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１．総則 

   本調達仕様書は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「甲」という。）が契約相手

方（以下｢乙｣という。）に発注する｢2019 年 10 月～2022 年 9 月 資産管理支援業務｣（以下「資

産管理支援業務」という。）に適用する。 

 

 ２．目的 

   本業務は、独立行政法人会計基準や甲の会計規程等に基づき、財務会計システムを使用し

た財務仕訳、決算整理（月次及び年次）作業、資産管理システムを使用した資産取得の登録

や資産異動の確認・登録、資産棚卸、償却資産申告、ロケット・人工衛星等搭載実績調査に

ついて、職員の業務を支援することを目的とする。 

 

 ３．適用法規等・文書 

資産管理支援業務の履行にあたっては、定められた次の法規を遵守すること。次に掲げる

文書は、本調達仕様書で規定された範囲内で本調達仕様書の一部をなす。なお、以下の文書

の適用にあたり、契約締結後変更が生じた場合には、別途協議することとし、最新版を適用

するものとする。 

 

３．１ 適用法規等 

       (１) 労働安全衛生法 

     (２) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

(３) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

    （４）独立行政法人通則法 

（５）国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 

    （６）独立行政法人会計基準 

（７）減価償却資産の耐用年数等に関する省令 

 

３．２ 適用文書 

(１) 2019 年 10 月～2022 年９月 資産管理支援業務作業要求書（DDX-2018004） 

(２) 会計規程（規程第 15-43 号） 

         (３) 資産取扱要領（財務部長通達第 15-1 号） 

     (４) 会計事務実施要領（財務部長通達 16-1 号） 

     (５) 検査実施要領（安全・信頼性管部長・契約部長通達第 16-1 号） 

   (６) 情報セキュリティ規程（規程 規程第 28-73 号） 

    (７) セキュリティ実施標準（BPX-2012001） 

     (８）筑波環境管理システム文書（VCA-20090002） 

（適用は筑波宇宙センター勤務者を対象） 

(９）調布航空宇宙センター 環境管理システム（基本要領）（GEB-07-010） 

（適用は調布航空宇宙センター勤務者を対象） 

(10）相模原キャンパス 環境管理システム要領（RSQ-15019） 

（適用は相模原キャンパス勤務者を対象） 

(11) 財務会計処理方針（DDX-04004） 

(12) 資産取扱要領に基づく様式の設定等について（DDX-15002） 

(13) 宇宙航空研究開発機構からの支給品、貸付品、寄託品の取扱い等について 

（DDX-15003、EEX-15008） 

     (14) 独立行政法人通則法改正に伴う「不要財産」の取扱いについて(ガイドライン) 



 
 

（DDX-12007） 

     (15) 財務部が実施する保有資産に係る現物確認調査の実施方針について（DDX-10003） 

     (16) 「一時的に休止」となっている施設等に係る減損の兆候の有無の考え方 

（DDX-08001） 

(17) 人工衛星の会計処理とその解釈（DDX-14001） 

(18) 資産除去債務に対する対応について（DDX-15004） 

(19) 土地・建物・物品等の譲渡・貸付に関する事務処理マニュアル 

（EEX-15010、DDX-15005） 

     (20) 固定資産の減損に係る会計処理について(DDX-16001) 

    （21）ＪＡＸＡ仕訳事例集（DDX-06001） 

 

  ３．３ 財務会計システムを使用した財務仕訳、決算整理作業の手順書 

      ・財務会計システム操作マニュアル 

 

  ３．４ 資産管理システムを使用した資産取得の登録、資産異動の確認・登録、資産棚卸、償

却資産申告の手順書 

      ・資産管理システム操作マニュアル 

 

４．資産管理支援業務の実施方法等 

 ３．２項（１）「DDX-2018004 2019 年 10 月～2022 年 9 月 資産管理支援業務作業要求書」

による。 

  

 ５．資産管理支援業務の管理 

      乙は、契約の実施にあたり、次の管理を行う。 

    ５．１ 計画管理 

        本資産管理支援業務の実施にあたり実施手順、実施体制、情報セキュリティ管理体制、

実施場所、その他関連事項等を記載した「実施計画書（工程表を含む）」を作成し契約後１

ヵ月以内に甲に提出すること。 

        乙は、これに基づいて資産管理支援業務全体の調整・管理を行うこと。 

 

    ５．２ 作業完了報告書 

        資産管理支援業務について、その実施した作業内容と結果等を「作業完了報告書」とし

て取りまとめ納入すること。 

納入期限等については、表―２を参照すること。 

 

  ６．資産管理支援業務を遂行するためのその他の条件 

６．１ 実施体制 

(１)乙は、甲の筑波宇宙センター、調布航空宇宙センター及び相模原キャンパスを拠点

として、本資産管理支援業務を効率的に実施すること。 

（ただし、全体管理、計画管理及び進行管理等については除く。） 

(２) 本業務には、「日本商工会議所主催簿記検定２級」相当の資格保有者若しくは独立

行政法人会計基準が適用される法人において会計業務を３年以上経験している者が、

甲の筑波宇宙センター、調布航空宇宙センター及び相模原キャンパス毎に最低１名配

置される実施体制を取るものとすること。 

 



 
 

６．２ 機構からの文書･データの開示 

        乙が本業務を実施する上で必要な甲の源泉資料等の各種書類及びデータは、機構に開示

を求めることができる。 

 

  ６．３ 第三者への情報開示、業務外使用 

    乙は、本業務の実施によって知り得た情報（文書、図面、物件及び知識）を、第三者に

開示又は提供、本業務以外の目的に利用してはならない。 

     

    ６．４ 設備、貸付品、支給品等 

   ６．４．１ 使用機器等 

       本業務の実施にあたり、以下の表に示す機器等の共用・貸与を行う。それ以外に本

業務を遂行するうえで必要とする機器等がある場合、甲と協議することとする。また、

甲と調整し、甲に対し必要なネットワークの接続等の申請手続きを行うこと。 

機器等名称 区分 備考 

データ入力・管理用のパソコン

一式 

貸与 ネットワークに接続 

台数は、甲と調整のうえ確定する。 

コピー・ＦＡＸ・スキャナ複合

機 

共用 各実施場所に設置 

プリンタ 共用 各実施場所に設置 

事務机・イス 共用 各実施場所に設置 

会計基準等に関する書籍 共用 各実施場所に設置 

消耗品 共用 各実施場所に設置 

 

   ６．４．２ 管理機器等の使用 

       (１)本業務の実施にあたり、必要とする電力及び水は支障のない限り無償で支給す

るものとする。 

(２)本業務の実施にあたり、システムや電子メールの使用が必要な場合は、甲が別

途用意するシステムを無償で使用することができる。なお、利用開始にあたって

は、甲に対して所定の申請を行うものとする。 

(３)共用・貸与した機器等に不具合が生じた際、不具合が発生した状況及び機器の

現状をまとめ、甲に報告すること。 

     

６．５ 入構申請の提出等 

乙は、甲の施設内で作業を行う場合、甲が定める必要な手続きを行うものとする。 

なお、作業に先立ち、作業者の入構申請を甲に提出するなどの申請が必要な場合もある

ため、事前に甲の担当者に確認する。当該作業のために外国籍の作業員を入構させる場合

は、特に余裕をもって入構申請を提出するなど必要な手続きを行うものとする。 

 

６．６ グリーン購入法の配慮 

       (１)乙は、３．２適用法規等（２）「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平

成１２年法律第１００号）」（以下、「グリーン購入法」という）の理念及び趣旨等を十

分に理解し、当該契約を履行する上で、同グリーン購入法に規定する環境物品等の調

達について配慮するものとする。 

       (２) 提出書類及び作業完了報告書の取扱い 

           提出書類及び作業完了報告書は、可能な限り両面複写すること。 



 
 

 

  ６．７ 業務の引継 

甲は、現行事業者の協力を得つつ、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかに

した書類等により、乙に業務の引継を行うものとする。 

また、本業務の終了に伴い、次期の入札において異なる民間事業者が受託した場合に

は、乙は甲に対して新たな民間事業者が円滑に本業務を遂行するために必要となり得る

情報について報告すること。同じく甲から質問があった場合も対応すること。 

なお、以上の引継にあたって必要となる費用については、甲が負担するものとする。 

 

７．仕様書に対する疑義等 

    本調達仕様書に関し、疑義が生じた場合、甲乙協議の上決定するものとする。 

 

８．確保されるべきサービスの質 

  乙は、以下を確保されるべきサービスの質を保持するものとする。なお、いずれの場合も

職員に原因が由来して質を確保できなかった場合を除く。 

 (１) ３．２項（１）「DDX-2018004 2019 年 10 月～2022 年 9 月 資産管理支援業務作業要求書」

の内容に沿って、適切に本業務を行うこと。 

(２) 独立行政法人会計基準や機構の会計規程等に基づいて財務仕訳を行うとともに、財務会

計システム、資産管理システム及び償却資産税申告案に正しく入力作業を行い、誤入力の

割合は 5％未満とすること。なお、入力後にチェック作業を行い、誤った状態がある場合

には修正して、誤りは 0％とすること。また、事案を認識した時点から１か月以内に入力

作業を行うこと。 

 

９．創意工夫 

乙は、本業務の質を高めるため、創意工夫による改善提案を行うことができる。提案を受

けて甲が適切と判断した場合、業務に反映すること。 

 

１０．提出書類 

      表－１に本資産管理支援業務に係る提出書類を示す。 

 

１１．納入品 

      表－２に本資産管理支援業務に係る納入品を示す。 

 

１２．業務の実施期間 

 業務の実施期間は、2019 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日とする。 

 

１３．業務の実施場所 

筑波宇宙センター（茨城県つくば市千現 2-1-1） 

調布航空宇宙センター（東京都調布市深大寺東町 7-44-1） 

相模原キャンパス（神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1） 

      その他甲が指定する場所  

 

以 上 



 
 

 

                                                                                          

表－１．提出書類 

 

 

 

項目 

 

   文書名 

 

部数 

 

      提出期限 

 

  提出場所 

 

 分類 

 

 備  考 

 

 １ 

 

実 施 計 画 書     

（工程表含む） 

 

１部 

 

契約後１ヶ月以内 

 

筑波宇宙センター 

 

提出 

 

                              

  表－２．納入品 

 

 

項目 

 

  品名 

 

 数量 

 

   納 入 期 限 

 

   納 入 場 所 

 

 備 考 

 

１ 

 

作業完了報告書 

 

１部 

 

2020 年 3 月 31 日 

2021 年 3 月 31 日 

2022 年 3 月 31 日 

2022 年 9 月 30 日 

 

 

筑波宇宙センター 

 

様式は任意 

 


