
支担官第６５８号 

令和４年２月１０日 

                                        支出負担行為担当官 

                                        防衛省大臣官房会計課 

                                        会計管理官 大塚 英司 

（公 印 省 略） 

公   告 

 

下記により入札を実施するので参加されたい。 

 なお、本入札に係る契約締結は、当該業務に係る令和４年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とす

るものである。 

 

記 

 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 規格等 履行場所 履行期間 

Ｘ－０２０ 

情報システムの効率化、事業化

及び調達プロセスにおける技術

支援 

仕様書のとおり 仕様書のとおり 
自：契約締結日   

至：令和5年3月31日 

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和４年３月１８日（金）１０：３０ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある

場合に該当する。 

       （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

       （３）令和 01・02・03 年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＣ等級以上に格付け

され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和 04・05・06 年度競争参加資格（全省

庁統一資格）においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通

知書を提出できる者であること。 

              （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受

けている期間中の者でないこと。 

       （５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者

と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこ

と。 

       （６）適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得たものであること。（別紙

参照） 

 

６．入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積も

った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

 

９．契約書作成の要否    要 

 

10．適用する契約条項  役務等契約条項 

談合等の不正行為に関する特約条項 

暴力団排除に関する特約条項 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 

秘密の保全に関する特約条項 

秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項 

 

11．そ の 他        

（１）仕様書受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

（２）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由

を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 



（３）入札に関する条件 仕様書第 2.6.1 に定める本役務の実施体制並びに第 3 C)に定める情報保全に係る履行体

制に関する資料を提出し、適合すると認められること（提出期限：令和４年２月２８日（月）１２:００。必要に

応じ追加資料の提出を求めることがある。）。 

（４）この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和４年２月２８日（月）１

２：００までに提出しなければならない。 

（５）契約締結日までに令和４年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立 

した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場

合がある。 

（６）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.geps.go.jp/）を利用した応札及び入開札手続に

より実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とする

が、郵便入札については、令和４年３月１６日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。 

（７）入札案内（仕様書）の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟 10 階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

また、入札案内（仕様書）のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 

メール件名：「件名：○○○」仕様書送信依頼 

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 上田 亮太 電話 03-3268-3111 内線 20823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考として過去の役務において検証した情報システムは、別表のとおり。 



別表
○過去（直近３年度分）の検証システム一覧

年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和３年度 統幕 統合訓練支援システム

令和３年度 統幕 統幕サイバー演習環境

令和３年度 統幕 サイバー防護分析装置

令和３年度 統幕 中央クラウド

令和３年度 統幕 中央指揮システム

令和３年度 陸幕 指揮所訓練統裁支援システム

令和３年度 陸幕 戦術教育支援システム

令和３年度 陸幕 富士訓練評価システム

令和３年度 陸幕 弾薬類システム

令和３年度 陸幕 陸自電算機防護システム

令和３年度 陸幕 陸自ネットワークマネージメントシステム

令和３年度 陸幕 陸自情報支援システム

令和３年度 陸幕 自衛隊情報保全隊用システム

令和３年度 陸幕 射表計算装置

令和３年度 陸幕 飛行管理システム

令和３年度 陸幕 通信学校教育用電計

令和３年度 陸幕 自衛隊医療情報システム

令和３年度 陸幕 陸自業務システム

令和３年度 陸幕 システムネットワークマネジメントシステム

令和３年度 陸幕 陸自クローズ系クラウド

令和３年度 陸幕 地理情報システム

令和３年度 海幕 AECシステム

令和３年度 海幕 海上防衛図演装置

令和３年度 海幕 造修整備補給システム（クローズ系）

令和３年度 海幕 後方支援システム

令和３年度 海幕 海上航空作戦指揮統制システム

令和３年度 海幕 海上作戦情報処理システム

令和３年度 海幕 海上自衛隊指揮統制・共通基盤システム

令和３年度 海幕 掃海業務支援システム

令和３年度 海幕 対潜資料隊システム

令和３年度 海幕 ＭＳＩＩオープン系システム

令和３年度 海幕 健康管理データ処理装置

令和３年度 海幕 経理システム

令和３年度 海幕 ＭＳＩＩクローズ系システム

令和３年度 空幕 作戦システムセキュリティ監視装置

令和３年度 空幕 宇宙状況監視運用システム

(令和３年度：６３、令和２年度：６２、令和元年度：１０９）



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和３年度 空幕 共通サービス

令和３年度 空幕 共通プラットフォーム

令和３年度 空幕 セキュリティサービス

令和３年度 空幕 指揮統制サービス

令和３年度 空幕 指揮管理通信サービス

令和３年度 空幕 電子戦データ支援サービス

令和３年度 空幕 レーダー評価解析サービス

令和３年度 空幕 目標情報サービス

令和３年度 空幕 後方支援サービス

令和３年度 空幕 作戦情報支援システム

令和３年度 空幕 データ解析用電子計算機システム

令和３年度 空幕 飛行経路設計システム

令和３年度 空幕 統合気象システム

令和３年度 空幕 電子戦教育装置

令和３年度 空幕 飛行管理情報処理システム

令和３年度 内局 特別調達資金事務処理システム

令和３年度 内局 防衛省予算編成支援システム

令和３年度 内局 勤怠管理システム

令和３年度 内局 援護情報システム

令和３年度 内局 建設ＣＡＬＳ

令和３年度 内局 防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

令和３年度 内局 ＩＣカード身分証管理システム

令和３年度 内局 人事・給与情報システム

令和３年度 医大 防衛医科大学校情報処理システム

令和３年度 装備庁 工数集計システム

令和３年度 装備庁 類別・標準化システム

令和３年度 装備庁 プロジェクト管理業務支援システム

令和２年度 統幕 統合訓練支援システム

令和２年度 統幕 サイバー演習環境

令和２年度 統幕 サイバー防護分析装置

令和２年度 統幕 中央指揮システム

令和２年度 統幕 運用解析装置

令和２年度 陸幕 指揮所訓練統裁支援システム

令和２年度 陸幕 弾薬類システム

令和２年度 陸幕 陸自電算機防護システム

令和２年度 陸幕 陸自指揮システム

令和２年度 陸幕 陸自情報支援システム

令和２年度 陸幕 地理情報システム



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和２年度 陸幕 飛行管理システム

令和２年度 陸幕 システム・ラボ

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（熊本病院）

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（阪神病院）

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（札幌病院）

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（仙台病院）

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（富士病院）

令和２年度 陸幕 医療電算機システム（福岡病院）

令和２年度 陸幕 医療情報システム（別府病院）

令和２年度 陸幕 中央病院医療情報システム

令和２年度 陸幕 自衛隊医療情報システム

令和２年度 陸幕 陸自業務システム

令和２年度 陸幕 陸自クローズ系クラウドシステム

令和２年度 陸幕 システムネットワークマネージメントシステム

令和２年度 海幕 ＡＥＣシステム

令和２年度 海幕 海自造修整備補給システム（クローズ系）

令和２年度 海幕 海上航空作戦指揮統制システム

令和２年度 海幕 海上作戦情報処理システム

令和２年度 海幕 水上艦用戦闘指揮システム維持管理装置

令和２年度 海幕 掃海業務支援システム

令和２年度 海幕 放送処理装置

令和２年度 海幕 対潜資料隊システム

令和２年度 海幕 ＭＳＩＩオープン系システム

令和２年度 海幕 経理システム

令和２年度 海幕 ＭＳＩＩクローズ系システム

令和２年度 空幕 符号生成評価装置

令和２年度 空幕 CAIシステム

令和２年度 空幕 教育用航空自衛隊オープンデータ通信システム等装置（Ｊ／ＵＣＣ－Ｔ３）

令和２年度 空幕 宇宙状況監視運用システム

令和２年度 空幕 空自作戦用シミュレーション・システム

令和２年度 空幕 航空自衛隊クラウドシステム

令和２年度 空幕 空自指揮システム

令和２年度 空幕 作戦情報支援システム

令和２年度 空幕 データ解析用電子計算機システム

令和２年度 空幕 レーダー評価解析装置

令和２年度 空幕 飛行情報出版物編集システム

令和２年度 空幕 空幕電算機システム

令和２年度 空幕 事務共通システム



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和２年度 空幕 統合気象システム

令和２年度 空幕 電子カルテ

令和２年度 内局 特別調達資金事務処理システム

令和２年度 内局 防衛省中央ＯＡネットワークシステム

令和２年度 内局 北海道防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 東北防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 北関東防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 南関東防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 近畿中部防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 中国四国防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 九州防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 内局 沖縄防衛局ＯＡネットワーク・システム

令和２年度 装備庁 ライフサイクルコスト・データベース・パイロットモデル

令和元年度 内局 人事・給与情報システム

令和元年度 内局 防衛省中央ＯＡネットワークシステム

令和元年度 内局 地方防衛局ＯＡネットワークシステム

令和元年度 内局 建設ＣＡＬＳ

令和元年度 内局 情報公開支援システム（情報公開・個人情報保護室）

令和元年度 内局 ＩＣカード身分証管理システム

令和元年度 内局 航空機騒音自動監視装置

令和元年度 内局 クリアリングシステム（法令審査）

令和元年度 内局 ＩＣカード立入証等発行管理システム（庁舎管理室）

令和元年度 内局 特別調達資金事務処理システム（予算総括班）

令和元年度 内局 防衛省予算編成支援システム（予算総括班）

令和元年度 内局 図書館システム（図書館）

令和元年度 内局 援護情報システム

令和元年度 統幕 中央クラウド（中央指揮システム）

令和元年度 統幕 中央指揮システム（専用通信）

令和元年度 統幕 サイバー防護分析装置

令和元年度 統幕 訓練演習支援機能

令和元年度 統幕 サイバー演習環境

令和元年度 統幕 中央指揮システム（中央指揮所）

令和元年度 統幕 ソフトウェアライセンスの取得

令和元年度 統幕 コンピュータ・システム共通運用基盤（COE）

令和元年度 統幕 秘匿携帯端末

令和元年度 統幕 統幕学校LANシステム

令和元年度 統幕 防衛情報通信基盤（DII）

令和元年度 陸幕 陸自クローズ系クラウドシステム



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和元年度 陸幕 陸自指揮システム

令和元年度 陸幕 陸自電算機防護システム

令和元年度 陸幕 陸自情報支援システム

令和元年度 陸幕 自衛隊情報保全隊用システム（３幕共同）

令和元年度 陸幕 弾薬類システム

令和元年度 陸幕 地理情報システム

令和元年度 陸幕 指揮所訓練統裁支援システム

令和元年度 陸幕 飛行管理システム

令和元年度 陸幕 システム開発隊用システムラボ

令和元年度 陸幕 運用解析装置

令和元年度 陸幕 戦術教育システム

令和元年度 陸幕 富士訓練評価システム

令和元年度 陸幕 射表計算装置

令和元年度 陸幕 陸自業務システム

令和元年度 陸幕 自衛隊医療情報システム（３幕共同）

令和元年度 陸幕 陸自業務システム（補給管理機能）

令和元年度 陸幕 陸自インターネット

令和元年度 陸幕 サイバー犯罪捜査器材

令和元年度 陸幕 募集情報管理システム

令和元年度 陸幕 陸自業務システム（援護情報ネットワーク）

令和元年度 陸幕 陸自業務システム（研究支援機能）

令和元年度 陸幕 通信学校教育用電計

令和元年度 陸幕 ICカード身分証管理システム

令和元年度 海幕 ＭＳＩＩクローズ系システム

令和元年度 海幕 衛星データ通信システム

令和元年度 海幕 海上自衛隊指揮統制・共通基盤システム（ＭＡＲＳシステム）

令和元年度 海幕 海上作戦情報処理システム（ＭＴＩＰＳ）

令和元年度 海幕 海上航空作戦指揮統制システム

令和元年度 海幕 海上防衛図演装置

令和元年度 海幕 艦内統合ネットワーク（ＪＳＷＡＮ）

令和元年度 海幕 可搬式ターミナル（ＭＭＴ）

令和元年度 海幕 放送処理装置（ＳＢＣＳ）

令和元年度 海幕 掃海業務支援システム

令和元年度 海幕 海上安全・ドメイン認識処理システム（ＭＳＤＡＴ）

令和元年度 海幕 後方支援システム

令和元年度 海幕 海自造修整備補給システム（クローズ系）

令和元年度 海幕 指揮管制支援ターミナル（Ｃ２Ｔ）

令和元年度 海幕 衛星情報取得装置



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和元年度 海幕 教育用保全ＬＡＮの整備

令和元年度 海幕 部隊ＯＲ用備品

令和元年度 海幕 作戦情報処理システム

令和元年度 海幕 海自造修整備補給システム（オープン系）

令和元年度 海幕 MSIIオープン系システム（海自インターネット系を含む。）

令和元年度 海幕 海洋情報処理サブシステム

令和元年度 海幕 音響情報処理サブシステム

令和元年度 海幕 経理システム

令和元年度 海幕 ＡＥＣシステム

令和元年度 海幕 健康管理データ処理装置

令和元年度 海幕 一般事務用スタンドアロン型情報システム

令和元年度 海幕 艦内要務処理システム

令和元年度 海幕 ＳＳＣシステム

令和元年度 海幕 ＥＰ－３用地上解析装置

令和元年度 海幕 ＯＰ－３Ｃ用地上支援装置

令和元年度 空幕 共通プラットフォーム

令和元年度 空幕 後方支援サービス（事務共通システム）

令和元年度 空幕 情報処理端末（共通端末等及び複合機等）の取得

令和元年度 空幕 飛行管理サービス（飛行管理情報処理システム）

令和元年度 空幕 指揮統制サービス（航空自衛隊指揮システム）

令和元年度 空幕 基地内光伝送路

令和元年度 空幕 共通サービス

令和元年度 空幕 作戦情報支援システム

令和元年度 空幕 セキュリティサービス（システム監査ツール）

令和元年度 空幕 作戦解析模擬サービス（空自作戦用シミュレーションシステム）

令和元年度 空幕 指揮管理通信サービス（指揮管理通信システム）

令和元年度 空幕 電子戦データ支援サービス（電子戦支援用データ管理装置）

令和元年度 空幕 目標情報サービス（目標情報解析装置）

令和元年度 空幕 研究開発・評価サービス（データ解析用電子計算機システム）

令和元年度 空幕 研究開発・評価サービス（レーダー評価装置）

令和元年度 空幕 教育サービス（術科学校ＣＡＩシステム）

令和元年度 空幕 図書管理システム

令和元年度 空幕 ４術校ＣＡＩシステム

令和元年度 空幕 警戒管制レーダー教育用ＶＲシステム

令和元年度 空幕 電子戦教育装置

令和元年度 医大 防衛医科大学校情報処理システム

令和元年度 防大 防衛大学校共同利用電子計算機システム

令和元年度 防研 防衛研究所電算機システム



年度 機関名 シ ス テ ム 区 分

令和元年度 監本 防衛監察本部システム

令和元年度 装備庁 研究開発システム

令和元年度 装備庁 中央調達システム

令和元年度 装備庁 地方調達電子入札・開札システム（仮称）

令和元年度 装備庁 プロジェクト管理業務支援システム

令和元年度 装備庁 類別・標準化システム

令和元年度 装備庁 サプライチェーン調査結果活用データベースシステム

令和元年度 装備庁 輸入調達官システム


