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はじめに 

  本仕様書は、発注者である明石市（以下単に「教育委員会」という。）において、明石市立小・ 

中・特別支援学校「学びと育ち支援システム（統合型校務支援システム）」の構築・保守運用に 

あたり必要となる仕様を提示するものである。 

 

 １ 目的 

   統合型校務支援システムを導入することにより、明石市立小学校・中学校・特別支援学校に

在籍する児童生徒の学びと育ちを支援することを目的とする。 

  

２ 業務概要 

（１）件名 

 「学びと育ち支援システム（統合型校務支援システム）」構築・保守運用業務（以下「本業 

務」という。） 

 （２）契約期間 

    契約締結の日の翌日から令和８年３月３１日まで 

    「３ 事業スケジュール」に定めるシステム仮稼働期間の始期までに仮稼働に向けた準備 

を可能な限り速やかに完了し、仮稼働後は修正等の作業に順次対応すること。 

（３）調達範囲 

   システムの構築・運用・保守に係る一連の業務の全てを調達範囲とする。 

   ① 業務システム 

   ② ハードウェア 

     各種サーバ、システムに依存する周辺機器、その他、必要とされる機器 

   ③ ソフトウェア 

     各種サーバの基本ソフトウェア、各業務システム用ソフトウェア（パッケージ）、シ

ステム管理用ソフトウェア・ミドルウェア、サーバ管理用ソフトウェア、その他シス

テム安定稼働に必要とされるソフトウェア、各ソフトウェアの利用ライセンス 

    ④ 各種ドキュメントの作成 

    ⑤ システム構築導入作業 

      機器搬入・設置、ソフトウェアインストール・設定、データ移行・設定、ネットワー

ク設定など 

※機器を稼働させるために必要な場合は、電源工事及びネットワーク工事等を含む。 

    ⑥ 初期設定 

    ⑦ 研修（導入時、成績関連機能導入時、その他機能導入時等、複数回実施すること） 

    ⑧ 運用・保守 

      「２ 業務概要」に定める履行期間内において、システム稼働後の運用サポートとハ 

ードウェア・ソフトウェアの保守を行う。 

※外部データセンターの利用管理費及び通信費を含む。 

    ⑨ 契約終了時 

      解約及び契約期間の終了やシステム更新時等において機器を撤去する場合は、蓄積さ

れた全てのデータを教育委員会の指示する基本フォーマットで必要回数抽出し、デー
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タ項目説明を付して教育委員会へ返還する。 

そのデータは、教育委員会の指示に従い移行先業者との打ち合わせに誠意をもって対

応し、引き継ぐこと。 

また、機器の中に本件ソフトウェア（データを含む）が残留しないよう措置を講じた

上で、データ消去及び機器撤去に伴う全作業を行う。 

 

３ 事業スケジュール 

    教育委員会が予定しているスケジュール概要は、次のとおりである。 

    より詳細なスケジュールについては、契約にかかる交渉時に、教育委員会と受託予定業者 

   で協議のうえ、決定する。 

    （１）システム構築及び開発期間 

      契約締結の翌日から令和４年３月３１日まで 

    （２）システム仮稼働期間  

      令和３年度２学期から令和４年３月３１日まで 

    （３）システム本稼働期間 

      令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで 

    （４）スケジュール調整について 

      詳細なスケジュール調整については、教育委員会と受託予定業者で協議のうえ、決定 

する。 

 

  ４ 構築要件 

（１）前提条件 

 ① システム構築及び維持期間 

   受託業者は、契約内容に基づき、システムを構築し、その後令和８年３月３１日まで 

  の運用管理を行うものとする。また、システムの構築に加え、稼働後のシステム運用管 

  理及びサポート体制並びに運用管理の見直し要件を業務に含むこと。 

 ② システム利用ユーザ数 

   システムを利用する施設ユーザ数は、次のとおりとする。（令和２年度現在） 

     小学校２８校、中学校１３校、特別支援学校１校、教育委員会事務局（関係教育機関を 

含む） 

※教育委員会事務局（関係教育機関を含む）と学校が連携するシステムを導入すること。 

 ③ システム構築の前提条件 

（ア） システムの構築にあたっては、新規開発を含むパッケージソフトを基本とし、教育 

委員会の必要機能の特性に適合させること。 

（イ） システム稼働（仮稼働）までを含め、契約期間内は制度改正等が発生した場合は、 

パッケージとして対応するプログラムを提供すること。 

（ウ） システムへのデータ移行等、初期データのセットアップを含むものとすること。 

（エ） システム稼働に必要なハードウェア及びソフトウェアは、本仕様書に示した要件を 

      品質の高いサービスとして提供できるものを選定すること。 

(オ)  システム稼働に必要なハードウェアは、外部データセンターに設置すること。 
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④ ネットワーク構築の前提条件 

（ア）ネットワーク構築にあたっては、システムを設置するデータセンターから明石市 

生涯学習センター９階まで、ユーザ数を考慮し十分な帯域を確保できる専用回線、 

もしくはＩＰ ＶＰＮ接続（インターネットＶＰＮは除く）を敷設すること。明石 

市生涯学習センターのネットワークにファイアウォール機能のあるルータを設置し、 

このルータを介して庁内へ回線を接続すること。なお、外部からの通信は全て拒否 

し、内部からは必要最小限の通信のみ許可するポリシーを設定すること。設置する 

ルータにポート転送の設定を行い、ルータへのアクセスをシステムへ転送すること。 

なお、本工事に必要な経費は、本契約に含めること。 

     （イ）システムの保守等を行う端末は本市専用のものとし、入退室管理されたデータセ 

ンター内に設置すること。また、端末の利用者は事前に市の承認を受けた構築担当者 

と保守運用担当者に限定し、操作ログの取得を行うこと。 

（２）作業範囲 

  構築事業の作業範囲と内容は次のとおりとする。 

 ① 構築事業に係るプロジェクトの全体計画 

 ② システム構築にかかる教育委員会との協議、運営支援、調整業務支援 

 ③ システム導入設計及び各種初期設定 

 ④ 運用ルールの策定支援 

 ⑤ 各種打合せ、検討事項へのアドバイス、提案 

 ⑥ 各種帳票（通知表・指導要録・調査書等）カスタマイズ 

 ⑦  システムの基盤構築 

 ⑧ システムの試行運用 

⑨ ハードウェア機器の導入及び設定構築 

 ⑩ 機器及びソフトウェアの保守(システムアップデート等への対応を含む。）サポート 

 ⑪ システムの運用支援 

 ⑫ 利用者研修 

 ⑬ その他、システム構築及び利用を円滑に進めるための作業並びに運用保守業者、教 

  育委員会担当者との連絡調整等を行うこと。 

 

５ 基本要件 

（１）システム基本要件 

利用施設において、安定してシステムが利用できるよう、構築するシステムの基         

本要件として、以下の内容を参考に提案すること。 

     ① 提案するシステムは、プライベートクラウド型であること。 

     ② 個人情報等機密性の高さが求められるデータは、専用ネットワーク内に設置したセ 

ンターサーバ内で管理されること。 

     ③ 教職員情報及び児童生徒情報など、システムで使用するデータは、業務間でデー 

      タの共通理解ができるシステムであり、バックアップ及び障害復旧時の簡素化のた 

      めの工夫がなされていること。 

     ④ グループウェアは、学校及び教育委員会事務局（関係教育機関を含む）で活用す 
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ることができること。 

     ⑤ データは、汎用的なフォーマット（Excel、CSV等）で取り込み、及び出力が可能 

      であること。 

     ⑥ 本仕様書等により導入したシステムに標準実装されている外字を利用することが 

      できること。また、運用時に不足する外字が発生した場合は、対応することが可能 

な構成であること。 

     ⑦ 市内で児童生徒が転校した場合及び教職員が異動した場合は、異動先の学校に 

      データを移行できる等、学校間のデータ連携ができること。 

     ⑧ 市内での転出入や進学時にも、システムで管理している情報資産を引き継ぎ、最 

      大９年間の情報を継続的に管理・運用できる機能を有すること。 

     ⑨ 公簿や調査書等の改訂または、その運用を円滑かつ支障なく行えるように、新し 

      い機能や帳票を利用施設へ同じタイミングでリリースできること。 

     ⑩ 児童生徒と成績に関するデータの改ざんやシステムの不具合などについての調 

      査を必要に応じて行えるように、いつ、誰がシステムにログインまたは、ログアウ 

      トしたのかを監査ログとして、５年間残し、必要に応じて調査できること。 

     ⑪ 利用者が安心してシステムを利用できるよう、すべてのユーザには「役職」を設 

定し、その役職によってシステム利用時に表示されるメニュー自体が制限されること。 

     ⑫ パスワードポリシーについて、セキュリティ上の観点から、「文字の長さ」「必須 

      の文字種」、「有効期限」、「ログインユーザ名と同一パスワード使用の可否」、「同一 

文字の反復の可否」等、詳細な設定が可能であること。なお、設定については、教 

育委員会と協議の上で決定すること。 

     ⑬ より安全で、成績や生活面の情報共有が活発になる環境を整備し、学校内や学校 

と教育委員会で学習情報の共有化を図り、学校経営改善や教育委員会の運営に、蓄積

されるデータを活用できること。 

     ⑭ 校務環境を整え、校務の効率化を図り、教員の授業力向上・教材研究等の時間を 

確保することにより、児童・生徒の学力向上につなげられ、さらに教員の事務処理 

の時間の削減で、働き方改革への対策につなげられること。 

（２）システムセキュリティ要件 

 ① 内部におけるセキュリティ 

（ア）システム利用時にユーザ IDやパスワード等で利用者認証すること。 

      (イ) システム利用者アカウントを管理（登録、更新、権限設定、停止、削除）し、 

また、システムにアクセスする者それぞれの役割に応じて、利用可能な機能、ア 

クセス可能なデータ、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。 

(ウ)  適切なシステムの操作記録（ログイン記録、操作）を取得すること。 

     ② 外部に対するセキュリティ 

(ア) サーバ等への不正アクセスや情報漏洩を防ぐ仕組みを有していること。 

(イ) ミドルウェア、サーバソフトウェア、ファームウェア等についてベンダーから 

セキュリティパッチが提供された場合、速やかに評価・適用すること。また、 

その脆弱性によってセキュリティ上のリスクが発生した場合は、速やかに対応を 

行うこと。 
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(ウ) セキュリティ対策に必要な経費（サーバのウィルス対策・サーバ証明書等）は、 

システム利用中の更新分をあわせて本契約に含めること。 

（エ）その他、情報セキュリティの向上に資する機能や取り組みがある場合は提案書 

に記載すること。 

（３）端末環境 

  システムは、教育委員会管理ＰＣにて使用するものとし、詳細は次のとおりである。 

① OSは、Windoｗs10以上で動作すること。 

      ② プラウザを利用した Webアプリケーションとして利用するシステムの場合の 

       プラウザ仕様は、Microsoft Edge等で利用可能なこと。 

③ データは汎用的なフォーマットで取り込みや出力が可能であること。 

      ④ 帳票を PDF で出力する場合は、PDFビューワーは、Adobe Reader DCで利用可能な 

こと。 

⑤ 外字フォントについては、教育委員会で共通の外字フォントとしてシステム 

 内で利用できること。なお、外字フォントデータは、必要に応じて提供すること。 

⑥ 今後、GIGAスクール構想における１人１台端末との連携についても視野に入れる 

こと。 

      

６ 機能要件 

（１）システム化対象機能 

システムでは、次の各機能を提供できること。 

 

    機 能           機能の内容 

１ 名簿管理 

校務支援システムを使用する際の基本情報の管理。児童生徒の

名前、住所、電話番号、保護者名等を登録・管理する。登録し

た情報は、その他の機能のベースになる。 

２ 出欠管理 
出席・欠席・遅刻・早退等の情報を登録・管理する。登録した

情報は、成績処理機能や指導要録機能にも活用する。 

３ 成績処理 

定期テスト等の結果や日常の学習への取組状況などを、様々な

評価方法と組み合わせて処理し、評価・評定を行い、登録する。

登録した情報は、通知票作成機能や指導要録機能にも活用でき

る。 

４ 通知票作成 
学校ごとに通知票の様式を初期設定するだけで、各機能とリン

クし、通知票を作成できる。 

５ 指導要録 
成績処理機能などから反映される情報に、所見等を加えて登録

することで、指導要録を作成することができる。 

６ 調査書 進学・就職に関する指導内容及び進路先を登録・管理する。 

７ 体力テスト 新体力テストの測定結果を集計する。 

８ 保健管理 
保健室の利用状況や、健康診断・身体測定等の結果を登録・管

理する。 

９ 給食管理 食数管理、アレルギー対応データ等を管理する。 
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（２）帳票機能 

教育委員会の求める帳票は機能要件表に示すとおりとし、必要に応じてカスタマイズ 

     して提供すること。 

     ① 各帳票の納品時期については、運用状況に合わせて別途協議とする。 

     ② 帳票類は、原則として編集することができないように保護されたＰＤＦファイルで 

      印刷が可能であり、用紙サイズを問わないこと。 

     ③ 通知票は、複数のパターンを用意し、各学校で最適なものを選択し、使用すること 

      ができること。 

     ④ 学習指導要領の改訂及び改編による指導要録等の様式変更や、兵庫県の規定する調 

      査書レイアウトが変更された際には原則無償で修正し、利用開始時期は教育委員会と 

      協議の上決定すること。 

    （３）各機能要件 

       機能要件については、機能要件表を参照すること。 

       なお、対応方法が異なる場合やカスタマイズ等により対応可能となる場合は、その 

      旨を詳細に記載すること。また、記載された内容は本業務に対する見積金額に含むも 

のとすること。ただし、機能要件については、受託業者との協議の結果、機能要件を 

変更した方がよいと教育委員会が判断した場合は、仕様等の変更を行うこと。 

    （４）ハードウェア要件 

       システムを構成するサーバ等の設置場所は、提案するシステムの動作保証ができる 

ものを選定し、次の条件を満たすよう構成すること。 

① 立地 

 システムにて取り扱う情報の重要性及び機密性を踏まえ、以下の条件を満たす立地 

であること。 

(ア) 日本国内に立地していること。 

(イ) 国または地方公共団体の最新の調査結果のハザードマップで「水害の脅威にさ 

  らされる危険性が低い地域」に設置されていること。 

（ウ） 国または地方公共団体の最新の調査結果のハザードマップで「液状化の危険 

性が極めて低い地域」に設置されていること。 

10 週案・時数管理 登録した時間割を基に、実施授業時数カウントに活用できる。 

11 徴収金管理 
集金等の管理。未納状況を把握する。インターネット伝送サー

ビスにより入出金ができる。 

12 
コミュニケーション 

ツール 

グループウェアとしての掲示板機能や会議室機能等により、職

員のコミュニケーションを促進する。 

13 勤怠管理 出退勤管理、出張管理、休暇管理 

14 学校経営支援 学校日誌作成・編集、学校行事、部活動予定表等を作成・管理 

15 備品管理 備品管理（備品台帳管理、移動管理）など 

16 学びと育ちの情報管理 
「子どもカルテ」を活用し、情報の共有を図る。カルテ化した

情報を関連機関とスムーズに連携する。 

17 その他 業者が必要だと考える情報を提案する。 
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(エ) 建築設備内を除き周辺（建物から半径 100ｍ以内）に消防法に定める指定数量 

以上の危険物製造施設又は危険物貯蔵施設が設置されていない場所に設置され 

ていること。 

       ② 耐震性  

        震度６程度の地震に耐えられ、建物の倒壊、崩壊の恐れがない構造であること。 

       ③ セキュリティ対策 

        以下の条件を全て満たすセキュリティ対策を講じていること。 

       （ア）入退室管理 

        ・ 常時利用する入退口には ICカード、監視カメラに代表される不正入退を抑 

         止するための防犯設備を設置していること。 

        ・ 入退室管理システムの設定及び制御等を行う機器は、機器設置室以外のセキ 

ュリティで管理された居室に設置していること。 

        ・ 入退室の記録が可能であること。 

        ・ 入退室の記録の保存期間は、最低１か月とすること。 

       （イ）公的認証 

          プライバシーマーク及び ISO27001の認証取得していること。  

④ 災害対策 

(ア) 電源の維持 

・法定点検及び工事等により商用電力を停止する場合でも、機器類給電を維持す

る措置がなされていること。 

・ 停電時における自家発電機の起動までの間、瞬断することなくサーバ機器に対

し１０分以上の十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置(UPS)が設

置されていること。 

 (イ) 火災、避雷及び静電気からの防護 

・建築基準法に規定する耐火建築物であること。 

・JIS規格に準拠した雷保護設備(外部避雷器)を設置していること。  

(ウ) 空調 

・機器設置室の機器等に対して十分な空調能力があること。 24 時間 365日の自

動運転による稼動が可能であること。 

・機器設置案は温度、湿度及び空調設備の作動状況の常時検知及び監視が行われ 

ていること。 

・機器設置室の主要な空調設備機器は予備器が設置されており、主要機器が故障

した場合でも必要な冷却能力を確保することができること。 

 

７ 構築要件 

パッケージソフトの導入を基本とし、システムに必要な要件定義から開発及びカスタ

マイズ設計、テスト仮稼働本番稼働までのすべての工程及び作業をシステム開発・導入

業務の対象とする。 

（１）プロジェクト運営 

① システムの構築過程の経過、進捗状況等を、教育委員会へ報告すること。また、
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進捗報告及び打ち合わせ会議に際しては、議事内容を事前に提示するとともに、受

託事業者が議事録を作成し、会議終了後、速やかに提出すること。 

② システムの構築過程において、必要となる関係部署や関係機関との調整用資料等

成についても支援すること。 

③ 設計構築期間においては、定期的に打合せ及び進捗報告の会議実施し、スムーズ

な業務進行を図ること。 打ち合わせ等の会議は、教育委員会において行うこと。 

    （２） 評価環境 

構築期間中には、システム動作確認などができる評価環境を教育委員会の各担当課に

構築すること。 

（３） 構築、設定作業 

①  システム構築にあたり必要となる初期設定やデータ登録については、教育委員会

と 協議の上、各機能の利用にあたり必要となる初期設定を行うこと。 

②  教育委員会の運用ルールに基づき、システムの運用に必要な利用者の登録を行う 

こと。また利用者の所属や役職等に応じた各種構限設定を行うこと。 

 

８ データ設定要件 

（１） 概要 

① システムでのコードについては教育委員会と協議の上決定すること。 

また、追加の可能性のある項目については、必要に応じて追加できる拡張性を持たせる

こと。 

② システムを仕様書の機能を満たした状態で正常に動作するよう定められた期間内に 

カスタマイズ、設定調整作業を行うこと。 また、教育委員会及び学校等がシステムの 

検証を行うことや、効率的にシステムの 機能について習得できるようにすること。 

なお、システム稼働に必要な各種マスター等への初期セットアップに関するデータ設

計、セットのために必要なプログラムの開発、データ設定等の作業は本業務の調達範

囲とする。 

        ③ データには個人情報が含まれているため、情報漏洩対策に万全を期すこと。 

④ データの調整については、受託業者が行うものとし、その作業に関して問題や紛争が 

生じた場合は、受託業者で解決を図るものとすること。 

（２） データ設定要件 

① システム構築に必要なデータについては作業に必要な情報(学校名、学期、利用権限、

児童生徒氏名、教職員氏名など)を導入前までに教育委員会から入手し、受託業者が

初期設定用データフォーマットの作成を行うこと。 

② 初期設定に関して必要となる機器及び媒体等の取得については付帯作業の範囲に含

む。初期設定作業は、本番前にテストを行うなど、データの完全性を確保して確実な

設定が行えること。また、その作業の実施にあたっては作業計画を揚出し、決められ

た期間内に完了できるスケジュールを策定し、実行すること。 

③ データの設定にあたっては、必要な条件等を明確にすること。 

（３） 外部システムとの連携 

業務の処理を行う上で、住民基本台帳データ等から必要な外部システムのデータを 

8



      取り込むことができること。 

９ 作業時の諸条件 

（１） 業務実施計画書 

受託業者は、契約締結後速やかに、本業務における業務の進め方、品質目標、事業実施

スケジュール、事業実施体制や役割等を記載した事業実施計画書を提出・説明し、教育委

員会の承認を以って業務を開始すること。スケジュールや体制等に変更が生じる場合は、

教育委員会と協議を行い。再度提出すること。 

（２） 秘密の保持 

① 受託業者は、本業務遂行中に知りえたことについては、いかなる理由があっても他に 

漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。 

② 本業務遂行のために教育委員会が提供した資料、データ等は本業務以外の目的で使用し 

ないこと。 

③ 受託業者は、業務従事者に対し事前及び定期的に秘密の保持についての教育を行うこと。 

（３） 個人情報の取扱い 

 ①受託業者は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、本 

業務を実施する際に、個人の権利利益を侵害することのないよう、「明石市情報セキュリテ 

ィ対策基準」及び「明石市情報セキュリティ基本方針」を遵守し、個人情報の取扱いを適 

切に行わなければならない。（別添「個人情報取扱特記事項」のとおり） 

② 受託業者は、本業務を実施するに際し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他

の事故を防止するため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理に努めること。 

③ 受託業者が、本業務を実施するに際し個人情報を収集する時は、当該事務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集すること。 

（４） 必要となる資料、情報、データ等の取扱い 

① 受託業者は、教育委員会が貸与した資料・情報、データ等を本業務遂行上必要な範囲内

で複製又は改変できる。ただし、個人情報を複製、改変をする場合は、事前に教育委員会

の承諾を受けること。 

② 教育委員会が貸与した資料・情報、データ等(複製物及び改変物、及びそこから発生し

た各種データ(電子計算機で扱うすべての情報)を含む。)は、受託者の責任において漏え

い、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、

適切な維持管理を行うこと。 

③ 受託業者は教育委員会が貸与した資料、情報・データ等を、承諾なしに第三者に提供し 

ないこと。 

④ 教育委員会が貸与した資料・情報データ等は本業務以外の用途で教育委員会施設外へ持 

ち出してはならない。本業務の用途で持ち出す場合は事前に承諾を得ること。また、各

種データの受け渡しや搬送は、施錠できる専用車や搬送用箱を用いるなど 受託業者の負

担と責任において盗難、データ漏洩を防止するために必要な対策をとること。なお、利

用者データの持ち出しは原則として認めない。  

⑤ 教育委員会が貸与した資料、情報データ等が本業務遂行上不要となった場合は受託業者 

は遅滞なくこれらを教育委員会に返還、又は判談不能にしたのち破棄する等教育委員会の 

指示に従った処置を行うこと。 

（５） 知的所有権の取扱い 
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システム開発業務履行過程で生じた納入物の知的所有権の扱いについては、次の通り 

とする。詳細は教育委員会と協議の上決定すること。 

① ソフトウェアに関する著作権は、教育委員会または第三者から有している場合を除き、 

受託業者に帰属すること。ただし、教育委員会は本システムを自己利用するために必要

な範囲で、複製、翻案または改変できること。 

② 教育委員会が作成編集したデータコンテンツ、文書等に関する権利は教育委員会に帰

属すること。 

③ 受託業者はいかなる場合も著作者人格権を行使しないこと。 

④ 受託業者は守秘義務を遵守することを条件に、納入物を他に使用・提供できること。 

（６） 第三者が権利を有する著作物 

第三者ソフト及びフリーソフトの著作権等、納入物に第三者が権利を有する著作物が含 

まれる場合、受託業者は教育委員会が特に指示した場合を除き、当該著作物の仕様に必要

な費用の負担及び使用許諾に必要な一切の手続を行うこと。 

（７） 契約解除 

教育委員会は、受託業者が以下のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履

行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て警備であるときは、この限りではない。 

① 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

② 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと

明らかに認められるとき。 

（８） 疑義 

受託業者は、本業務の実施にあたり、本仕様書や契約条項に定めのない事項又は疑義が

生じた場合は、信義誠実の原則に従い速やかに教育委員会と協議し、作業を実施すること。 

(９) 納品、検収 

次の資料及び必要に応じて補足資料を、教育委員会に納入すること。すべて日本語表記

とし、Ａ４用紙に印刷できる形式での電子ファイル及び製本したものを納人すること。 電

子ファイルは文書作成ソフト(Microsoft Office等)で作成し、DVD 等で納入すること。 

①  業務実施計画書及び議事録 

・本業務における業務の進め方、品質目標、業務実施スケジュール業務体制や役割等が記 

載されたもの(システム導入スケジュール表プロジェクト体制図等)。業務実施契約締結後 

速やかに提出及び説明を行うこと。 

・教育委員会の承認を以って業務を開始すること。 

・スケジュールや体制等に変更が生じる場合は、教育委員会と協識を行い、再度提出する 

こと。 

・協議、打合せを行った際には、7日以内に議事録を教育委員会に提出、承認を得ること。 

②  設計書・設定 

教育委員会と協議した結果で作成したシステム設計(ネットワーク構成図等含む)と設定

書を提出、承認を得ること。 

③  品質検査計画書及び報告書 
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本仕様書により導入するシステムが、教育委員会が求める仕様を満たしているかの品質

検査に関する資料。計画書は、品質検査前に教育委員会に提出、承認を得ること。また、

報告書を教育委員会が承認したことで検収とする。 

④ 手順書及び報告書 

本仕様による導入するシステムの計画(スケジュール)及び手順等が記載されたもの。 

本業務開始前に教育委員会に提出承認を得ること。 また報告書を教育委員会が承認した

ことで検収とする。 

⑤ マニュアル 

次のマニュアルを作成、提出すること。 A4 用紙に印刷できる形式での電子ファイル及

び製本を納入すること。電子ファイルは文書作成ソフト(Microsoft Office 等)で作成し、

DVD等で納入すること。また、教育委員会が事務処理等のマニュアルを作成する場合、必

要となる資料の提供及び作成の支援を行うこと。 

(ア) 業務操作者マニュアル 

システム利用者対象職員用の操作マニュアルを作成すること。業務処理、研修教材等

に十分利用できるものとして、各機能単位に操作の手順、入力方法、画面及びメッセー

ジ等を明確に記述すること。初心者でも理解しやすいように作成し、研修前までに納品

すること。端末操作等に変更が生じた場合は、その都度マニュアルを改訂し、納品する

こと。 

(イ) 障害発生時マニュアル 

障害発生時における必要な措置(システムの障害時における対応等)について、緊急時

に専門的知識がなくとも理解できるようわかりやすく記述し、システム稼働前までに納

品すること、対応等に変更が生じた場合は、その都度マニュアルを改訂し納品すること。 

(ウ) その他、教育委員会が必要と認めた資料  

本仕様書に規定された全ての機能が正常に動作することが確認できる品質検査計画書

とその結果を報告する品質検査報告書を作成し提出すること。報告書を教育委員会が承

認したことで検収とする。 

 (１０) 作業進捗管理 

システム開発責任者は、作業が計画通り進行しているかの進捗状況を管理すること。  全

体の開発・導入スケジュールや、業務に影響を及ぼす可能性のある作業に遅れが発生した

場合は人員の増員等柔軟に対応できる体制をとることができること。 

 (１１) 報告及び提出文書 

構築期間中は、定期的に教育委員会にて開催する進捗会議において、進捗報告を実施 

すること。報告内容は、会議後の議事録とともに 7日以内に提出すること。システムに異

常が認められた場合は直ちに教育委員会に報告すること。 

① 作業を実施する場合、事前に教育委員会の承認を得るとともに、「作業申請書」を提出  

すること。作業が終わり次第、「作業報告書」を提出すること 

②  提出する文書は、A4用紙に印刷できる形式での電子ファイルで提出すること。 電子

ファイルは文書作成ソフト(Microsoft Office等)で作成すること。 

③  次の文書を提出するものとする。 なお、様式等詳細は契約時に別途確定する。 

(ア) 着手時に提出する文書(変更が生じた場合その都度再提出すること) 
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a 作業体制表及び緊急連絡体制表(プロジェクト体制図など) 

b 作業計画書 

作業実施方法、作業スケジュール等に関する資料を作業計画書として取りまとめ、教

育委員会の承認を得ること。 

 (イ) 構築作業時に提出する文書 

a 進捗報告(進捗会議議事録など) 

b 進捗会議以外の協議打合せ議事録 

    (ウ) 運用時に提出する文書 

a作業申請書 (作業前にその都度作成すること)  

b作業報告書 (作業完了後にその都度作成すること) 

c 質問票 (問い合わせに対する回答をその都度作成すること) 

    (エ) その他、本業務に関するもので教育委員会が指示するもの 

教育委員会が本業務の作業確認のため必要に応じて指示する資料 

※次の資料に関しては、受託業者にて管理更新を行い、変更の都度提出報告すること。 

(オ) 記録媒体管理簿 

バックアップメディア等記録媒体及び関連するドキュメント等の管理台帳 

(カ) セキュリティ情報源リストセキュリティ脅威報告票 セキュリティ情報入手手段及

び情報入手先をセキュリティ情報源リストにまとめ、変更があった場合に報告を行うこ

と。 

（キ） アカウント管理台帳 

システムに登録されているアカウント情報を取りまとめた管理台帳 

（ク）物品管理台帳 機器及びソフトウェアの管理台帳 

 

１０ 教育研修要件 

システムの仮稼働前に、利用に係る基本操作の習得等運用管理上必要となる教育研修を

実施するものとし、それにかかる費用は、本契約に含めるものとする。 

システムの使用者がシステムを最大限に活用できるように、導入時の説明会・研修会につ

いて実施する提案を行うこと。 

（１） 教育研修の実施 

① 教育委員会と協議の上職員の通常業務に配慮して計画を立てること。 

研修形態は集合研修とし各研修内容と参加人数により、同じ研修を必要回数実施するこ

と。(施設及び職員のグループ分け対応を標準とする) 

例:管理職者向け、教務主任向け、情報担当向け、事務担当向け、各業務担当向け一般教

職員向けなど 

② 研修用の環境をあかし教育研修センターゆほびかホールに構築すること。 

③ 研修用テキストを準備し、講師を派遣すること  

④ マニュアル及び研修用 テキストを必要部数作成し研修実施前に教育委員会の承認を得

た上で、研修実施前に紙媒体で必要な人数分を用意すること。 マニュアル数は利用所属

数、研修用テキスト数は研修参加対象数分を予定している。 

（２） 仮稼働期間及び本番稼働時のサポート 
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システムの仮稼働期間中、本番稼働後最低 5日間の通常業務時間中及び教育委員会による

検収が完了するまでは、問い合わせや不具合に対して即座に対応できる体制を整えること。 

 

１１ システム稼働要件 

（１） 稼働時間 

メンテナンス等の必要な時間を除いて、業務サービスは毎日安定して稼働できること 

その運用時間については、教育委員会と協議を行うこと。ただし、データのバックアップ、 

定期点検その他の保守作業等により、業務に支際のない範囲でシステムを停止することは可 

能とする。 

（２） 定期処理 

データバックアップなどの定期的な処理は、自動化などの処理方式を取り入れること。

また、24時間稼動のサーバ等がある場合は、データバックアップを業務並行して行える

こと。 

（３） 計画停止 

システムのメンテナンス等で計画停止を行う場合は、以下の項目が記載された運用計画 

を提出すること。 

① 実施時期 

② 実施頻度(年間の最大回数) 

③  実施概要 

 

１２ システム運用保守要件 

システムの安定的な稼働を実現するため、当該機器等の善良な管理の下における使用におい

て機器及びシステムに不具合が生じた場合は正常な状態に復旧させるとともに、完全に使用で

きる状態とするため、必要な部品の交換及びソフトウェアのインストール並びに設定等の作業

を行うものとする。また、これらの全ての費用は本委託業務に含めるものとする。 

また以下の要件を満たす運用サポートを実施する提案をすること。 

（１） システム運用では保守体制に全体統括者を設置すること。 

（２） システム運用に関する相談。最新情報、事例等の提供を行うこと。 

（３） システムに関する問い合わせに対する回答を行うこと。 

（４） システムに精通した開発元ＳＥによるシステム導入を行うとともに、運用、変更に際し

て、教育委員会からの相談、質問には全面的に支援できるに休制であること。 

（５） 運用保守定例会を開催すること。(本稼働１年目は２か月に１回、２年目以降は３～４か

月に 1回等、開催機会を年度毎に協議できること)  

（６） システム運用中に問題が発生した場合には、速やかに対応すること。また、緊急時にお

いては、担当ＳＥと連絡が可能な体制を整え、土日、祝日も含めて 必要に応じて対応す

ること。 

（７） 学校及び教育委員会からの障害連絡、運用や操作方法についての問い合わせに対応する

ためのサポート窓口(ヘルプデスク等)を設けること。また、休日や業務時間外の対応体制

があること。 

（８） 障害復旧のための体制を教育委員会へ示し、その体制に従って迅速な障害対応を行い、
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復旧を図ること。連絡体制図を提出すること。 

（９）システムに異常が見うけられたときには迅速に教育委員会へ連絡できる体制の確立を行う

こと。 

(10) システムの不具合・緊急を要する復旧作業に際しては、システム開発元ＳＥを含めた対応

を迅速に行うこと。障害復旧修理を行った際には復旧後の確認と教育委員会への報告をする

こと。 

(11)  システムのパッチ提供を定期的に行うこと。 

(12)  システム導入後のソフトウェア改良(パッケージのリリースアップ等)について、パッケー

ジ保守の契約内でリリースアッププログラムを提供すること。 

(13)  データベースの障害発生時には障害発生直前の状態まで復旧可能であること  

(14)  ハードウェア障害時には、障害解消のために必要な部品交換を行い、ディスク障害時等で

は及びソフトウェアのインストール作業を行い、完全に使用できる状態とすること。 

(15)  ハードウェア保守については、機器保守計画書を作成すること。また、緊急時における作

業手順書を作成すること。保守対応範囲については協議を行い、予防措置及び障害予兆検知

の対策を行うこと。障害の状況に応じた障害機器の故障修理及び交換作業を行うこと。故障

修理の際、やむを得ずシステム停止をする場合には、緊急連絡体制に基づき連絡すること。 

(16)  ソフトウェア障害や端末障害については、障害対応のために必要な場合は、OS 及びソフ

トウェアの再インストール作業を行い、完全に使用できる状態とすること。 

(17)  ネットワーク障害と考えられる場合は、教育委員会と協議してその指示に従うこと。 

(18)  各種サーバ等の死活監視。サービス監視を行うこと。監視中、サーバ機器等に異常が発見

された場合及び管理用サーバが異常を検知した場合は、保守体制内で確認ができるような仕

組みを提供すること。異常を確認した場合、速やかに保守作業に移行し、原因究明、復旧作

業に当たること。 

(19)  本稼働の次年度以降の研修については、更新事業の経費の中で可能な場合は、必要に応じ

て説明会・研修会を計画的に実施する提案を行うこと。 

(20)  サポート情報の報告 

① サポート対応記録を 2か月に 1回、教育委員会に提出すること。 

② 障害記録報告書を必要に応じて、教育委員会に提出すること。 

③ 作業実施報告書を必要に応じて、教育委員会に提出すること。 

 

１３ システムの安定性 信頼性要件 

（１）システムの安定性 信頼性 

システムの処理能力を安定的に引き出すために、一般的なパフォーマンスの監視を実施す

ること。また、通知表指導要録の作成時期においても安心して利用できるシステムであるこ

と。 

（２） バックアップ 

バックアップについては、次の実施方法を提案すること。 

①  バックアップデータの保存方法 

 ② システムより出力されるサービス稼働ログ及び監査ログの世代取得 

③  データベースのバックアップ方法 
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④  ＯＳ/ミドルウェアのイメージバックアップ 

 

１４ 成果物 

（１）納品物 

受託業者は、成果物として、次に示すものを提出すること。 

① ライセンス証書 

自治体名、製品名、機能名、使用期間使用場所等を記録したもの。 

②  完成図書 

・サーバ構成図 

・各種調査書・設定書・仕様書・計画書(管理方針レビュー・進捗報告書、打ち合わせ議事

録、要件定義書、総合テスト資料、バックアップ設定書等) 

・マニュアル(管理者 一般教職員用)、研修会用テキスト 

・各種結果報告書 

・保守体制図 

・保守・ヘルプデスク連絡先一覧  

③ 提出方法 

各資料を紙媒体１部、電子媒体(DVD等)１部 

④ 納品場所等 

納品場所は更新事業事務局とする。 

   ⑤ 納品期限 

令和４年３月３１日とする。 

ただし、提出時期を定めているものは、その指示に従うこと。 

  

１５ その他留意事項 

（１）瑕疵担保責任 

各業務の本稼働後 1年間は、瑕疵担保期間とし、本稼働開始後に判明した本業務に係る

瑕疵は、受託業者にて無償で改修すること。 

 （２） 損害賠償 

受託業者の責に帰すべき理由により、教育委員会又は第三者に損害を与えた場合には、 

受託業者がその損害を賠償すること。 

（３）その他の追加提案 

本事業の仕様は、現在教育委員会が最低限必要と考えているものである。また事業者の 

専門的な立場から、他自治体の事例や今後の技術革新を見据え、本事業に対する見積金額 

範囲内で効果的な提案がある場合は追加提案を行うこと。 

（４）契約交渉 

公募型プロポーザル方式により受託予定者を決定した後、受託予定者と本見積合せを行 

う。なお、本見積合せにあたっては、事前に教育委員会と受託予定者の間で、仕様書、機

能要件表への回答及び提案内容をもとに、業務の職行に必要な具体的条件などの協議及び

調整等行うこととする。 

（５）その他 

別添「明石市業務委託契約約款」によるものとする。 
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個人情報取扱特記事項  
（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、

この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第２ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （目的外利用・提供の制限） 

第３ 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ること

のできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に

提供してはならない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人

情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置

を講じるよう努めなければならない。 

 （廃棄） 

第５ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有

する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第６ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人

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

 （持出しの禁止） 

第７ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾

なしに事業所内から持ち出してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報

が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （事務従事者の明確化） 

第９ 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制

限があることを明確にしておかなければならない。 

 （事務従事者への監督及び教育） 

第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの

契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及

び教育を行わなければならない。 

 （再委託の禁止） 

第11 受託者は、委託者（再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項にお

いて同じ。）の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者に
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その取扱いを委託してはならない。 

 （再委託に伴う措置） 

第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内

容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を

明らかにしなければならない。 

第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前２項の規定を適

用する。 

 （資料等の返還等） 

第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受

託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後

直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したとき

は当該方法によるものとする。 

 （報告及び立入調査） 

第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契

約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。 

 （事故発生時における報告義務） 

第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは

生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害（第三者への損害を含む。）

が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任におい

て処理するものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第 17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害

賠償を請求することができる。 
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明石市業務委託契約約款  
 （総則） 

第１条 委託者及び受託者はこの約款（契約書含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書

等をいう。）に従い、日本国の法令及び明石市契約規則（平成５年規則第 10 号。以下「規則」という。）を

遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において実施し、委託者は、その委託料を支払

うものとする。 

３ この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

（業務責任者） 

第２条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を

変更したときも同様とする。 

（工程表の提出） 

第３条 受託者は、この契約の締結から７日以内に設計図書に基づき工程表を作成し、委託者に提出しなけ

ればならない。 

（契約の保証） 

第４条 受託者は、この契約と同時に、委託料の 10 分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。た

だし、この契約による債務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を

締結した場合、または、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した

場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除す

る。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。 

２ 受託者が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、

当該保証は第 17 条の４第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなけ

ればならない。 

３ 第 16 条第２項並びに第 17 条の２第１項第７号及び第９号の規定によりこの契約が解除された場合、第

１項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は

委託者に帰属するものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た

だし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 受託者は、業務の目的物（未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡

し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た

場合は、この限りではない。 

（再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承

諾を得なければならない。 

（業務の調査等） 
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第７条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求める

ことができる。 

（設計図書不適合の場合の修正義務） 

第８条 受託者は、業務が設計図書に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これ

に従わなければならない。 

（業務内容の変更） 

第９条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは履行期間の伸縮

をすることができる。 

２ 前項の場合において、委託者が受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第 10 条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了するこ

とができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることが

できる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。 

（経済事情の激変等による契約金額の変更） 

第 11 条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき委託料が著しく不

適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上委託料を変更することがで

きる。 

（危険負担） 

第 12 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責

任を負わなければならない。 

２ 受託者は、業務の施工上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、委託

者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責

めに帰する理由による場合においては、この限りではない。 

（検査及び引渡し） 

第 13 条 受託者は、業務を完了したときは、業務完了届によりその旨を委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に業務の目的物の検査

をしなければならない。 

３ 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者の指示に従い、業務の目的物を委託者に引

き渡さなければならない。 

４ 第２項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受託者は直ちに当該補正

を行い、再検査を受けなければならない。 

（委託料の支払い） 

第 14 条 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続き

に従って委託料の支払い請求をするものとする。 

２ 委託者は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うもの

とする。 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第 15 条 受託者が、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払

いを受託者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、委託料に対して遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。 
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（談合行為に対する措置） 

第 16 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委

託料の 10 分の１に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後にお

いても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、

同法第７条又は第８条の２の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第３条の規定に違反したこと

により、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第７条の２第 18 項又は第 21

項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。 

(3) この契約に係る入札に関して、受託者（受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用

人その他の従業員）に対し、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１

項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前３号の規定による違法な行為をしたことが明白とな

ったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。 

３ 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（委託者の催告による契約解除権） 

第 17 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけ

る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認め

られるとき。 

(3)  正当な理由なく、第 21 条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない契約解除権） 

第17条の２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

(1)  第５条第１項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 

(2)  この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(3)  受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4)  受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(5)  契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(6)  前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をし

た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規
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定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 

(8) 第18条又は第18条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

 イ 役員等（受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員であることが認められるとき。 

 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合

（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従

わなかったとき。 

２ 第 17 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済

部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に

対する委託料相当額を支払うものとし、その支払い額は委託者と受託者とが協議して定める。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限） 

第 17 条の３ 第 17 条各号又は前条第１項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、委託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第 17 条の４ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託料の 10 分の１に相当する額

を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 16 条第 2 項又は第 17 条又は第 17 条の２第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務につい

て履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定

により選任された破産管財人 

(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

の規定により選任された管財人 

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項各号に定める場合（前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）が

この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであると
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きは、第１項の規定は適用しない。 

４ 第１項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて

いるときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。 

５ 第１項の違約金は、委託者の受託者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（受託者の催告による契約解除権） 

第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債

務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受託者の催告によらない契約解除権） 

第18条の２ 受託者は、第９条第１項の規定により業務内容を変更したため、委託料が３分の２以上減額し

たとき。又は業務の中止期間が履行期間の３分の１以上に達したときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限） 

第 18 条の３ 前２条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前２

条の規定による契約の解除をすることができない。 

（秘密の保持） 

第 19 条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（個人情報の保護） 

第 20 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第21条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の

追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追

完を請求することができない。 

２ 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から２年以内でなければ、契約不適合

を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができな

い。 

 （相殺） 

第 22 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有す

る金銭債権とを相殺することができる。 

２ 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受

託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。 

３ 第１項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。 

（管轄裁判所） 

第 23 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意に

よる専属的管轄裁判所とする。 

（補則） 

第 24 条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項

については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。 
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