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1 調達仕様書（その２業務）（案） 1/2

③実証実験の取りまとめ
実証実験の実施主体、参加企業等並びに
参加被共済者に対するアンケート調査の実
施等を通じ、実証実験調達仕様書４（２）及
び（３）の効果を検証するとともに、口座振
込・振替方式の導入に向けた課題を抽出・
整理した上で、改善案を作成する。

その２業務でアンケート内容を整理し、
その1業務でアンケートの実施・収集を行
い、その2業務で整理・分析するという理
解でよいでしょうか。

その1業務とその2業務の役割
分担を明確にしたいため。

ご認識のとおりです。

2 調達仕様書（その２業務）（案） 1/2

③実証実験の取りまとめ
実証実験の実施主体、参加企業等並びに
参加被共済者に対するアンケート調査の実
施等を通じ、実証実験調達仕様書４（２）及
び（３）の効果を検証するとともに、口座振
込・振替方式の導入に向けた課題を抽出・
整理した上で、改善案を作成する。

アンケート調査の対象は、実証実験参加
者の、500 企業2000 被共済者という理
解でよいでしょうか。

実証実験の取りまとめ作業の
規模を把握したいため。

見積もりの想定数は、ご認識のとおりです。
実験参加企業は、入札時点では未定のため、実数が大きく乖離することも想定
されます。
仕様書（若しくは提案依頼書）には、受注者と別途調整する旨、追記します。

3 調達仕様書（その２業務）（案） 1/2 （２）システム開発等の調達支援等

作成する成果物は、調達スケジュール
（案）及び仕様書（案）とし、調達説明書、
業者選定基準等は必要ないでしょうか。
また、業者選定支援（技術提案書の評価
支援等）は、本業務含まれるでしょうか。

作業範囲を具体化したいた
め。

業者選定支援（技術提案書の評価支援等）を含むよう、仕様書を修正します。
また、アンケート調査の分析結果について、Excel2010で読み込み可能なファイ
ル及びドキュメントを成果物とする旨、追記いたします。

4 調達仕様書（その２業務）（案） 1

４業務内容
（１）実証実験の進捗管理等
同仕様書４（１）①～④の各実証実験におけ
る効果の評価手法等について検討するとと
もに、実証実験を実施する企業等に対して
評価の実施に関する指導・助言を行う。

本業務の受託者が実証実験を実施する
企業等に対して評価の実施に関する指
導・助言を行うにあたり、対面で実施する
場合には実施する場所が関東近辺か地
方か記載をお願いできますでしょうか。

対面での指導・助言有無、そ
れに伴う交通費等の見積もり
を行うため。

　ご意見の趣旨は、理解いたしました。
　実証実験の実施先につきましては、公募や関係団体からの推薦等によるた
め、現時点では未定です。
　交通費（東京２３区内を除く）については、原則、実費精算とする。指導助言の
実施に係る現地訪問については、事前に機構の承諾を得るものとする。等と記
載することで、今回の入札（応札）金額から除外いたします。
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5 調達仕様書（その２業務）（案） 1
５成果物の納入
進捗会議録、調達仕様書（案）等の作成物

左記のとおり、成果物としては進捗会議
録、調達仕様書（案）が明示されており、
プロジェクト計画書は含まれていませ
ん。先成果物以外に想定される成果物
がございましたら、成果物名、成果物の
内容及び成果物の提出期限を明示して
いただけますでしょうか。

スケジュールの明確化及び成
果物作成に係る工数見積もり
を行うため。

　プロジェクト計画書については、記載がもれておりました。
　成果物については、総務省の定める政府共通ルールの策定(標準ガイドライ
ン等)「http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/infosystem-
guide.html」に準じて実施することとしており、必要なドキュメントの作成が受託
範囲となります。
　また、提出時期については、法令改正案件であるため、実証実験と平行作業
し状況に応じて、随時更新することとなります。このため「実施スケジュール
_(仮)」においては、調達仕様書案第1版の納品を２０１７年９月としたものです。
　プロジェクト計画書と要件定義書は、平行して作成をお願いすることとなりま
す。
　なお、ＲＦＩの実施については、最短で２０１８年１月を予定します。

6 調達仕様書（その１業務）（案） 2
(3) 実証実験においては、別紙「システム想
定図及び業務流れ図」におけるシステム検
証も行うこととしている。

別紙の参照先を明確にしてください。
（資料1参照のような表記をお願いしま
す）

資料の関連性が不明なため
検証の内容は入札参加者からの提案を想定しております。
提案書に具体的な検証の内容と実行性を記述していただくよう仕様書に記載し
ます。

7 調達仕様書（その１業務）（案） 2
(3) 実証実験においては、別紙「システム想
定図及び業務流れ図」におけるシステム検
証も行うこととしている。

システム検証の具体的な作業内容の記
載をお願いします。

見積時に本システムで検証す
べき機能範囲を明確にするた
め

検証の内容は入札参加者からの提案を想定しております。
提案書に具体的な検証の内容と実行性を記述していただくよう仕様書に記載し
ます。

8 調達仕様書（その１業務）（案） 3
(3) このため、概ね500企業2000被共済者が
参加し得るシステムを構築すること。

システム構築の範囲を明記してくださ
い。例えば、機能一覧や画面一覧、帳票
一覧などの添付をお願いします。

見積時に本システムで検証す
べき機能範囲を明確にするた
め

今回は実験内容のご提案をいただく案件としておりますので、システム構築も
提案していただくことを仕様書に記載します。業務流れ図を参考にご提案をお
願いします。
なお、現在、機構内にて別途資料は3月末を目処に取りまとめ中です。入札時
には配付または閲覧が可能なよう取り扱います。

9 調達仕様書（その１業務）（案） 3
(3) このため、概ね500企業2000被共済者が
参加し得るシステムを構築すること。

実験対象になる契約者、被共済者の
データの提供は機構様から行われるの
でしょうか?　仕様書に記載をお願いしま
す。

見積時に作業量を算出する必
要があるため

ご加入者の情報は、実験参加企業からの情報提供を受けることとなります。
機構内のシステムからは、掛金納付の情報を確認し、システム投入しますが、
セキュリティの関係上、直接データの交換はできませんので、手作業を想定して
ください。仕様書にも記載します。

第３編第２章 プロジェクトの管理

プロジェクト
計画書等の作成

第３編第５章 要件定義

要件定義書の作成

要件定義書案

第３編第６章 調達

調
達
仕
様
書
の
作
成
等

Ｒ
Ｆ
Ｐ
・公
告

審
査

入
開
札

契
約

検
収

調
達
の
計
画

契約書

第３編第７章 設計・開発

作業

ＲＦＩ

実施計画

ＲＦＩ結果

納品

第３編第９章 運用及び保守

作業

納品

要件定義確定

2/5



10 調達仕様書（その１業務）（案） 3
(3) このため、概ね500企業2000被共済者が
参加し得るシステムを構築すること。

構築するために必要な開発端末は受託
業者が用意する想定でしょうか?
仕様書に記載をお願いします。

見積に影響があるため システム機器は、その1業務の受託事業者が拠出することとなります。

11 調達仕様書（その１業務）（案） 3
(注1)クライアントシステムについては、
Windows7、Windows10、iOS10で動作可能な
こととすること

iphone、ipadでの動作を想定しています
か?、その場合、明記をお願いします。ま
た、iphone,ipadでの動作を可能とした場
合、同じ機能を実装するのでしょうか?
明記をお願いします。

見積時に本システムに実装す
べき機能範囲を明確にするた
め

実証実験では、ＰＣ利用を前提としております。

12 調達仕様書（その１業務）（案） 3 成果物の納入
要件定義工程がある以上、要件定義書
の納品物はあるべきだと思われます。ご
検討ください。

作業内容を確定すべき行為と
して必要と思われるため

成果物に要件定義書を加えます。

13 実施スケジュール_仮 1 順次・フィードバックシステム改修

通常、要求定義の内容でシステム構築
期間が決まるかと思います。開発期間の
調整は可能なのでしょうか?（現在は、
2017.12と記載がありますが、例えば、極
端な例ですが、2018.6に構築完了にする
等。）
スケジュールの変更について、仕様書に
記載をお願いします。

現時点で要求仕様の内容が不
明瞭のため、提示された期間
で開発が終わらない可能性が
あるため

実験の開始時期は、決定事項としております。
スケジュールの前倒しは可能ですが、延伸は不可です。
なお、段階的な納品は可能と考えています。

想定）2017年10月：参加企業の募集・決定、11～12月実験参加企業の基本情
報作成および説明会の開催、1月実験開始、第1回の就労報告2月初旬

14 実施スケジュール_仮 1 実施実証者説明会等準備

説明会実施に伴う作業内容を仕様書に
記載をお願いします。
（例えば、説明会の場所の確保、PCの
用意、プロジェクタの用意、説明会資料
の作成等）

見積時に作業量を算出する必
要があるため

以下、仕様書に記載します。説明会の会場については、実験参加先にご提供
いただくことを予定しております。ＰＣ、プロジェクタは、受託業者でご用意いただ
くことを想定しております。

15 実施スケジュール_仮 1
実証実験（工程終了に合わせて順次完了及
びアンケート調査・工期が実験終了後も継
続する場合は、延長も考慮）

2018.1～2018.11まで記載されています
が、どのくらいの作業規模を想定してい
るのか仕様書に記載をお願いします。

見積時に作業量を算出する必
要があるため

システム機器や実務作業スペースは、機構内に場所を提供する予定です。
運用・保守・軽微な作業の要員として、2名の常駐（1名が現場に出向いた場合
を考慮）を想定しています。(回答25とも関連していますのでご参照ください）

16
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

--- ペイジーとの連携について

ペイジー以外の支払方法の提案（例え
ば、コンビニ決済等）は、可能なのでしょ
うか?
※手数料が安くなる可能性があります。

提案できる範囲を確認するた
め

ペイジーについては、一般的な口座振込と比較して、①インターネットバンキン
グを利用することで事業主が在宅（事務所に居ながら）納付できるメリット②事
業主（共済契約者）が建退共に事前登録した情報をそのまま利用できるメリッ
ト、③直接収納機関となることで印紙税が免除となるメリット、④手数料が安価
になるメリットを考慮して採用を検討しているものです。更なる可能性がある場
合はご提案をお願いします。
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17
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

--- ペイジーとの連携について

実証実験で構築するシステムで、ペイ
ジーを利用した口座振込、振替方式を実
装するのでしょうか?
実装範囲を仕様書に明記してください。

見積時に作業量を算出する必
要があるため

間接収納によりペイジー払込をしていただく想定ですが、実証実験としても直接
収納が必要と考えられる場合は、ご提案をお願いします。

18
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

7 ペイジー（共同利用センター）

（ペイジーを実装する想定の場合）
利用予定の収納会社（サービス）があれ
ば、仕様書に記載をお願いします。もし、
ない場合は、提案に含めるのでしょうか?

収納会社に応じて、実装方式
が異なり、見積もり工数に影響
があるため

提案に含めます。

19
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

7 ペイジー（共同利用センター）

（ペイジーを実装する想定の場合）
実証実験で掛かるペイジーの手数料
は、機構様負担でしょうか?、受託業者負
担の場合、どの程度の振込の検証を行
うのかの想定数の提示をお願いします。

見積時に費用を算出する必要
があるため

印紙税を含め、機構で実費負担いたします。

20
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

8 サーバ配置図（案）の赤枠

ハウジングの箇所に赤枠がありますが、
今回のシステム検証範囲は専用サイト
の構築ではないでしょうか?
誤記であれば削除をお願いします。

必要なサーバ台数を算出する
ため

機構内サーバーとの連携機能を除き、ハウジング部分も実証実験に含めます。
専用サイト内では、個人情報等のシステム処理は実施しない想定です。

21
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

8 サーバ配置図（案）の赤枠

メール送信の機能がありますが、今回の
実証実験内で使用するのでしょうか?
使用する場合、専用のメールアドレスを
いくつ用意したほうが良いか記載をお願
いします。

見積時に費用を算出する必要
があるため

機器構成に影響されるため、提案に含めます。

22
【資料1】口座振込・振替方式
の概要について

8 サーバ配置図（案）
システム運用を考慮すると、テスト環境・
本番環境の２環境は必要と考えて問題
ありませんか?

必要なサーバ台数を算出する
ため

実験中の修正は機構内で実施していただくことを想定していますので、開発環
境とテスト環境は同一でも構いません。

23

【資料2】システム等の画面イ
メージについて
【資料3】機構が想定している
業務の流れ図

--- 画面イメージと業務流れ図について

資料2の画面イメージが、資料3の業務
流れ図のどの部分に該当しているかが
不明である。
例）本店登録画面イメージは、業務流れ
図のどの機能に該当するのかが不明で
ある。
関連性を仕様書に記載をお願いします。

資料の関連性が不明なため
画面はイメージで、部分的に機構職員が仮に図に起こしたものです。
業務流れ図を原則としてください。

24
【資料3】機構が想定している
業務の流れ図

--- 機構が想定している業務の流れ図

専用サイトの箇所、すべてを実証実験す
るのでしょうか?
今回の実証実験する箇所の明確化・抜
粋をお願いします。

見積時に本システムで検証す
べき機能範囲を明確にするた
め

全てを想定しています。省略できる箇所についてはご提案をお願いします。

4/5



25
【資料3】機構が想定している
業務の流れ図

---
機構が想定している業務の流れ図中の検
討事項について

当資料に記載されている検討事項に対
して、当プロジェクトでなにか作業が発生
するのでしょうか?

見積時に作業量を算出する必
要があるため

検討事項となっている業務手順は変更となる可能性があります。実証実験中に
より良い案が出た際に業務手順が変更となることを想定しています。(回答15に
も関連していますのでご参照ください）

26 資料２ 13～14. 報告書ツール（無償配布）への提案
＜提案＞就労報告（まとめ含む）ツール
に加え、現行のダウンロード様式の刷新

　建退共ホームページダウン
ロード様式は、国や自治体の
電子申請のダウンロード様式
と比較して、手書き前提の前
近代的なものとなっている。
　今回、証紙貼付方式も併用
することが前提となっている以
上、併用することに対する混乱
を防止するため、事前に実証
実験で事務改善を行い、より
円滑な移行への対策も必要と
考えられる。

提案に含めるようにいたします。

27 その他

＜提案＞システムにとどまらず、機構内
部の人員要求、人員配置、部署(コール
センター等を含む）の新設、組織編制、と
いった実施体制についても提案内容とす
べきである

システムだけでなく、人的要素
や組織編制等の実施体制も併
せて検討・検証することで、よ
り実証実験に実効性を持たせ
ることができると考えられる。

提案に含めるようにいたします。
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