
意見様式

項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

1 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

8 1 預貯金者がマイナンバーカードと使
用し、読み取ったマイナンバーを金
融機関へと連携する。

読み取ったマイナンバーは「預金保
険機構」に連携する理解で合ってい
るでしょうか。

P5の図１の記載と内容が異なるた
め。

ご指摘の通り、「金融機関」を「預
金保険機構」へと修正しました。

2 要望 調達仕様書 P9 第1章(6) 本調達の開発手法は、アジャイル開
発を想定しているため、（以下、省
略）、スプリントを2回実施するこ
と。

本調達の開発手法で、アジャイル開
発の場合は、（以下、省略）、スプ
リントを2回実施すること。
ウォーターフォール開発を採用する
場合は、要件・設計の仕様変更の取
込みを2回実施できる計画を立て、”
1回目の”結合テストまで完了させる
こと。

本調達は構築範囲は明確かつ品質の
積み上げが重要であり、ウォーター
フォール開発が適していると考える
ため。
仕様変更等の対応も、上述の通り、
構築範囲が明確であるため、ウォー
ターフォール開発による追付き対応
で十分対応可能と考えるため。

調達仕様書のアジャイル開発の手法
については、デジタル庁での想定で
あり、スプリントの回数や手法、進
め方などに関しては、提案書でご提
案いただければと思います。
また、実際のアジャイルの進め方に
関しては、受託者様と別途調達予定
の工程管理等の支援業者様及びデジ
タル庁との協議により決定するもの
とします。

3 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

9 1（6） 開発手法は、アジャイル開発を想定
しているため、 契約締結日から令和
５ 年 ３月 31 日 までの間に、 要
件定義･設計、スケジューリング及び
アジャイルにおける短期の設計･開発
からテストまでの短い期間（ 4 週間
を想定  以下 スプリント を２回実
施することを想定している。)

スプリントで具体的にイメージされ
ている進め方はございますでしょう
か。弊社の現時点案は以下の通りで
す。
・UIについては、スプリント１で
figma、スプリント２では70％程度製
造が完了している程度を想定してい
ます。
・データ連携部分は、短期間でスプ
リントを２回回すことが困難な為、
スプリント１、２セットで開発スケ
ジュールを検討させて頂きたいが、
よろしいでしょうか？

アジャイル開発、スプリントの進め
方をより正確に理解する為。

調達仕様書のアジャイル開発の手法
については、デジタル庁での想定で
あり、スプリントの回数や手法、進
め方などに関しては、提案書でご提
案いただければと思います。
また、実際のアジャイルの進め方に
関しては、受託者様と別途調達予定
の工程管理等の支援業者様及びデジ
タル庁との協議により決定するもの
とします。

4 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

11 2（10） 「令和5年度「預貯金者の意思に基づ
く個人番号の利用による預貯金口座
の管理等に関する法律」及び「公的
給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関す
る法律」に基づく口座情報登録シス
テム（付番機能・金融機関連携機
能）の整備に係る設計・開発・運
用・保守等業務」が一般競争入札
（最低価格落札方式）の点について

最低価格の場合は、履行能力の無い
業者が受託する可能性があり、履行
能力をどのように評価するかお考え
をお聞かせ頂けますか？

最低価格における履行能力の評価方
法についてお伺いしたい為。

ご意見やその他の状況を踏まえ、総
合評価方式へと変更いたします。

「令和４年度　「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」及び
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」

に基づく口座登録システム(付番機能・金融機関連携機能)（仮）の整備に係る設計・開発等業務」調達仕様書（意見招請案）等に対する意見について
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

5 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

12 ４（３）キ 受注者は、開発・テストの際に本シ
ステムの稼働に当たって必要なソフ
トウェア等がある場合は必要に応じ
て購入し、購入した場合は作業実施
後にデジタル庁に納入すある場合は
必要に応じて購入し、購入した場合
は作業実施後にデジタル庁に納入す
ること。

今回構築するアプリケーションを既
存のマイナポータル基盤上に構築す
る場合、追加で購入予定のソフト
ウェア等はありません。この点につ
いて問題が無いか、ご確認をお願い
いたします。

調達仕様を明確にするため。 新規に構築する場合を想定した調達
仕様書となっているため、受注者様
において必要に応じて購入すること
を想定しております。既存の環境を
活用したい場合には提案書に記載し
ていただければと思います。

6 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

13 ４(４) － 次工程の設計・開発業者および次期
受注者に引継ぎを行うための連絡お
よび調整は貴庁において行っていた
だく理解でよろしいでしょうか。

対応範囲を明確にするため。 デジタル庁にて調整を行います。

7 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

13 ４(８) － 本案件において複数の事業者が共同
提案する場合、納入成果物について
は必要に応じて各事業者がそれぞれ
担当領域分を作成して納品する（一
つにまとめることは必須ではない）
理解でよろしいでしょうか。例え
ば、ソースコード、標準コーディン
グ規約等を想定しています。

納入成果物の作成方法を明確にする
ため。

特に問題ございません。

8 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

14 4（8） ア 成果物名
「設計・開発実施計画書」等

付番機能について、UI部分とデータ
連携でコンポーネントを分けて開発
した際に、成果物も分けて提示する
事は可能でしょうか？

コンポートで分けて開発した際の成
果物の作成方法を明確化したい為。

分けて提出いただいて、特に問題ご
ざいません

9 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

19 ６(１) コ 受注者は、本業務において、要安定
情報を取り扱うなど、デジタル庁が
可用性を確保する必要があると認め
た場合は、サービスレベルの保証を
行うこと。

「サービスレベルの保証」につきま
して、所定のサービスレベルを達成
できなかった場合に貴庁と協議の
上、改善策を導入することをもっ
て、保証の内容とさせていただく理
解でよろしいでしょうか。

対応範囲を明確にするため。 仕様書にて「デジタル庁が可用性を
確保する必要があると認めた場合
は、サービスレベルの保証を行うこ
と。」と記載の通り、必要がある場
合に適宜相談させていただきます

10 要望 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

19 ６(２) イ 受注者は、情報セキュリティインシ
デントが発生するなどの万一の事故
があった場合に直ちに報告する義務
や、受注者の責に起因するセキュリ
ティインシデントでの損害に対する
賠償等の責任を負うこと。

個人情報に関するセキュリティイン
シデントにつきましては、損害賠償
額の上限を契約金額と同額とさせて
いただきたくご検討をお願いいたし
ます。

対応範囲を明確にするため。 仕様書の記載の通りとさせていただ
きます。

11 要望 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

21 ６(７) (イ) 提供するアプリケーションにぜ
い弱性を含めないこと。
(オ) 提供するアプリケーション・コ
ンテンツの利用時に、ぜい弱性が存
在するバージョンのＯＳやソフト
ウェア等の利用を強制するなどの情
報セキュリティ水準を低下させる設
定変更を、ＯＳやソフトウェア等の
利用者に要求することがないよう、
アプリケーション・コンテンツの提
供方式を定めて開発すること。

「ぜい弱性を含めないこと」および
（オ）「ぜい弱性が存在する」にい
う「ぜい弱性」は、アプリケーショ
ン・コンテンツの提供時において、
標準的なITベンダーであれば通常知
ることができたものに限定させてい
ただきたくご検討をお願いいたしま
す。

対応範囲を明確にするため。 仕様書の記載の通りとさせていただ
きますが、ご認識の通りです。
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

12 要望 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

23 ７（２） 契約不適合責任 受託者が契約不適合責任を負う期間
は、検収後１年としていただきたく
ご検討をお願いいたします。

対応範囲を明確にするため。 特に問題ございませんので、提案書
に記載いただければと思います。

13 要望 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

26 ８（４） － 以下の文言を追記いただきたくご検
討をお願いいたします。
「共同入札を行う複数の事業者は、
事業者間において締結する協定で本
調達にかかる業務の分担を定めた場
合、自己が分担する業務の遂行に関
してのみ、デジタル庁に対し責任を
負うものとする。」

事業者の責任分界を明確にするた
め。

ご指摘を踏まえて仕様書を修正いた
します。

14 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

26 ８（４）イ － 「事業者間の調整事項、トラブル等
の発生に際しては、その当事者とな
る当該当事者間で解決すること」と
は、あくまでも事業者間において発
生した調整事項やトラブル等につい
ての当事者間の解決を述べたもので
あり、当該当事者が貴庁に対して連
帯して解決する責任を負うことを述
べたものではないとの理解でよいで
しょうか。

事業者の責任分界を明確にするた
め。

ご認識の通りです

15 確認・質問 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

26 8（4）イ 事業者間の調整事項、トラブル等の
発生に際しては、その当事者となる
当該当事者間で解決すること

本記載は、事業者間で発生した調整
事項やトラブル等を当事者間で解決
することに言及したもので、当該調
整事項やトラブル等とは完全に無関
係の事業者がデジタル庁様へ連帯し
て解決する責任を負うことを言及し
たものではないという認識でよろし
いでしょうか。

事業者の責任範囲を明確化したい
為。

ご認識の通りです

16 要望 01 調達仕様書
【口座付番 公金
受取口座Ph3】

26 8（4） - 以下内容の追記可否をご確認頂けま
すでしょうか。
「複数事業者での共同入札におい
て、事業者間で本調達役務の業務範
囲を契約締結した際、自社が所掌す
る業務範囲のみ、デジタル庁様への
責任を負う。」

事業者の責任範囲を明確化したい
為。

ご指摘を踏まえて仕様書を修正いた
します。

17 意見 第５章 情報セ
キュリティ

13
1＿1＿1

 情報セキュリティ対策の基本的な考
え方　郵送不達情報の提供で表/情報
の可溶性枠　空欄；

取得目的が不明な位置付けの作成と
追加

口座でネットバンキングの口座番号
を含めた、偽造登録か調査の規定が
必要（不正送金の防止）

ご指摘の空欄に関しては、列の上部
に記載されております。

18 要望 第２章 機能に関
する事項

6 1＿2＿1 ＧビズIDの連携で、屋号と事業主の
一致も含めてアフターデータを増や
す。

預貯金者・口座情報連携がバグや停
止した時の公金支出で一部作業可能
にする。

預金口座のシステムは、民間金融機
関と連携が必要でランサムウエア等
の強化を図る。

ご指摘の箇所が見当たりませんでし
た

19 意見 別紙1＿2＿1 8 金融機関合
併・店舗統
廃合等・・

金融機関＿預金保険機構のフロー区
間

情報Ver.UP追加のバックアップと更
新アプリ機能（AWS・他のマルチクラ
ウド可能に）

8次全銀も含めた統合処理 ご指摘の箇所が見当たりませんでし
た
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

20 確認・質問 別紙1_2_1_要件
定義書_機能要件

7 預貯金者が入力した情報を一時保存
ファイルへ保存しておく。なお個人
番号を一時保存なお個人番号を一時
保存ファイルに保存する際には、適
切な秘匿処理を行うこと。

一時保存ファイルに保存する目的と
して、預貯金者が入力した情報には
マイナンバーが含まれるため、セ
キュリティが確保された別領域に一
時保管する必要があるため、と認識
しています。意図が合っているかご
教示ください。

調達仕様を明確にするため。 ご認識の通りです。

21 意見 別紙1_2_1_要件
定義書_機能要件

8 口座情報登録システム（金融機関連
携機能）は、B202で送信した処理結
果を得るために、口座情報登録シス
テム（公金受取口座登録機能）の公
金受取口座登録APIにリクエストIDを
送信し、処理状況を確認する。

情報提供等記録開示システムにおい
て「申請状況照会画面」を実装して
おり、本案件においても当該画面に
て申請状況を閲覧できるよう考慮が
必要と考えます。

利用者の利便性向上のため。 必須機能ではございませんが、提案
書に記載いただいてもかまいません

22 確認・質問 別紙1_2_3_要件
定義書_機能要件
_画面イメージ

3 画面イメー
ジ（ 付番
機能）

－ 付番機能におけるスマホJPKI対応
（スマートフォンに格納する署名用
電子証明書への対応）は対象外の理
解でよいでしょうか。

個人番号（券面AP)及び基本4情報
（券面入力補助AP）の読み出しはマ
イナンバーカードのみ対応してお
り、スマートフォンへの格納は対象
外と理解しているため。

ご認識の通りです

23 意見 第６章 信頼性に
関する事項
２．完全性要件

16 1＿3＿1 ⑤ 障害等が発生した際にその原因を
追究できるよう必要なログ等の証跡
を残すこと。

本システムの完全性を確保するために、
以下の要件を満たすこと（行政IT化の3
カ年計画整合）

追記として、3年後で計画されている
行政クラウドのSETアプリケーション
ノーコード・ローコード追加

原文のままとさせていただきます

24 確認・質問 別紙1_2_1_要件
定義書_機能要件

7 第2章2 ・省庁連携に送信する際には、規定
の データ連携手法に乗っ取り、適切
な暗号化を施し、送信する。

既存のマイナポータルでの電子申請
（年金ワンクリック、ぴったりサー
ビス電子申請等）では、申請結果の
通知を申請状況照会等の機能で確認
出来る仕組みとなっており、新お知
らせを利用していない。国民等利用
者の操作感の統一性を考えると従来
と同様の通知方式がよいと考え、代
替提案可能でしょうか。

代替提案可能か確認したい為。 通知方式において代替提案は可能で
はあるが、法律に基づく内容をプッ
シュ通知行える必要があります。
（口座管理法第6条第2項）

25 確認・質問 別紙1_2_3_要件
定義書_機能要件
_画面イメージ

2 - 画面イメージ スマホJPKIはマイナポータルにおい
てマイナンバー及び書面４情報の搭
載対象外となる認識である為、本調
達でも対象外として良いかお考えを
お聞かせ頂けますか？

調達役務範囲を明確化したい為。 対象外とさせていただきます
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

26 確認・質問 別紙1_3_1_要件
定義書_非機能要
件

14 第4章2 預貯金口座付番　約26万件日 左記はマイナポータルからと金融機
関からの付番依頼の合計業務量と認
識しておりますが、内訳を提示頂く
事は可能でしょうか？

また、設備量は最大ピークを常時準
備することは不経済となるため、最
低限具備すべき性能と、ピーク性能
を分けてお示し頂くことは可能で
しょうか？

システム規模を試算する上で必要な
情報の為。

想定の業務量を仕様書に記載します

27 要望 他・参加資格に
ついて

ー ー GEPS資格等級、AからDの参加 設計サポートの公告と作業・構築に
関する公告を分離して作業担保を図
る。

デバイスからアプリケーションシス
テムの活用が主流になる為

ご指摘の箇所が見当たりませんでし
た
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答
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項番
種類

（注）
該当資料名 頁数 章番号等 仕様書等の記載内容 意見又は修正案の内容 意見又は修正案の提出理由 回答

4
※欄が不足する場合は適宜追加すること。

（注）「種類」欄は、「意見」「要望」「確認・質問」「その他」のいずれかから選択のうえ記載すること。
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