単価契約情報との紐付けを行う

159 複数項を１つの決議書で扱う　（※次期ADAMSで機能追加される予定）

政府共通システ
ムへの登録

2.5

2.5.1 ADAMS国庫債務負担行為 ADAMS国庫債
務負担行為登
録

2.5.2 ADAMS戻入処理 ADAMS戻入処
理登録

2.5.3

2.4 前渡金請求の登
録

2.4.1 常設前渡官 常設前渡請求
の管理

2.4.2 臨時前渡官 前渡官（臨
時）管理

ADAMS即決 ADAMS即決登
録
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

160 手続情報（支出負担行為即支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへAPI連携する

161 ＡＤＡＭＳで発行された整理番号をAPI連携する

162 ADAMS連携後の修正は、会計機関のみ修正が可能

163 予算情報～契約情報を元に財源別内訳を自動生成する

164 自動作成した財源別内訳をADAMSへタンキング連携（csv）する

165 財源別内訳マスタを手動で設定する

166 交付情報・契約情報が示達額を超える場合はアラートを通知する

167 執行状況（執行見込及び交付情報・契約情報）を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する

168 手続情報（支出負担行為限度額示達要求書、支出行為限度額示達決議書、支出決定決議書）をＡＤＡＭＳへ
API連携する

169 差引補助簿の自動作成・更新

170 予算・示達残高を検索・閲覧・EXCEL形式で出力する

171 各案件について、ステータスを表示する

172 分任支出負担行為担当官と支出負担行為担当官の間で、「示達登録」と同様の処置が行えること。

173 分任支出負担行為担当官は、支出負担行為担当官に対し限度額示達の要求を行う。（ステータス＝要求中）

2.5.5 ADAMS科目更正 174 ADAMS登録
（科目更正）

科目更正決議書を作成する

175
入札公告の決裁終了後、予算管理システムからGEPSへ入札公告情報をAPI連携する。

176
開札後、GEPSから予算管理システムへ落札情報をAPI連携する。

177
企画競争や単純随契の場合、予算管理システムへ入れた契約情報をGEPSへAPI連携する。

178
予算管理システムからGEPSへ請求情報をAPI連携する。

179
予算管理システムからGEPSへ決裁日（仮登録の締結日の修正）をAPI連携する。

180 事業毎に取得財産明細表を添付（アップロード）する。

181 処分制限期間における複数回処分に係る報告書や修正後の明細表を複数添付する

4.1.2 委託費財産管理 182 委託物品シス
テム連携

委託物品システムから物品取得時の契約情報をAPI連携する

183
官職指定に係る発令に必要な情報を登録する

184
通知文を作成する

185
監査員・検収員を表示する

186
個別指定に係る発令に必要な情報を登録する

187
通知文、任命簿を作成する

GEPS電子契約
連携

2.5.7 GEPS電子契約

2.5.4 ADAMS限度額示達 ADAMS限度額
示達登録

2.5.6 GEPS入札公告・入開札 GEPS入札公
告・入開札連
携

4 その他 4.1 物品管理の登録 4.1.1 補助金財産管理 補助金財産管
理

4.2 任免情報の登録 4.2.1 官職指定 官職指定

4.2.2 個別指定 個別指定
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【機能有無】 【カスタマイズ工数】 【コメント】
〇：パッケージ(SaaS)対応
△：カスタマイズ対応
×：対応不可

設計・製造・試験に係る
工数（人月） カスタマイズの内容、対応不可の理由

貴社回答欄業務機能 システム機能

Lv1 Lv2 Lv3（業務フロー名と同一） 機能ID
システム
機能名

システム機能の概要

188
監査員・検収員を表示する

189
債権情報を登録する

190
登録された債権情報から債権発生通知、債権管理帳簿を作成する

191
債権発生通知に関連資料をアップロードする

192
債権情報のステータス（債権発生～債権消滅）を管理する

193
債権発生通知者を検索する

194
歳入と戻入を区分できるようにする

195
債権情報をADAMSへAPI連携する（検討中）

196
ADAMSで付与された債権番号をAPI連携で予算管理Ｓに戻す

197 指定した検索条件から該当する情報を検索する

198 検索結果をグラフィカルに表示する

199 過去の検索条件をデフォルト表示する

200 デフォルトで表示する検索条件を管理する

201 複数年度を指定して検索する

202 他組織・他部局のデータ参照も可能とする。

203 手続きのフェーズ毎にステータスをロックする

204 ロック状況を管理する（会計機関側で各官署のロック状況を解除できるようにする）

205 手続きのステータス（一時保存、登録済、契約済、支払済など）を表示する

206 検索した情報をcsvで出力する

207 指定した様式でExcel出力する

208 権限を登録する

209 アカウント情報をCSV形式でエクスポートする

210 アカウント情報をCSV形式でインポートする

211 必須入力項目の設定をする

212 入力、更新時に入力エラーチェックする

5.7 ログイン機能 213 ログイン機能 ID、パスワードによるログイン

注）マスタ管理機能は別途整理予定

5.4 登録データの活
用

登録情報の活
用

5.5 管理機能の設定 5.5.1 アカウント管理 アカウント管
理

5.6 必須入力項目の
設定

必須入力項目
の設定

5 共通機能 5.1 債権情報の登録 5.1.1 債権管理 債権情報の管
理

5.2 登録情報の検索 登録情報検索

5.3 ステータスの表
示

ステータス管
理



様式5_初期費用・維持費用
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経済産業省　会計手続の簡素化・効率化に向けた予算管理システム構築に係る意見招請
2020年12月17日
経済産業省会計課

【様式2】概算見積書（総括）

枠内：貴社回答欄

貴社の概算見積の前提は以下のどちらに該当するかを回答してください（該当する方に〇）。

項目の説明 金額（税抜）

費用総額 0 (千円)

1.初期費用 0 (千円)

2.運用保守費用 0 (千円)

新予算管理システムの設計開発に係る初期費用、運用保守費用の総額

設計開発に係る初期費用の総額

運用保守費用の総額（5年間の総額）

貴社名

回答欄 ①経済産業省基盤情報システムを利用したアプリケーション構築・保守
②クラウドサービスの提供

項目



様式5_初期費用・維持費用

2/2

経済産業省　会計手続の簡素化・効率化に向けた予算管理システム構築に係る意見招請
2020年12月17日
経済産業省会計課

【様式2】概算見積書（内訳書）
枠内：貴社回答欄

項目の説明 金額（税抜）

1.初期費用 新予算管理システムの設計開発に係る初期費用の総額 0 (千円)

パッケージ、SaaSアプリケーション等の費用 0 (千円)

設計開発費用の総額 0 (千円)
1.2.1.パッケージ適用費用 パッケージ、SaaSアプリケーション適用に係る設計開発費用 0 (千円)

1.2.2.カスタマイズ費用（予算配分） 「1.予算配分」機能に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

1.2.3.カスタマイズ費用（交付情報・契約情報の登録「2.1交付情報・契約情報の登録」機能に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

1.2.4.カスタマイズ費用（発注手続きのポータル化）「2.2発注手続きのポータル化」機能に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

1.2.5.カスタマイズ費用（政府共通システムへの登録「2.5政府共通システムへの登録」機能に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

1.2.6.カスタマイズ費用（執行その他） 「2.執行の2.3、2.4及び4.その他」機能に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

1.2.7.カスタマイズ費用（共通機能） 「5.共通機能」に係るカスタマイズ費用 0 (千円)

開発環境費用の総額 0 (千円)
1.3.1.開発機器費用 開発機器に係る費用 0 (千円)

1.3.2.開発ソフトウェア費用 開発ツール等に係る費用 0 (千円)

1.3.3.環境構築費用 開発環境構築に係る費用 0 (千円)

データ移行費用の総額 0 (千円)
1.4.1.移行ソフトウェア費用 移行ツール等に係る費用 0 (千円)

1.4.2.移行作業費用 データ移行作業に係る費用 0 (千円)

1.5.職員研修費用 職員研修に係る費用 0 (千円)

1.6.その他費用 マニュアル作成等その他の初期費用 0 (千円)

2.運用保守費用（年額） 新予算管理システムの運用保守費用の総額（年額） 0 (千円)

2.1.ソフトウェア使用料（年額） SaaSアプリケーションの使用料、ソフトウェアライセンス費用 0 (千円)

2.2.アプリケーション保守費用（年額） アプリケーション保守に係る費用 0 (千円)

2.3.その他費用（年額） その他の運用保守費用 0 (千円)

（※アプリケーション保守費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※SaaSアプリケーションの使用料、ソフトウェアライセンス費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください
（※カスタマイズ費用（執行）の内訳を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※その他運用保守費用で必要な項目があれば記載してください） （※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※マニュアル作成等その他初期費用で必要な項目があれば記載してください） （※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください）

運用保守期間は稼働後5年間 として費用を算出してください。

（※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※移行作業費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（諸元等または工数×単価）を記載してください）

（※職員研修費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

1.4.データ移行費用

（※移行ソフトウェア費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）
（※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※環境構築費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（諸元等）を記載してください）
（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※開発ソフトウェア費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）
（※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

1.3.開発環境費用

（※開発機器費用の内訳を記載してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください

（※カスタマイズ費用（共通機能）の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください
（※カスタマイズ費用（執行）の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください
（※カスタマイズ費用（予算配分）の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください
（※カスタマイズ費用（執行）の内訳を記載してください）

別紙「システム機能とのFIT&GAP調査票」の【機能有無】で「△：カスタマイズ対応」を選択した場合に記入してください
（※カスタマイズ費用（執行）の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※必要に応じ適宜行追加してください）

（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

（※必要に応じ適宜行追加してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）
1.2.設計開発費用

（※パッケージ適用費用等の内訳を記載してください） （※積算根拠（工数×単価）を記載してください）
（※積算根拠（工数×単価）を記載してください）

項目 積算根拠、条件等

1.1.ソフトウェア購入費用
（※パッケージ費用等の内訳を記載してください） （※積算根拠（諸元等）を記載してください）

（※積算根拠（諸元等）を記載してください）
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経済産業省会計課

枠内：貴社記入欄

貴社名

№ 対象文書名 頁番号 章・項番号 意見区分 ご意見 理由

例

業務要件定義書案 XX 1.X クラウドサービス ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 ○○○に関する記載がないと○○〇が検討できないため。

例

別紙XX
「○○一覧」

XX №X オンプレ開発 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 ○○○の要件が分かりにくいため。
○○○の要件の捉え方により○○○の検討方針が異なるため。

1

2

3

4

5

6

7

【様式3】 要件定義書案に対する意見書

意見区分を選択してください。
・クラウドサービス（クラウドサービスの提供）に係る意見
・オンプレ開発（経済産業省基盤情報システムを利用したアプリケーション構築・保守）に係る意見
・その他（上記以外の要件に対する意見）

経済産業省基盤情報システムを利用してアプリケーションを構
築する際、アプリケーションを動作するために特定のミドルウェ
アが必要な場合は、その製品名等をご意見欄に記載願います。
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№ 対象文書名 頁番号 章・項番号 意見区分 ご意見 理由

8
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経済産業省会計課

枠内：貴社記入欄
記入日
貴社名
所属・氏名
連絡先（メールアドレス）
連絡先（電話番号）

№ 対象文書名 頁番号 章・項番号 回答

1

2

3

4

5

6

7

8

【様式４】 質問票

ご質問
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