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１ 基本的事項 

 本仕様書は、神奈川県生涯学習情報システムの機器調達等を行うための要件をまとめたものである。 

 本仕様書に明示していない条項についても、ネットワーク・システムに接続して用いる機器等として備えるべき事項

については、仕様に含まれるものとする。 

 

１．１ 件名 

 「神奈川県生涯学習情報システム機器ほかの借入れ」 

 

１．２ 納入期限 

 本システムに係わる機器等更新の納入期限は、以下のとおりとする。 

  ・本システム機器納入期限：令和５年７月３１日 

  ・新機器への切り替え期限：令和５年８月３１日 

  ・新機器の稼働日：令和５年９月１日 

 

１．３ 納入場所 

 本システム機器等の納入場所は、以下のとおりとする。 

 ・クライアント・プリンタ等 

  神奈川県立図書館 広報・生涯学習推進課 

   所在地：横浜市西区紅葉ケ丘9-2 

   電 話： 045-263-5916 

 ・（オンプレミス運用とする場合）サーバ等 

  神奈川県教育委員会ネットワークセンター 

   所在地（予定）：藤沢市善行7-1-1 県立総合教育センター内 

 

１．４ 納入条件 

 受注者の本システムに係る機器等更新の納入にあたっては、以下の事項を令和５年８月３１日までに完了することを

前提とし、事前に納入期間の作業スケジュール・作業内容及び手順書を業者決定後すみやかに提出すること。 

 ・サーバ、クライアント、ネットワークの設定 

 ・外部クラウドを利用する場合、クラウドセンターの設置および設定 

 ・アプリケーションソフトのインストール 

 ・新機器納入後に現行業務のデータ移行 

（旧システムデータはCSV形式にて提供予定。データ書式変更あるときには変換を実施後に移行すること。） 

 ・別紙に示す現行機能のプログラム動作ができること。 

 ・教育委員会ネットワークへの接続（SSL設定も含む）及び館内KL-NETのL3スイッチの設定 

 ・本システム全体の運用テスト 

 ・各種マニュアルの提出 

 ・納入時に発生した段ボール等の廃棄物については、受注者が撤去すること 

２ 機器等更新の概要 



２．１ 目的 

 神奈川県生涯学習情報システムにおいては、インターネットを活用したサービスの向上と効率的で安全なシステム運

営を重点目標としている。 

 受注者は効率的で安全なシステム運営を実現させるために、次の４点を目的とする。 

  ①別紙に示す現行機能のうち継続して使用する機能に対応できる機器等の更新を行う。 

  ②すべての機器を神奈川県教育委員会ネットワークへ接続するため、それを念頭に置いた機器の更新を行う。 

  ③基本OS は最新のセキュリティ対応（メーカーサポート等）ができるものとする。（本仕様書の公示時） 

  ④現行システムの機能を確実に実現できる機器及びソフトウェアを導入する。パッケージソフトの利用を原則とす 

るが、適用できるソフトウェアがない場合にはこの限りではない。パッケージソフトを利用する場合にはカスタ 

マイズ率を極力抑制すること。 

 

２．２ 概要 

 本システムは現行において、神奈川県生涯学習情報システムのプログラム群が良好に動作する以下のサーバ、通信機

器、クライアント、周辺機器、その他により構成されている。 

 以下、現行の本システムに係わる機器台数内訳、ネットワークイメージ図、設置場所概要をそれぞれ示し、構成機器

等について概要を記す。 

 

【機器内訳】 

項番 名称 内訳 

１ Web サーバ 1式 

２ DB サーバ 1式 

３ 管理サーバ 1式 

４ ラック関連機器 1式 

 名称 台数 予備 

５ 県民用端末 4  

６ 相談員用端末 1  

７ モノクロレーザープリンタ 2  

８ L3 スイッチ（Giga 対応） 1 1 

９ スイッチングハブ（Giga 対応８ポート） 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



【現行システム機器構成図】 オンプレミスの場合の構成 

 

 

今回のRFIにおいては、現行のオンプレミス方式を維持した場合と外部クラウドにサーバ一式を移行した場合につい

て、比較検討を行うため、オンプレミス方式と外部クラウドに移行した場合についての概算見積もりを提出願いま

す。 
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２．２．１ 機器 

 オンプレミス運用とする場合の機器は、システムの信頼性、安全性、操作性、経済性を考慮したうえで、教育委員会

ネットワークと接続する機器群を導入する。 

 Ⅰ【Linux】  

 性能及び構成要件 

・Linux サーバは、Web サーバ、データベースサーバの計2台とし、ラックマウントタイプとすること。 

・CPU 性能は、インテルXeon E-2286G（3.4GHz / 8 コア）（又は同等品）以上の機能を有すること。 

・メモリは8GB 以上であること。 

・ハードディスク装置は、OS が使用するシステムエリアをふくめて、RAID5とし、1TB 以上の実効容量を有する

こと。 

・標準で1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T×2 以上のネットワークインタフェースを装備していること。 

・データバックアップに外付けのUSB接続HDDを用意すること。（5年間耐えられる台数を用意すること） 

・無停電電源装置はサーバ容量を考慮のうえ、シャットダウン等に十分な時間を確保するだけの容量を有するこ

と。 

・OS は業界標準に準拠したRed Hat Enterprise Linux 7.2（又は同等品）を採用すること。 

・サーバ管理ツール（JP1/ServerConductor と同等品）がサーバメーカー自身から提供されていること。 

・サーバ装置前面のLED にてステータスを表示し、障害等の異常状態の通知ができること。 

・サーバの稼働状況について、最低１日１回、電子メールによる通知が出来ること。 

・無停電電源装置が正常動作するために必要な前提ソフトウェアが必要な場合は、前提ソフトウェアも導入、設

定すること。特にJAVAを使用する場合には必要となるライセンスに漏れがないようにすること。 

・Web サーバソフトは、最新版のApache（ver2.4又は同等品）を採用すること。 

・データベースソフトとして、最新版のPostgreSQL（又は同等品）を採用すること。 

・第三者認証機関による有効なSSLサーバ証明書を賃貸借期間の5年分有すること。セキュリティ対策としてSSLに

対応し、通信相手の認証及び送受信する情報を暗号化すること。また、SSL サーバ証明書の更新作業費用も本調

達に含むこと。 

・外部クラウドサービスを利用する場合は、当該クラウドと教育委員会ネットワークセンターとの通信は漏洩の

発生しないものを採用すること。 

・サーバ用のウィルス対策ソフトウェア（トレンドマイクロウイルスバスターServerProtect for Linux3.0又は

同等品）を準備すること。 

 

特記事項 

・サーバの電源の投入・切断については極力人手を介さずに実施できるものとすること。 

・サーバは十分に安定した稼働実績をもつこと。 

・サーバの性能向上、OS のバージョンアップ時にバイナリーレベルでの互換性を有すること。 

・無停電電源装置は、賃貸借期間内に必要となる回数分のバッテリー交換を含めること。なお、交換時期は別途協

議のうえ決定するものとすること。 

 

 



その他 

・管理者としての日本語で記載された基本操作マニュアルを準備すること。 

・OS 及び上記ソフトウェアは、インストールし正常に動作すること。 

・各サーバは、上記インストール及び設定作業を完了したうえ、設置場所へ設置すること。なお、その際に発生す

る仮設置場所及び機器の移動にかかる経費は、落札業者が負担すること。 

 

Ⅱ【Windows】 

性能及び構成要件 

・Windows サーバは、管理サーバとし、ラックマウントタイプとすること。 

・CPU 性能は、インテルXeon E-2286G（3.4GHz / 8 コア）（又は同等品）以上の機能を有すること。 

・メモリは8GB 以上であること 

・ハードディスク装置は、OS が使用するシステムエリアをふくめて、RAID5とし、500GB 以上の実効容量を有する

こと。 

・標準で1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T×2 以上のネットワークインタフェースを装備していること。 

・データバックアップに外付けのUSB接続HDDを用意すること。（5年間耐えられる台数を用意すること） 

・無停電電源装置は、サーバ容量を考慮のうえ、シャットダウン等に十分な時間を確保するだけの容量を有するこ

と。 

・OS はWindows Server 2019 Standard(20CAL)（又は同等品）を採用すること。 

・サーバ管理ツール（JP1 / ServerConductor と同等品）がサーバメーカー自身から提供されていること。 

・サーバ装置前面のLED にてステータスを表示し、障害等の異常状態の通知ができること。 

・無停電電源装置が正常動作するために必要な前提ソフトウェアが必要な場合は、前提ソフトウェアも導入、設定

すること。特にJAVAを使用する場合には必要となるライセンスに漏れがないようにすること。 

・サーバ用のウィルス対策ソフトウェア（トレンドマイクロウイルスバスターServerProtect5.8又は同等品）を準

備すること。 

 

特記事項 

・サーバの電源の投入・切断については極力人手を介さずに実施できるものとすること。 

・サーバは十分に安定した稼働実績をもつこと。 

・サーバの性能向上、OS のバージョンアップ時にバイナリーレベルでの互換性を有すること。 

・無停電電源装置は、賃貸借期間内に必要な回数分のバッテリー交換を含めること。なお、交換時期は別途協議の

うえ決定するものとすること。 

 

その他 

・管理者としての日本語で記載された基本操作マニュアルを準備すること。 

・OS 及び上記ソフトウェアは、インストールし正常に動作すること。 

・各サーバは、上記インストール及び設定作業を完了したうえ、設置場所へ設置すること。なお、その際に発生す

る仮設置場所及び機器の移動にかかる経費は、落札業者が負担すること。 

 



 

Ⅲ【ラック】 

機器構成について 

 性能及び構成要件 

・ラックは、16U タイプを1 セット以上準備し、設置場所に設置すること。 

・ラックは、スタビライザが標準添付され、フロントドア、サイドパネルが付いていること。施錠が可能であるこ

と。 

・ラックには、必要に応じ各サーバ、バックアップ装置、無停電電源装置、ネットワーク機器を収納可能な金具、

ユニット、トレイ等を準備すること。 

・ラックには、液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを準備すること。4 ポートコンソール切

り替えユニット機能を有していること。 

・必要となるケーブル類は準備すること。 

・Web サーバ、データベースサーバ、管理サーバは1 台のラックに収納すること。 

 

Ⅳ サーバ性能の検討について 

 ・現行のサーバ性能について精査したうえで、オーバースペックになりすぎないよう、構成を見直すこと。ラックマ

ウント方式からタワー型への変更等のダウンサイジングについても検討すること。その場合においては、前項までの

サーバ仕様についての変更点を明らかにしておくこと。 

 

Ⅴ クラウド化について 

・サーバ類について、外部クラウド化する場合は、Ⅰ～Ⅲについて同等の内容を実現できるよう、機能及び処理容

量を確保すること。 

・クラウド運営事業者は、ISMSまたはプライバシーマーク等の個人情報保護に関する第三者認証を取得している企

業であること。 

 ・発注者の許可なく、サーバの設置場所を一切公表しないこと。また、データセンターへの入館時、高度なセキュリ 

ティ対策を講じていること。 

 ・震度６程度の地震に耐えうる免振または耐震構造であり、サーバ内のデータ保護対策を講じていること。 

 ・データセンターの所在地については関東圏内にあり、公共交通機関によるセンターへのアクセスルートが複数ある 

こと。 

 

Ⅵ【クライアント】（県民用及び相談員用端末機） 

 機器構成について 

  性能及び構成要件 

・端末機は、県民用端末機（デスクトップ（スリム）タイプ）4 台）、相談員用端末機（デスクトップ（スリ

ム）タイプ）1 台）の計5 台とすること。 

・CPU はインテルCore  i3-9100 プロセッサー（3.6GHz）（又は同等品）以上の機能を有すること。 

・メモリは8GB 以上の機能を有すること。 

・ハードディスク装置は、500GB 以上が内蔵されていること。 



・標準で1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T のネットワークインタフェースを装備していること。 

・DVD-ROM 装置は、16 倍速DVD ドライブ（Serial ATＡ）以上とすること。 

・ディスプレイは19.5 型以上TFT カラー液晶モニタとすること。 

・各端末機には、USB スタンダードキーボード（日本語版109A キーボート）と光学式USB マウス（ホイール付

き）を添付すること。 

・転倒、落下、盗難防止の措置を講ずること。 

・OS は、Windows 10 Professional (64bit) 正規版（又は最新版）以上を採用すること。 

・ウイルス対策ソフトウェアを18 ライセンス分準備すること。 

・相談員用端末機には、Microsoft Office Personal 2016（又は同等品）を準備すること。 

・県民用端末機1 台にスクリーンリーダー（画面読み上げソフト）を準備すること。 

・県民用端末機には、パソコン環境自動復元ソフトを4 セット準備すること。 

・WWW ブラウザソフトは、Microsoft Internet Explorer、Microsoft EDGE、Mozilla Japan の最新ブラウザソフ

トを準備すること。 

・ハードウェアに障害が発生した場合、短時間でオンサイトによる故障修理が行えること。 

 

Ⅶ【プリンタ】 

 機器構成について 

  性能及び構成要件 

・A3 対応、両面印刷対応のモノクロレーザープリンタを2 台準備すること。ただし、両面印刷機能はオプション

による対応も可とする。 

・解像度は、1200 x 1200dpi 以上とすること。 

・印刷スピードは、A4 横送りで片面35 枚/ 分以上とすること。 

・内蔵RAM64MB 以上を装備すること。 

・給紙量は、給紙トレイ100 枚以上、用紙力セット500 枚以上とすること。 

・インタフェースは、1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T マルチプロトコルEthernet インタフェースを装備す

ること。 

・導入するプリンタとクライアントに適合したドライバを準備すること。 

・ハードウェアに障害が発生した場合、短時間でオンサイトによる故障修理が行えること。 

・日本語で記載された基本操作マニュアルを準備すること。 

・県民用及び相談員用端末機から支障なく印刷できるように、必要なソフトウェアをインストール、設定するこ

と。 

・プリンタは、上記インストール及び設定作業を完了したうえ、設置場所へ設置すること。なお、その際に発生

する仮設置場所及び機器の移動にかかる経費は、落札業者が負担すること。 

 

Ⅷ【ネットワーク関連】 

 機器構成について 

  性能及び構成要件 

  （L3 スイッチ） 



  ・レイヤー3 のIP スイッチングを行える機器を2 台準備すること。ただし、クラウドサービスを利用する場合に

おいては1台とする。 

  ・ポート数は24 ポートとすること。 

    ・VLANの設定ができること。 

  ・ラックに収納可能なものであること。タワー型サーバとする場合はこの限りではない。 

 

   （スイッチングハブ） 

  ・8 ポートのハブを4 台準備すること。 

  ・電源は、内蔵型とすること。 

 

Ⅷ【共通】 

・機器は全て国際エネルギースタープログラムに適合しているものとし、本仕様を満たせば他の機器の採用も可能 

とする。 

 

２．２．２ 機器更新に伴うシステム作業 

 機器、ＯＳ、ミドルウェアを最新化しただけでは現行プログラムは動作しないため、機能及び保有データを担保した

うえでのプログラム改修と動作確認が必要となる。 

神奈川県生涯学習情報システムのプログラムにて実現している、機能、画面、帳票の一覧を別紙に示す。 

 

Ⅰ【プログラム等に係る調査】 

・神奈川県生涯学習情報システムに配置されているプログラムの洗い出し調査を行うこと。 

・システム環境に係る調査として機器及びミドルウェアのバージョン情報について調査を行い新旧の変更点を整理

すること。 

・システム環境の変化によるプログラム改修箇所を事前に洗い出すこと。 

・システム保有データを洗い出し、移行対象のデータ及びデータクレンジングに係る調査を行うこと。 

・URL登録の機能において、必要なキーワードのみが抽出できるような仕組みを検討すること。 

・上記調査結果について報告し承認を得ること。 

 

Ⅱ【プログラム改修】 

 ・ＯＳバージョンアップに伴うプログラム修正を行うこと。 

 ・ミドルウェアバージョンアップに伴うプログラム修正を行うこと。 

 ・プログラム言語環境のバージョンアップに伴うプログラム修正を行うこと。 

 ・セキュリティ対策によるプログラム修正をおこなうこと。 

 ・プログラム修正を行った際にも神奈川県生涯学習情報システムにて、これまでどおりの動作を保障すること。 

 ・県立図書館内にて現在検討中の項目についても別途協議の上、仕様に盛り込むこと。 

 ・上記のプログラム改修に関しては、既存の神奈川県生涯学習情報システム運用委託業者※に作業内容を確認し、 

対応すること。その際に必要となる経費についても本調達に含めること。 



 

Ⅲ【導入及び設定】 

 ・２．２．１に示した各種機器に対するミドルウェア等の導入及び設定を行うこと。 

 ・プログラム配置環境の再構成を行うこと。 

 ・システム連携を行う教育委員会ネットワーク接続に係る各種設定を行うこと。 

 

Ⅳ【データ移行】 

・現行システムからデータ抽出を行う際には相談員及び県民の利用に影響がでないよう留意した方式にて実施するこ 

と。 

・データ件数及びデータ内容に重複及び欠損、データ不整合がないことを確認しながらデータを新環境に移行するこ 

と。データの形式に変更が生じる場合には、変換後に移行することとし、変換に係る費用は受注者が負担するこ 

と。（前システムからの抽出は現行のシステム保守業者が実施する） 

・データは常に更新されることに留意し、必要に応じて段階移行等の方式を採用すること。 

・データには個人情報が含まれるため、移行にあたっては漏洩の無いように注意して行うこと。 

 

Ⅴ【ＷＥＢページのアクセシビリティについて】 

システム内においてＷＥＢページを公開するにあたっては、以下のとおり、ＪＩＳ規格に対応するように構成する

ものとする。ＣＭＳを構成するにあたっても必ず、以下のＷＥＢアクセシビリティに対応した形でページを作成で

きるようにすること。 

・ウェブアクセシビリティの対応 

 サイト作成にあたっては、神奈川県ウェブアクセシビリティ方針

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz7/accessibility/accessibility_policy.html）に則り、JIS X8341-

3:2016（高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第３部:ウェブコ

ンテンツ）（以下、「JIS規格」という。）の達成基準（JIS X8341-3:2016のレベルAAに準拠）に対応させ、納品

前に全ページを対象にＪＩＳ規格に基づく試験を実施すること。なお、試験の対象範囲はＪＩＳ規格「JB.1.2 ウ

ェブページ一式単位」「a)すべてのウェブページを選択する場合」とする。 

試験の結果、達成基準に不適合となった場合は、速やかに修正するか、代替手段を用意すること。 

・成果物としてJIS規格に基づく試験結果報告書（達成基準チェックリスト）を提出すること。 

 

Ⅵ【テスト】 

・システム機能の全てを確認するテストシナリオ、チェックリストを作成し、承認を得た上でシステム機能の確認

※神奈川県生涯学習情報システム導入業者 

株式会社 日立ソリューションズ 

通信・社会営業本部第１営業部 

************** 

電話 ０３－５７８０－３０６８（直通） 

 



テストを行うこと。 

 ・システム機能の確認テストは、新旧のそれぞれに相違がないことの一致を確認すること。 

 ・新たな機能については発注者の想定する通りの機能が実現できていることを確認すること。 

・データ移行後に、現行システム環境と新システム環境のそれぞれでデータの不一致がないことをテストするこ

と。移行時にデータ変換および修正を行った際には、その内容を考慮にいれたうえでの確認とすること。 

・教育委員会ネットワーク接続時に必要となる機能の範囲において、システム連携を行う教育委員会システム側で

のテストに立ち会うこと。 

・本システム全体の運用テストを行うこと。 

 

Ⅶ【ドキュメント作成】 

・本機器更改及び改修に伴う設計書を新たに整備すること。 

・本機器更改及び改修に伴う日本語で記載された操作説明書(マニュアル) を新たに整備すること。  

 

３ 保守 

 本システムの機器等更新における保守要件を以下に示す。 

 

３．１ 定期保守点検 

 ・リース機器の障害発生を予防する対策及び保守を定期的に行うこと。 

 ・クラウドサービスを利用する場合においても年１回、定期点検を実施すること。 

 ・保守に要する費用は納入業者が負担すること。 

 ・保守点検の結果は定例会の際に書面で提出すること。（運用保守委託と連携して行うこと） 

 

３．２ 障害発生時の修理保守作業 

・機器に障害の発生した場合は、迅速に対応（原則として即日（月曜日から金曜日までの午前9 時から午後5 時ま

での範囲では即日対応し、それ以外では翌日対応するものとする。）対応し、現地に技術者を派遣し、その場で改

善等を行うこと。）すること。なお障害が発生した場合の障害箇所の切り分け作業についてはハードウェア納入業

者（リース契約業者）が行うこととする。 

・機器の障害復旧作業（プログラムの再インストール作業を含む）および、障害復旧後の動作確認については、ハー 

ドウェア納入業者が行うこと。 

・一部機器（サーバ・クライアント）については、障害発生から回復までの間、サービスを継続して提供できるよ 

う、予備機を必要数用意すること。 

 

４ 事前説明・連携について 

・受注者は機器導入に伴う日本語で記載された操作手引の作成・県立図書館職員への事前説明に係る経費も負担

すること。 

 

 

 



５ その他 

・賃貸借期間終了後には、発注者と協議の上、次の対応を行うこと。 

・クライアントについては、賃貸借期間満了とともに発注者がハードディスクを買い取るものとし、発注者が

データ消去を行った後、受注者がハードディスクを本体から取り出して納品するものとする。納品の際には

機器リスト（メーカー・型番・シリアルナンバーを明記すること）を併せて納入すること。ただし、機器の

故障により、発注者がデータ消去を行えない場合は、県立図書館内において受注者が磁気的消去および物理

破壊を実施し、発注者に引き渡すものとする。 

・サーバをオンプレミス運用とする場合についても、前項と同様に発注者がハードディスクを買い取ることと

し、同様の処理を行うものとする。 

・受注者は、物件に受注者所定の様式により、受注者の所有に属する旨の標識を付すること。 

  



 

生涯学習情報システム運用支援業務委託仕様書 
 

１ 件名 

  生涯学習情報システム運用支援業務 

 

２ 履行期間 

  令和５年９月１日から令和10年８月31日まで（リース物件と期間を合わせる予定です） 

 

３ 業務の対象 

 （１）運用支援業務 

   ア システム管理技術支援 

   イ システムの軽微なプログラム改良及び機能追加 

   ウ 障害時の原因究明及び復旧対策 

   エ ネットワーク保守に関する技術支援 

   オ セキュリティ、ウィルスに関する技術支援 

（２）機器（現在使用中の機器に関しては別紙１のとおり） 

   ア 神奈川県立図書館内サーバー（※クラウド化した場合には当該クラウドの所在するデータセンター） 

   イ 相談員用端末 

   ウ 県民用端末 

   エ モノクロレーザープリンタ 

   オ ネットワーク機器（L3スイッチ、スイッチングハブ等） 

 （３）対象となるアプリケーションプログラム 

   ア サーバ各機器及び導入ソフトに関する修正・改良・調整部分 

   イ 端末各機器及び導入ソフトに関する修正・改良・調整部分 

   ウ サーバ側プログラム部分 

   エ その他各機器及び導入ソフトに関する修正・改良・調整部分 

   オ 本システム全般に対するアプリケーション保守（現行システムの機能等を別紙2に示す。） 

 

４ 主任担当者及び業務管理 

（１）受注者は契約締結後、直ちに本委託業務を管理・調整する主任担当者の氏名を届け出ること。 

（２） 受注者の主任担当者は、仕様書に定められた事項について、必要に応じて県立図書館の担当者と協議すること。 

（３）受注者の主任担当者は、本システムを構成する機器及びミドルウェアに対する知見及び業務実績を有する技術 

者を作業担当者として割り当てること。また、当該機器に対する純正ツール及び付属ユーティリティを扱ったこ 

とを証明し、当該技術者に作業を実施させること。 

（４）受注者の主任担当者は、本システムと同等規模、類似業務システムのアプリケーションの開発及びアプリケー 

ションの保守の経験のある作業者を作業担当者として割り当てること。また、当該実績を証明すること。 



（５）受注者の作業担当者は、次の公的資格保有者であること。 

   ア 独立行政法人情報処理推進機構実施 情報処理技術者試験 ネットワークスペシャリスト 

   イ 独立行政法人情報処理推進機構実施 情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士 

 

５ 業務の実施 

受注者は原則として神奈川県立図書館、または委託業者の事業所内（クラウドサービスを利用する場合においては

当該データセンター）において別紙3に示す業務を実施すること。 

 

６ データ等の提供 

  受注者は業務の遂行に必要な各種ドキュメント、プログラム、テストデータ等は引き継ぎとして無償で提供する。 

受注者は、業務開始後、早急に引き継ぎドキュメントをもとにシステム全般について把握しなければならない。ま 

た、障害発生時の対処方法、調査方法について把握し、委託業者が本システムに対し初の対処となる手順について

は、事前にリハーサルを実施すること。リハーサルの対象となる作業は別紙3の業務全てとする。 

 

７ 保守体制 

  受注者は業務を履行する上で、機器の保守業者（以下「保守業者」という。）の協力が必要と判断された場合にお

いては、その協力が得られるものとする。その場合においては、発注者と協議の上、調整を行うこととする。 

 

８ 定例会の開催 

  発注者の主任担当者は、月1回程度の割合で、ウィルス、不正アクセス、障害等の発生状況及び対応等について定

例会を開催すること。なお、開催場所は原則として神奈川県立図書館とし、日程については、別途協議して定めるも

のとする。 

 

９ 報告の義務 

  受注者は、月1回、別紙4「業務処理状況報告書」により業務の実施状況を神奈川県立図書館に報告し、確認を受け

ること。 

 

10 運用支援業務実施時間等 

 受注者の業務実施時間帯は以下のとおりとする。 

 月曜日から金曜日の9:00～17:00 

 ただし、上記時間帯以外に運用支援が必要な場合は、別途協議し調整することとする。 

 

11  情報セキュリティ対策 

  受注者は、神奈川県教育委員会情報セキュリティポリシー及びこれに基づく情報セキュリティ実施手順で定められ

たところに従い業務を行わなければならない。 

 

12 個人情報の保護 

  受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護の単に別添特記事項に掲



げる事項を遵守しなければならない。 

 

13 業務の連携について 

（１）受注者は本システム運用を円滑に行うため、機器保守業者と連携を密にするとともに、県立図書館の担当者

の指示に従うものとする。また、本システムに障害が発生した場合は、機器保守業者と共同して対応するこ

と。 

（２）受注者は本システムの現行の運用支援業務委託業者から、障害履歴等の情報を、委託開始日までに引き継ぎ

を行い、また、必要となるリハーサルを実施すること。なお、その際の費用については、委託業者が負担する

こととする。 

  （３）本システムは、神奈川県教育委員会ネットワークと連携しているため、必要な場合は神奈川県教育委員会 

ネットワーク担当業者と調整を行うこと。 

 <神奈川県教育委員会ネットワーク担当業者> 

   株式会社日立ソリューションズ 

   通信・社会営業本部 第１営業部第１グループ  

   連絡先：03-5780-3068 

 

14 情報漏洩防止対策 

（１）発注者から受注者に提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供を禁止する。 

（２）受注者は業務中及び業務を終了した後も、情報の漏洩を防止するために、業務上知りえた秘密を漏らしては 

ならない。 

 

15 その他 

 （１）主任担当者及びその関係者は、身分証明書を常に携行すること。 

  

  



（別紙 2） 

現行システムの機能等について 

 

I. [機能一覧] 

項番 機能 概要 

1 生涯学習情報システム 

検索機能 

以下の各情報について、検索・検索結果一覧表示・情

報詳細表示を行う機能 

・講座情報 

・イベント情報 

・資格試験情報 

・教材機器情報 

・施設情報 

・おでかけ情報 

・指導者人材情報 

・団体グループ情報 

・文化財情報 

・出土品情報 

2 生涯学習情報システム 

管理者機能 

・管理者機能 

・管理者検索 

・管理者情報表示 

・管理者新規登録 

・管理者情報編集 

・管理者削除 

・管理者パスワード変更 

・情報管理機能 

・情報検索 

・情報一覧 

・情報表示 

・情報新規登録 

・情報コピー登録 

・情報編集 

・情報削除 

・情報一括登録 

・情報一括登録状態確認 

・情報一括出力 

・プルダウン情報一覧 

・プルダウン情報詳細 



・プルダウン情報登録 

・プルダウン情報編集 

・プルダウン情報削除 

・URL 登録データ状態表示 

・URL 登録データ状態ダウンロード 

・統計機能 

・入力統計 

・利用統計 

・ヒット数統計 

・トップページカウンタ統計 

・DB 登録件数統計 

・利用実績 CSVダウンロード 

・おしらせ機能 

・管理者向けお知らせ機能 

・プレリリース機能 

3 生涯学習情報システム 

バッチ機能 

 

・バッチ処理 

・URL 登録データ状態確認バッチ 

・情報一括登録バッチ 

・統計情報集計バッチ 

・DB データ削除バッチ 

・一時ファイル削除バッチ 

4 生涯学習情報システム 

その他の機能 

 

・その他 

・問合せフォームメール 

・URL 通知機能 

 

  



II. [画面一覧] 

項番 機能(大分類) 機能(中分類) 機能(小分類) 画面名 

１ 生涯学習情報システム 

検索機能 

情報検索 情報分類 

・講座情報 

・イベント情報 

・資格試験情報 

・教材機器情報 

・施設情報 

・おでかけ情報 

・指導者人材情報 

・団体グループ情報 

・文化財情報 

・出土品情報 

・情報検索結果 

・情報詳細表示 

 

2 生涯学習情報システム 

管理者機能 

認証 ログイン ・ログイン 

・強制ログイン 

3 ログアウト ・ログアウト 

4 情報管理 

 

情報検索 

 

・情報選択 

・情報検索 

・検索結果 

5 情報詳細表示 ・情報詳細表示 

6 情報登録 ・情報分類選択 

・入力 

・確認 

・完了 

7 情報編集 ・入力 

・確認 

・完了 

8 情報コピー登録 ・入力 

・確認 

・完了 

9 情報複数削除 ・確認 

・完了 

10 情報削除 ・確認 

・完了 

11 情報一括出力 ・ダウンロード 

12 情報一括出力 

(special管理者用) 

・ダウンロード 



13   情報一括登録 ・アップロード 

14 情報一括登録 

(special管理者用) 

・アップロード 

15 情報一括登録状態確認 ・確認 

16 プルダウン管理 ・一覧 

・詳細 

17 プルダウン追加 ・追加 

・確認 

・完了 

18 プルダウン編集 ・編集 

・確認 

・完了 

19 プルダウン削除 ・確認 

・完了 

20 URL 登録データ管理 ・一覧 

21 統計帳票 入力統計 ・一覧 

・統計(年次) 

22 利用統計 ・一覧 

・統計(年次) 

23 ヒット数統計 ・情報分類選択 

・一覧 

・統計(年次) 

24 トップページ 

カウンタ数統計 

・一覧 

・統計(年次) 

・統計(月次) 

25 利用実績 CSV 

ダウンロード 

・一覧 

26  管理者管理 管理者検索 ・検索 

・一覧 

27 管理者情報 ・情報 

28 管理者情報編集 ・入力 

・確認 

・完了 

29 パスワード変更 ・入力 

・完了 

30 パスワード変更 

(special管理者用) 

・入力 

・完了 



31   管理者削除 ・確認 

・完了 

32 管理者登録 ・入力 

・確認 

・完了 

33 生涯学習情報システム 

その他機能 

問合せ 

フォームメール 

問合せ 

フォームメール 

・入力 

・確認 

・完了 

34 URL 通知機能 URL 通知 ・入力 

・完了 

35 URL 通知確認 ・一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. [帳票一覧] 

項番 入力/出力 帳票名 

1 入力 情報一括登録 CSV： 施設情報 

2 入力 情報一括登録 CSV： 講座・イベント情報 

3 入力 情報一括登録 CSV： おでかけ情報 

4 入力 情報一括登録 CSV： 団体・グループ情報 

5 入力 情報一括登録 CSV： 指導者・人材情報 

7 入力 情報一括登録 CSV： 教材・機器情報 

8 入力 情報一括登録 CSV： 文化財情報 

9 入力 情報一括登録 CSV： 出土品情報 

10 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 施設情報 

11 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 講座・イベント情報 

12 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： おでかけ情報 

13 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 団体・グループ情報 

14 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 指導者・人材情報 

16 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 教材・機器情報 

17 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 文化財情報 

18 出力 情報一括登録 失敗情報 CSV： 出土品情報 

19 出力 情報一括出力 CSV： 施設情報 

20 出力 情報一括出力 CSV： 講座・イベント情報 

21 出力 情報一括出力 CSV： おでかけ情報 

22 出力 情報一括出力 CSV： 団体・グループ情報 

23 出力 情報一括出力 CSV： 指導者・人材情報 

25 出力 情報一括出力 CSV： 教材・機器情報 

26 出力 情報一括出力 CSV： 文化財情報 

27 出力 情報一括出力 CSV： 出土品情報 

28 出力 URL 登録データ状態 CSV 

29 出力 入力統計(年次)CSV 

30 出力 入力統計(月次)CSV 

31 出力 利用統計(年次)CSV 

32 出力 利用統計(月次)CSV 

33 出力 ヒット数統計(年次)CSV 

34 出力 ヒット数統計(月次)CSV 

35 出力 トップページカウンタ数統計(年次)CSV 

36 出力 トップページカウンタ数統計(月次)CSV 

37 出力 DB登録件数統計(年次)CSV 

38 出力 DB登録件数統計(月次)CSV 

 

 



（別紙 3） 

 

生涯学習情報システム運用支援委託業務内訳 

 

１ 通常業務内容 

 

(1)  システムの基本性能について常時監視するとともに軽微なプログラム改良及び技術

支援を行うこと。 

(2)  システムで発生した機器に関わる障害について、その障害部位を判断し、速やかに

神奈川県立図書館に報告すること。※１機器に関しては、本契約において締結したも

のとする。 

(3)  機器に関わる障害が発生した場合には、速やかに原因究明を行い、復旧に必要な措

置をとるとともに、神奈川県立図書館にその内容を報告すること。 

(4)  ソフトウェアに関わる障害が発生した場合は、OS やアプリケーションプログラム等

のログを収集・分析し、障害発生部位の切り分けを行い、必要な対策を講じること。 

(5)  上記の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる障害対応のほか、3 に定めるアプリケーションプ

ログラムの機能変更及び HTML 文書の変更等の管理技術支援を行うこと。 

(6)  システムに係るデータのインターネット上での改ざん・漏洩等を防ぐため、電子政

府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）（平成２

５年３月１日付け）に定める暗号化／認証技術を用いること。 

(7)  障害の予防措置として、機器及び OS・ソフトウェアに必要な修正モジュールを適用

すること。修正モジュールの適用については、事前に委託業者にて影響範囲の調査を行

い、問題のないことを確認すること。修正モジュールの適用時期については、神奈川県

立図書館担当者と協議すること。なお、当方には検証環境がないことに留意すること。 

(8) 修正モジュールの適用前後など、必要に応じシステムバックアップを取得すること。 

(9) 庁舎管理者による電気設備等の点検に伴う別紙 1 の各機器の停止及び復旧後の起動 

及び稼動について、指導・助言及び補佐を行うこと。（※クラウドサービスに移行し 

た場合はこの項目は削除する） 

 

2 障害時の原因究明及び暫定措置等  

 以下のような障害が発生した場合には、主任担当者は作業担当者に対し、原因究明及び

復旧対策等の障害回復作業を早急に行わせること。 

 

(1) ハード機器及びソフトウェア障害に起因するシステムダウン 

(2) データ更新の異常等 

(3) ウィルス及び不正アクセスによるシステムダウン 

(4) システム内部処理（アプリケーション）の不整合に係る調査、分析、及び対処 

(5) システム内部処理（アプリケーション）の安定稼動に向けた分析及び対処 



(6) オーバーアクセスなどによるシステムダウン 

(7) システムダウンに係るアプリケーションに対する障害一次切り分け 

(8) システムダウンに係るアプリケーションに対する暫定対処 

(9) システムダウンに係るアプリケーションに対する是正内容の調査・報告 

(10) システムダウンに係るアプリケーションに対する恒久処置の調査 

(11) システムダウンに係るアプリケーションに対する恒久処置の改修影響範囲の調査 

(12) システムダウンに係るアプリケーションに対する恒久処置の実施 

 

過去の主要事例を表 1 に示す。 

 

表 1.（平成 27 年度～令和元年度）の事例 

NO 作 業 内 容 

１ 各サーバの HDD 容量・不正侵入・log メッセージ等の監視 

２ DAT ドライブ故障の調査・修理対応 

３ 県民端末で Windows Update が失敗する件の対応 

４ 教育委員会ネットワークへの接続の設定変更 

５ 相談員端末の電源が突然落ちる件の対応 

６ Linux サーバの glibc 脆弱性対策 

７ サーバのファームウェア更新 

８ 県民端末の Returnil のライセンス情報再登録 

９ Windows サーバのデータバックアップ支援 

１０ Microsoft 社ルート証明書情報更新対応 

１１ ウイルスバスターCorp.サーババージョンアップ 

１２ サーババックアップ容量の最適化 

１３ 県民端末リカバリ対応 

１４ ハードディスク及びサーバブレード故障交換 

１５ 県民端末でスクリーンセーバーからの復帰時のパスワード対応 

 

3 管理技術支援 

 修正が必要とされる機能が生じた場合のプログラムを変更、及び HTML 文書の更新な

どを行う。 

(1)アプリケーションプログラムの機能変更に係る技術支援 

(2)HTML 文書の更新に伴う技術支援 

  

過去の主要事例を表 2 に示す。 

 

 



表 2.過去の事例（平成 27 年度～令和元年度） 

NO 作 業 内 容 

１ 異動者のアカウント登録・停止 

２ DB に登録されている情報の作成者・所有者不一致データの変更対応 

３ 金沢文庫のホームページのアクセス数の集計 

４ 利用統計機能の統計対象の URL 変更作業 

５ お問い合わせフォーム修正 

６ SSL 証明書の更新 (※２) 

７ 開催開始日・開催シュル曜日が逆転しているデータの抽出・修正作業 

８ ボランティアカレンダーの祝日登録作業 

９ お問い合わせフォーム画面の修正作業 

１０ 逗子市作成データの削除対応 

１１ 検索結果ページリニューアル対応 

１２ 金沢文庫ホームページ更新方式検討 

１３ DB 分割パッチ手動実行画面作成・導入 

１４ URL 登録の調査・対応 

１５ 情報登録機能の必須項目のタイトル変更改修 

１６ 入力統計情報の参照可能期間の変更 

１７ 入力項目設定変更及び必須化 

１８ 侵入検査結果対応 

１９ 県ＨＰからのホームページ読み上げへの対応(※3) 

※１機器に関しては、本契約において締結したものとする。 

※２ SSL 証明書を設定するサーバは、生涯学習情報システムが接続している教育委員会

ネットワーク内にあるリバースプロキシである。そのため教育委員会ネットワークの運用

を担当している業者と連携をしつつ、SSL 証明書の更新を行った。 

※３ 県のホームページにて提供しているホームページ読み上げ・ルビ振り機能がうまく

動作しなくなったために、サーバの設定変更を行った。 

 

 

 

  



 

 

（別紙 4） 

 

業務処理状況報告書 

 年 月 日 

 

神奈川県立図書館長 殿 

 

           印 

 

次のとおりご報告いたしますのでご確認ください。 

 

委託業務名 神奈川県生涯学習情報システム運用支援業務 

期 間 
 

 

業 務 内 容 

 

 



（別添） 

特記事項 

（秘密等の保持） 

第１条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の取扱い） 

第２条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法

令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努め

なければならない。 

（責任体制の整備） 

第３条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体

制を維持しなければならない。 

（責任者、従事者） 

第４条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者（以下

「従事者」という。）を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ発注者に届け出なけ

ればならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 受注者は、責任者に、従事者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させ

なければならない。 

３ 受注者は、従事者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 

４ 受注者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

（派遣労働者） 

第５条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契

約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その

場合の守秘義務の期間は、第１条に準ずるものとする。 

２ 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と

派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に

関する責任を負うものとする。 

（従事者等の教育及び研修） 

第６条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、

責任者及び従事者に対し、神奈川県個人情報保護条例に規定する実施機関及び受託者の

責務並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の

適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確に

しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第

三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受注者は、個人情報の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しよう



とする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出し

て発注者の承諾を得なければならない。 

 （１） 再委託を行う業務の内容 

 （２） 再委託で取り扱う個人情報 

 （３） 再委託の期間 

 （４） 再委託が必要な理由 

 （５） 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

 （６） 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

（７） 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

 （８） 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると

ともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相

手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理

の方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、

発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に適宜報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認め

ない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再

委託の内容の変更」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受注者は第２項各号に規定す

る項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に

提出して発注者の承諾を得なければならない。 

（１） 再々委託を行う業務の内容 

（２） 再々委託で取り扱う個人情報 

（３） 再々委託の期間 

（４） 再々委託が必要な理由 

（５） 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

（６） 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

（７） 再々委託の相手方における個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

（８） 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 受注者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容

にかかわらず、発注者に対して個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

（収集） 

第８条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目

的を明確にし、目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収

集しなければならない。 

（目的以外の使用禁止） 



第９条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報又は発注者

から引き渡されたデータ一式（記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒

体を含む。以下、この特記事項において同じ。）を発注者の指示又は承諾を得ることなく

この契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第 10 条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータ一

式を発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。 

（個人情報の安全管理） 

第 11 条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報又は発注

者から引き渡されたデータ一式に記録された個人情報を漏えい、き損及び滅失（以下「漏

えい等」という。）することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければなら

ない。 

２ 受注者は、発注者からデータ一式の引き渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出す

る。 

３ 受注者は、第１項の個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、

あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとす

るときも、同様とする。 

４ 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、第１項の個人情報を作業場所から持ち出して

はならない。 

５ 受注者は、第１項の個人情報を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」という。）

を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更し

ようとするときも、同様とする。 

６ 受注者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等

を着用させて業務に従事させなければならない。 

７ 受注者は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体（以

下「パソコン等」という。）を台帳で管理するものとし、発注者が承諾した場合を除き、

当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 

８ 受注者は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはなら

ない。 

９ 受注者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個

人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 受注者は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところ

により管理しなければならない。 

 （１） 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなけ

ればならない。 

 （２） 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以

上の保護措置をとらなければならない。 

 （３） 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそ



のバックアップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければな

らない。 

 （４） 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、

保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

11 受注者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果

を発注者に報告しなければならない。 

（個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去） 

第 12 条 発注者から引き渡されたデータ一式に記録された個人情報のほか、この契約によ

る業務を処理するために発注者の指定した様式により、及び発注者の名において、受注者

が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、発注者に帰属するものとする。 

２ 受注者は、委託業務完了時に、発注者の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄

又は消去しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人

情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 受注者は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソ

フトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消

去しなければならない。 

５ 受注者は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の

証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日

が記載された書面）を発注者に提出しなければならない。 

６ 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなけ

ればならない。 

（事故発生時の対応） 

第 13 条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合

は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を発注者に速やか

に報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 受注者は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置

を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等

のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講

ずるものとする。 

３ 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可

能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければ

ならない。 

（立入調査等） 

第 14 条 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、特記事

項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認

めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所を立入調査することがで

きるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなけれ



ばならない。 

（契約の解除） 

第 15 条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約によ

る業務の全部又は一部を解除することができるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者

にその損害の賠償を求めることはできない。 

（損害賠償） 

第 16 条 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損

害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。 

 


