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入札説明書 

 

１．契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

(1) 契約担当官等   支出負担行為担当官 

           個人情報保護委員会事務局総務課長 青山 忠幸 

(2) 所属する部局  個人情報保護委員会事務局総務課 

(3) 所在地      〒100-0013 東京都千代田区霞が関3－2－1 

 

２．競争入札に付する事項 

(1) 件名     個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業

務 

(2) 仕様等    別紙２仕様書のとおり 

(3) 契約条項   契約書（案）（別記様式３）のとおり 

(4) 履行場所   別紙２仕様書のとおり 

(5) 履行期間   契約締結日～令和3年3月31日 

 

３．競争の方法 

総合評価落札方式による。 

 

４．競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(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。ただし、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

る者については、この限りではない。 

(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（平成31・32・33）年度内閣府所管競争参加資格審査（全省

庁統一資格）において、「役務の提供等」の「Ａ」・「Ｂ」又は「Ｃ」の等級

に格付けされた者であること。 

(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(5)  提案書等（仕様書「７．一般競争入札への参加要件」及び提案書作成要領参

照）を令和2年6月18日（木）正午までに個人情報保護委員会事務局総務課に提

出し、競争に参加することを認められた者であること。 

(6)  上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。 



５．入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3－2－1 霞が関コモンゲート西館32階 

個人情報保護委員会事務局総務課会計係 

 

６．郵便による入札書等の受領期限 

令和2年6月29日（月）午前9時30分まで 

（ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。） 

 

７．入札・開札執行の日時及び場所 

令和2年6月29日（月）午後2時 個人情報保護委員会事務局 

 

８．入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

９．入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

10. 入札及び開札 

(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入

札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があると

きは関係職員の説明を求めることができる。 

ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経

費を含むものとする。 

なお、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パー

セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事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。 

(3) 入札参加者は、入札書（別記様式１）を直接又は郵便（書留郵便に限る。）

により提出しなければならない。 

(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示し

た日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならな

い。 



・ 入札金額（総価） 

・ 入札件名 

・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及

び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印) 

(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書

在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為

担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。 

(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状（別記様式２）

を提出しなければならない。 

(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代

理をすることができない。 

(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。 

(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙１「暴力団排除に関する誓約事項」

に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。 

(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければなら

ない。 

(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない

者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 

(12)  電子入札･開札システムの利用 

本案件は、紙入札方式とする。 

 

11. 入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 

(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書 

(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

(3) 前記10－(4)に掲げる事項の記載のない入札書 

(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの 

(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書 

(6) 明らかに連合によると認められる入札書 

(7) 同一の入札について、２通以上提出された入札書 

(8) 前記10－(7)に違反した入札書 

(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書 

(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書



類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められる

こと及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合におい

て、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有

すると認められなかったときの入札書 

 

12. 契約書作成の要否及び契約条項 

(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

(2) 契約条項は、契約書（案）（別記様式３）のとおりとする。 

(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額と

する。なお、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

てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあっ

たものとする。 

 

13. 落札者の決定方法 

(1)  予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書で指定する要件のうち

必須とした項目についての基準をすべて満たしている内容を提案した入札者の

中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 

(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あると

きは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 

(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者

があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落

札者を決定する。 

(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)

及び評価点を口頭で通知する。 

 

14. 再度入札 

(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がな

いときは、直ちに再度の入札をするものとする。 

(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場

合、異議の申し立てはできない。 

 

 



15．その他 

(1)  最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦

落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定す

る。 

(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件

の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況につい

ての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。 

(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書（種類別の単価及び金額）を作

成し、代金の請求に係る銀行口座とあわせて支出負担行為担当官あて提出する

こと。 

(4)  落札者氏名（法人の場合にはその名称）、落札金額は、個人情報保護委員会

ホームページで公表することとする。 

 

16. 問い合わせ先 

（入札等について） 

個人情報保護委員会事務局総務課会計係 

電話番号 03－6457－9619 

ＦＡＸ  03－3593－7961 

 

（仕様書について） 

個人情報保護委員会事務局 

担当：外山・石井 

電話番号 03－6457－9783 

ＦＡＸ  03－3593－7962 

 



別記様式１ 

 

入  札  書 
 

 

件名：個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務 

 

 

 

入札金額  金                                 円也 

 

 

入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住          所  

会    社    名  

代 表 者 氏 名 印 

(復)代理人氏名    印 

業 者 コ ー ド  

 

 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 青山 忠幸  殿 

 

 

 

（注) １  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

２  金額は、算用数字（アラビア数字）で記入する。 

３  代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。 

４  業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。 

 



別記様式２ 

 

 

委  任  状 
 

 

 

私は、                      を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１ 個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務の入札及び見積に関す

る一切の件 

２  １の事項に係る復代理人を選任すること 

 

代理人使用印鑑 印 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

住          所 

会    社    名 

代  表  者  名                            印 

 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 青山 忠幸 殿 

 

 

（注)   代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。 

 



 

 

委  任  状 
 

 

 

私は、                      を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務の入札及び見積に関す

る一切の件 

 

 

復代理人使用印鑑 印 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

住          所 

会    社    名 

代 理 人 氏 名                             印 

 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 青山 忠幸 殿 

 

（注)   復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。 

 



別記様式３ 

契    約    書（案） 

 

 支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 青山 忠幸（以下「甲」という。）と

［団体名］○○○［代表者］○○○（以下「乙」という。）との間に下記条項により個人データ漏

えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務の請負契約を締結する。 

 

記 

 

（契約の目的） 

第１条  本契約の目的は次のとおりとする。 

 １．名  称 個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務 

 ２．規格及び数量 別紙仕様書のとおり 

 ３．契約金額 金 ○,○○○,○○○円也 

     （うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円） 

 ４．契約期間 契約締結日～令和 3年 3月 31 日 

 ５．納入場所 仕様書のとおり 

（契約保証金） 

第２条  契約保証金の納付は免除する。 

（権利義務の譲渡） 

第３条  乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡

し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令

（昭和 25 年政令第 350 号）第１条の２に規定する金融機関、資産の流動化に関する法

律（平成 10 年法律第 105 号）第２条第３項に規定する特定目的会社、信託業法（平成

16 年法第 154 号）第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっ

ては、この限りではない。 

 ２  乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に

基づいて、特定目的会社、信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙が

甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す

る法律（平成 10 年法律第 104 号）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行っ

た場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 

(1)  甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、

譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

(2) 丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質

権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 

(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その

他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、

当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙

の間において解決されなければならないこと。 

 ３  第１項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対

価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長（以下「支

出官」という。）が、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 42 条の２に基

づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 

（再委託の制限） 

第４条   乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託（再委託先が委託先の子会社（会社法

（平成 17 年法律第 86 号）第 2条第 1項第 2号に規定する子会社をいう。）である場合も



含む。）し、又は請け負わせてはならない。 

２ 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、乙は、

あらかじめ再委託申請書（別記様式）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

変更を行う必要が生じた場合も同様とする。 

３  前項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は

乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同

等の義務を負う。 

（監督） 

第５条  甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法（昭和 22 年法律第 35 号、以下 「法」

という。）第 29 条の 11 第１項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たら

せることができる。 

（検査） 

第６条  乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員（以下「検

査員」という。）の法第 29 条の 11 第２項の規定に基づく検査を受けなければならない。 

 ２  検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内または令和 3 年 3 月 31

日のいずれか早い日までに検査をしなければならない。 

 ３  前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限まで

に補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。 

 ４  検査に要する費用は、乙の負担とする。 

（検査結果の通知） 

第７条  甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。 

（代金の請求） 

第８条  乙は、前条による通知を受けたときをもって各号毎の成果物の納入が完了したものと

し、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。 

 ２  支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以

内に当該代金を支払わなければならない。 

（支払遅延利息） 

第９条  支出官は、前条第２項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、

請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利

2.60％を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 

（遅延賠償金） 

第 10 条  乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、

速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示

を受けるものとする。 

 ２  甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込み

があると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができ

るものとする。 

   ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延 

賠償金の免除を申し出ることができる。 

 ３  前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利 3.00％を乗じて得た金額とす

る。 

（違約金） 

第 11 条  甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為（第 12 条に規定

する不正行為を除く。）があったときは、契約金額の 100 分の 10 を違約金として徴収し

て本契約を解除することができるものとする。 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 

（談合等の不正行為に係る解除）  



第 12 条  甲は、本契約に関して、乙が次の各号及び第 19 条の一に該当するときは、本契約の全

部又は一部を解除することができる。  

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、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７条又は同法第８条

の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行ったとき、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。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第

７条の２第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を

行ったとき。  

(2) 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同法第 198

条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑

により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたとき

を含む。）。  

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第 18 項又は第 21

項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しな

ければならない。  

（談合等の不正行為に係る違約金）  

第 13 条  乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を

解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100

分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第４項の規定による当該排

除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。  

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第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。）の規定による課徴金の納付命

令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第４項の規定による当該納付命令の全部を

取り消す審決が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第 18 項又は

第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第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。  

２ 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

    (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第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。）及び第７項の規定による納付

命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第４項の規定による当該納付命令の全部

を取り消す審決が確定したとき。 

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。  

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 



（暴力団排除） 

第 14 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるもの

とする。 

 （違約金に関する遅延利息）  

第 15 条  乙が第 11 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、

乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.00％の割合で計

算した額の遅延利息を支払わなければならない。 

（危険負担） 

第 16 条  第７条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第 17 条  甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき（ただし、甲が

本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く）は、成果物

の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を

課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その

期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすること

ができる。 

 

（秘密の保持） 

第 18 条  乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用し

てはならない。 

（個人情報の取扱い）  

第 19 条  乙は、甲から預託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号に

より当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に

照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。）及び特

定個人情報（マイナンバー（個人番号）をその内容に含む個人情報をいう。）（以下、「個

人情報」という。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければなら

ない。  

２ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、

事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理

のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が

約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び

再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする（以下、承認を得た再委託先等

を単に「再委託先」という。）。  

３ 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務

の再委託に係る承認申請書（別記様式）を甲に提出しなければならない。  

４ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合

は、この限りでない。  

(1) 甲から預託された個人情報を第三者（前項記載の書面の合意をした再委託先を除

く。）に提供し、又はその内容を知らせること。  

(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的（特に明示がない場合は

本契約の目的）の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。  

５ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び



実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な

事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防

止その他の個人情報の適切な管理（再委託先による管理を含む。）のために必要な措置

を講じなければならない。  

６ 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙（再委託先があるときは再委託

先を含む。）の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行わ

れているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。  

７ 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体

及び電子媒体（これらの複製を含む。）が不要になった場合には、速やかに甲に返却又

は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により

廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書（別記様式）を甲に提出しなけれ

ばならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。  

８ 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違

反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等

のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復

旧等の措置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への対応等に

ついて直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対

応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。  

９ 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個

人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うもの

とする。  

10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報（甲

から預託された個人情報を含む。）の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係

る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償

の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその

他の違反行為（再委託先による違反行為を含む。）に関する乙の損害賠償義務を排除又

は制限するものではない。  

11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又

は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本

契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 

（知的財産権の取扱い） 

第 20 条  本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作

権（著作権法第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。）、その他の知的財産権を乙は甲

に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。 

（紛争の解決） 

第 21 条  本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲

乙協議の上決定するものとする。 

 



 

 

 

（補則） 

本契約を証するため本書２通を作成し、当事者が記名押印の上各自その１通を保有する。 

 

 

   令和 2年 月 日 

 

 

甲  東京都千代田区霞が関 3－2－1 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 

   青山 忠幸 

 

 

                

乙  住所 

団体名 

代表者職名・氏名 

 



別記様式(第４条関係) 

番         号 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 殿 

 

 

受託者 氏名            印 

 

 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務再委託承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたい

ので、承認されるよう申請します。 

 

 

 

 

 



別紙 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務 

 

再委託先の住所、氏名 

 

 

 

 

 

 

 

再委託を行う業務の

範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託金額 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式(第 19 条第 3項関係) 

記  号  番  号 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 殿 

 

 

住   所 

名   称 

代表者氏名              印 

 

 

 

個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書 

 

 

 

契約書第 19 条第 3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．契約件名等 

契約締結

日 

 契約締結時の記号番

号 

 

契約件名 

 

２．実施体制図（再委託及び再々委託先の内容も含めること。） 

変更前 変更後 

  

 

３．取り扱う個人情報の内容、業務の概要等 

取扱業務の委託先

の氏名又は名称 

取扱業務の委託先

の住所 

再委託する理由 個人情報の内容 再委託する業務の

概要 

     

 

※ 必要に応じ、別葉を作成すること。  

個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。  

（この申請書の提出時期：甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。） 



 

別記様式(第 19 条第 7項関係) 

記  号  番  号 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

個人情報保護委員会事務局総務課長 殿 

 

 

住   所 

名   称 

代表者氏名              印 

 

 

 

返却又は廃棄等報告書 

 

 

 

契約書第 19 条第 7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．契約件名等 

契約締結

日 

 契約締結時の記号番

号 

 

契約件名 

 

２．返却又は廃棄の方法 

番号 資料名 媒体 返却・廃棄の別 返却・廃棄の方法 

     

 

※ 必要に応じ、別葉を作成すること。  

（この報告書の提出時期：資料の返却又は廃棄等後、速やかに。） 

 

 



別添         

 

暴力団排除に関する条項 

 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(２) 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ているとき 

(３) 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き 

 (４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

 (５) 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き 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(１) 暴力的な要求行為 

(２) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(４) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 

(５) その他前各号に準ずる行為 

 

(表明確約) 

第３条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

 ２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等

（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託

以降の全ての受託者を含む。）並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に

契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければなら

ない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等

との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない

ときは、本契約を解除することができる。 



 

（損害賠償等） 

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、

甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

３ 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した

場合は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。

一部解除の場合は、解除部分に相当する金額）の 10％の金額を乙から違約金として徴収す

るものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から

不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを

拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を

甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 



別紙１ 

暴力団排除に関する誓約事項 
 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について入札書又は見積

書の提出をもって誓約します。 
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 
 また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表）

等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 
 
                    記 

 

１ 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 

(1) 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

イ 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ているとき 

ウ 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き 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

オ 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き 

 

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 

 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以

降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締

結する場合の当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当

該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受

けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約

担当官等へ報告を行います。 



 

 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する 

後方支援及び分析業務 
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個人情報保護委員会事務局 
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１. 件名 

個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務 

 

２. 目的 

個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者において個人データの漏えい等事案が発

生した場合には、必要に応じて当該事業者に対し指導・助言を行っている。また、頻繁に

発生が報告されている事案については、当委員会ウェブサイト等において注意喚起を行

うなどの情報発信を行っている。 

対応に相応の知識を要する不正アクセスなどによる漏えい等事案についても、正確に

手法の傾向や発生原因の分析を行い、個人情報取扱事業者に対して適切な指導・助言を行

うとともに、迅速かつ効果的な情報発信を行う必要がある一方、近年、サイバー攻撃が増

加するとともに一層巧妙化していることから、本件は、漏えい等事案への対応に係る専門

知識を有する事業者にアドバイスや職員研修等のサポート、フォレンジックレポート等

の分析業務、国内外のサイバー攻撃手法等に関する情報収集、注意喚起の作成サポート等

を依頼するものである。 

 

３. 業務内容 

受託者は、「２１.（１） 準拠すべき文章等」に準拠して、以下の（１）～（４）の業

務を実施すること。受託者は、業務を定められたとおりに実施するだけでなく、より効率

的・効果的な実施方法等がある場合は、積極的な提案を行うこと。 

 

（１）業務実施計画の策定及び工程管理 

本業務の実施に当たっては、本業務に係る「業務実施計画書」を作成し、個人情報保

護委員会事務局（以下「事務局」という。）に提示し、その承認を得ること。なお、業

務開始後に計画を改定する場合も同様とする。「業務実施計画書」には、以下の項目を

低限含め、本業務の工程管理については、当該業務実施計画書に基づき実施し、定

期的な進捗確認等を行い、その状況を事務局担当者へ報告すること。 

 

表 1 業務実施計画書の記載項目 

No. 記載項目 内容 

１ 業務の実施方針 本業務の背景、受託者による支援及び分析業務実施方針 

２ 業務実施スケジュール 大日程（月単位）及び中日程（週単位）の業務実施予定を

記載し、事務局及び受託者における各要員の実施タスク並

びにスケジュール 
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３ 業務管理 コミュニケーション管理（会議体、連絡の方法等）、スケジ

ュール管理、課題管理、リスク管理、変更管理等、本業務

を管理するために行う作業の要領 

４ 業務実施体制 本業務の実施体制、要員計画 

（情報セキュリティ管理体制を含む） 

 

 

（２）個人データの漏えい等事案への対応に係る支援及び職員への研修業務 

個人データの漏えい等事案等への対応について事務局の求めに応じ専門的見地から

助言・提案するほか、職員への教育を行う。 

ア．履行方法 

  （ア） 週に 1回（土日祝を除く平日 9時 30 分から 18 時 15 分の間の中で半日程 

度）原則事務局を訪問する。 

※新型ウィルス等の影響により、困難な場合は、テレビ会議（電話会議）に

て実施する。 

      訪問人数は 1 名以上とする（個別事案への支援及び教育が同一人物では

対応できない場合は、２名以上でも可）。 

      また、緊急の場合、上記とは別途事務局の求めに応じ事務局を訪問する

（契約期間中２回程度）。 

  （イ） 訪問時の業務内容及び時間配分等については毎回事前に事務局と協議する

こと。 

  （ウ） 後述イ.（ア）②については、以下のとおり実施する。 

   ①研修は講義形式で行う。 

②研修の内容・時間配分等については、事前に業務実施計画書を提示して事務

局と協議し、教育業務に関するテキスト等を作成して事前に提供を行い、事

務局の承認を得ること。 

③受講者数は 10 名程度を予定している。 

④研修で使用する資料については、研修実施日２営業日前を目途に電子媒体

にて委員会へ提出するとともに、紙媒体で受講者の人数分を講義開始前に

委員会へ提出すること。 

⑤実施場所は、原則事務局の会議室とする。 

   

イ．支援業務内容 

（ア）支援業務内容について以下に示す。 

 ①助言業務 

・個別事案対応に関する助言及び個人情報取扱事業者から提出された資料の分析・助  
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 言 

・当委員会ウェブサイト上に掲載する注意喚起を目的としたコンテンツのレビュー

等漏えい等事案に関する業務に関する助言 

②教育業務 

・漏えい等事案の対応を担当する事務局の職員が、情報セキュリティやネットワー

クの基礎知識から攻撃手法や対応手法などの実務知識を習得することを目的とし

て以下を行う。 

・後述（３）の情報提供資料の説明 

・その他、上記に関連する業務 

 

（３）情報提供 

国内外の情報セキュリティに関する事例やサイバー攻撃の手法及び傾向等に関する

情報を収集し、整理した上で提供する。 

ア．履行方法 

Ａ４で１～２枚程度の資料を電子メールにて事務局に提出する。 

イ．履行頻度 

月１回程度 

 

（４）漏えい事案等の分析 

個人情報取扱事業者等から事務局に報告がなされた漏えい等事案のうち、当委員会

から掲示したものについて傾向の分析を行い、Ａ４で１～２枚程度の報告書を作成の

上、事務局に報告することとする。 

ア．回数及び実施時期 

以下のとおり計５回実施する。 

第１四半期：７月中旬（４月～６月分） 

第２四半期：10 月上旬（７月～９月分） 

第３四半期：１月上旬（10 月～12 月分） 

第４四半期：３月末（１月～３月中旬分） 

通年総括 ：３月末 

イ．報告書に含む内容 

・報告件数及び漏えい等した人数 

・攻撃対象 

・攻撃手法 

・発覚経緯 

・攻撃の傾向 

・再発防止策についての提言 
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・受託者で把握している情報との相違点（あれば） 

・他の四半期との相違点（あれば） 

・上記以外の再発防止に資する分析項目 

 

４. 成果物の作成 

（１）納入成果物及び納入期限 

納入成果物及び納入期限は、表２のとおりとする。 

 

表２ 納入成果物及び納入期限一覧表 

 

項番 納入成果物 成果物の内容 納入期限 

１ 業務実施計

画書案及び

業務管理要

領案 

本業務を契約期間内に確実に実施するため

の計画等。 

契約締結日か

ら 10 日以内 

２ 全体業務管

理に関する

資料 

① 打ち合わせ議事録 

② 作業従事者名簿及び作業体制図に係る資

料。なお、作業従事者及び体制について

は、事務局と協議の上、決定すること。

また、業務契約期間中に変更がある場合

は、その都度提出すること。 

随時 

３ 研修資料 本仕様書３.（２）で定める研修において使用

した資料一式。 

研修実施後随

時 

４ 調査報告書 本仕様書３.（３）で定める報告書 随時 

５ 分析報告書 本仕様書３.（４）で定める報告書。 分析対象期間

経過後１週間

後を目途 

※通年総括は、

内容が別であ

れば第４四半

期と同一の報

告書内に記載

も可。 

６ 業務完了報

告書 

本調達で定める業務が完了した旨、 

及び事務局への引継事項・継続検討 

事項等を整理した文書。 

令和３年３月

末 
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※なお、成果物の納入期限について、特段の事情が生じた場合は、受託者と協議の上、事

務局が別途定める日に提出を求めることがある。 

 

（２）納入方法 

納入成果物は、日本工業規格Ａ列４番（又はＡ列３番）で日本語により作成の上、書

面により事務局に納入するほか、同内容を記録した CD-R 又は DVD-R（以下「CD-R 等」

という。）により、それぞれ正一式、副一式を事務局に納入すること。ただし、事務局

が紙での納入が不要と判断したドキュメントは、データのみの納入で差し支えない。 

納入成果物の様式、記載内容及び納入期限の詳細については、事前に事務局と協議し、

承認を得た上で決定すること。また、各納入成果物は、事務局によって承認されたもの

とすること。 

なお、CD-R 等の納入については、以下のとおりとすること。 

ア. CD-R 等で納入する動画データのファイル形式は、「Microsoft Word 2016 」、

「Microsoft Excel 2016」、「Microsoft PowerPoint 2016」等で参照・編集可能な

形式とする。また、納入成果物単位で一つの PDF にまとめたファイルを合わせて

納入すること。その際のPDFファイルのバージョンは、「PDF1.4」「PDF1.5」「PDF1.6」

「PDF1.7」のいずれかとすること。なお、事務局が他の形式による納入を求める場

合には、協議の上、これに応じること。 

イ. CD-R の納入に当たっては、事前に 新のウィルス定義パターンによる検疫を必ず

実施すること。 

ウ. 納入成果物は納入後に事務局において改変が可能となるよう、図表等の元データ

も併せて納入すること。 

エ. 特別なツールの使用を必要とする場合は、事前に事務局の承認を得た上で、ツール

とともに納入すること。 

オ. 用字・用語の表記については、「公用文作成の要領」（昭和 27 年４月４日内閣閣甲

第 16 号）を参考にすること。 

 

（３）納入場所、納入条件 

事務局が別途指示する場所とする。 

また、受託者は、成果物の納入に際して次の条件を満たすこと。 

ア. 上記（１）に示す各納入時期までに納入すること。 

イ. 成果物の納入に係る受託者の作業及び関係書類等の作成等に関する費用は、一切

を本調達の範囲に含めること。 

ウ. 納入に当たっては、本仕様書に示された要件を十分に満足させるとともに、その品

質が十分であることを説明できること。 

エ. 各成果物については、事前に事務局のレビューを受け、受託者と事務局の間に認識
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の齟齬が生じないようにすること。 

 

（４）検査 

受託者は、事務局が実施する成果物の作成や役務の提供が本仕様書に示す要件を満

たしているかの検査に際し、次の事項を遵守すること。 

ア. 受託者は、成果物を納入した際は、事務局の検査職員に対し、その旨を報告し、

検査を受けなければならない。また、当該検査は成果物の修正・改善の場合も同

様とする。 

イ. 検査の結果、成果物の全部又は一部が不合格となった場合には、受託者は直ちに

対象の成果物を引き取り、必要な修正・改善を行った後に、指定した日時までに

再度納入すること。 

ウ. 成果物に対し、事務局から修正及び改善要求があった場合には、適切に対応を行

うこと。 

エ. 検査に係る受託者の作業及び関係書類の作成等に要する費用は、一切を本調達の

範囲に含めること。 

オ. 必要に応じ作成資料の再提示を求める場合があることから、作成資料は常に履歴

を管理し、 新状態を保つこと。 

 

５. 契約期間 

契約締結日から令和３年３月 31 日（水）までとする。 

 

６. 連絡調整 

作業の実施に当たっては、事務局と連絡を密に取ることとし、随時、作業の進捗状況に

ついて報告を行うこと。 

また、疑義が生じた場合には、速やかに事務局に連絡し、その指示に従うこと。 

 

７. 一般競争入札への参加要件 

受託者は以下に掲げるすべての条件を満たすこと。 

(1)ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステムの認定を受けていること又はプ

ライバシーマーク付与の認定を受けていること。 

(2)本業務の実施に当たり、必要な人員・管理体制が確保されていること。 

(3) 情報システムの企画・立案・運用におけるセキュリティ面のコンサルティング業務又は

アドバイザリー業務（以下「当該業務」という。）を行っており、過去５年以内に、官公

庁、地方公共団体または独立行政法人において、契約関係に基づく当該業務の履行実績

を有すること。 

(4)国又は地方公共団体、独立行政法人における本件と同種の業務において、過去５年の間
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に、受託者の責めに帰すべき事由により、スケジュールに大幅な遅延が生じ、当初の契

約期間内に役務が完了しなかった実績を有しないこと。 

(5)業務従事者は、情報セキュリティマネジメントに関するコンサルティング業務について

通算で５年以上の経験を有すること。 

(6)情報セキュリティが適切に管理できる体制が取られていること。特に、情報の漏えい、

改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されて

おり、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されているこ

と。また、過去に監督官庁への報告が必要な重大な情報漏えい問題が発生していないこ

と。 

(7)履行場所は日本国内に置くものとし、秘密の保護に支障をきたすことのない施設である

こと。 

(8)資料等の収納管理については、秘匿性の高い書類の資料等を格納するため、施錠可能な

収納ボックス、キャビネット等の設備を有すること。 

(9)応札しようとする者は、「７．一般競争入札への参加要件」の上記(1)～(8)を満たしてい

ることが証明できる書面等を提案書に添付すること。 

(ア) 作成様式は任意だが、Ａ４版で簡潔かつ明瞭に記載すること。 

(イ) 上記⑴～⑻に示した要件について、記載事項を証明すること。 

(ウ) 資格の証明については、認定機関の登録証等原本の複製等を添付すること。 

(エ) 提出部数は、２部とする。 

 

８. 情報セキュリティの確保 

受託者は、以下のとおり、情報セキュリティを確保するための要件を満たすこと。 

(1) 組織として情報セキュリティポリシーを有しており、本業務における情報セキュリテ

ィ管理体制においては、個人情報保護委員会情報セキュリティポリシーに準拠した体

制を整備すること。 

(2) 成果物等の事務局に提示する資料等について、従業員、再委託先その他の者による意図

せざる変更が加えられないための管理体制を有していること。 

(3) 組織として情報セキュリティインシデント発生時の対処方法を整備していること。 

(4) 情報セキュリティの確保、その他契約事項の履行状況の確認方法を整備していること。

加えて、情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において

本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて事務局担当者の

行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 

(5) 本業務において情報セキュリティインシデント発生時は、速やかに事務局に報告する

こと。 
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９. 書類の貸与 

事務局は、受託者が本業務を履行する上で、必要な関連書類を文書又はデータで随時貸

与する。ただし、貸与された書類（貸与後に複製・複写したものを含む。）は、事務局から

請求があった場合及び本業務終了時に事務局に返還又はデータの削除を行うこと。また、貸

与に当たっては事務局へ申込を行い、当該情報を保持しないこと及び機密事項に関するこ

とを内容に含めた誓約書等を事務局に提出し、承認を得ること。 

なお、受託者は貸与された書類を本業務以外の目的に使用してはならない。 

 

１０. 再委託 

受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、受託

者があらかじめ、再委託先の商号又は名称、住所又は主たる事務所、再委託する理由、再委

託する業務の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額等その他事務局が求め

る情報について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行

い、事務局が承認した場合にはこの限りでない。 

受託者は、この契約により生じ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。 

なお、第三者に再委託する場合は、その 終的な責任を受託者が負うこと。また、受託

者が再委託する事業者は、「７．一般競争入札への参加要件」に示す要件を満たすものとす

ること。 

 

１１. 著作権等の帰属 

(1) 本調達の成果物及び納入過程で生じる成果物に関し、著作権法（昭和 45 年法律第 48

号）第 21 条、第 23 条、第 26 条の 3、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む全ての

著作権は、受託者が本件調達の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あら

かじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、すべて事務局に帰属するものとす

る。 

(2) 本調達に係り発生した権利については、受託者は事務局に対し著作者人格権を行使し

ないものとし、また、第三者に行使させないものとする。 

(3) 本調達に係り発生した権利については、事務局は、前記⑴により本調達の受託者に著作

権が留保された著作物につき、本調達の作業を遂行するために必要な範囲で、複製、翻案

又は改変することができるものとし、本調達の受託者は、当該利用について、著作者人格

権を行使しないものとする。また、二次的著作物が作成された場合等であっても、本調達

の受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 

(4) 本調達の成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれているときは、事務局が特に

使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切

の手続を行うものとする。なお、この場合において、本調達の受託者は当該著作権者の使
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用許諾条件につき、事務局の承認を得るものとする。 

(5) 本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当

該紛争の原因が専ら事務局の責めに帰す場合を除き、本調達の受託者は自らの負担と責

任において一切を処理するものとする。なお、事務局は紛争等の事実を知ったときは、速

やかに本調達の受託者に通知するものとする。 

 

１２. 機密保持 

受託者は、本調達を実施するに当たり、入手した資料等については管理台帳等により適

切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

(1) 本調達に関係する情報の取扱いについて十分に配慮し、その管理を徹底すること。 

(2) 秘匿性の高い書類の資料等については、施錠可能なキャビネット等に保管すること。 

(3) 本調達の完了後、上記に記載される情報を削除又は返却し、受託者において当該情報を

保持しないことを誓約する旨の書類を事務局へ提出すること。 

(4) 受託者は、本調達に関して入手した情報等（公知の事実等を除く。）及び作業遂行過程

で生じた成果物等に関する情報を本調達に関わる再委託先を含む全ての要員に作業の目

的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必

要な措置を講ずること。 

(5) 受託者は、本調達に関連して入手した資料と業務上知り得た個人情報を含む全ての情

報が紛失や盗難等による第三者への情報漏えいの発生又は、そのおそれがある場合は、直

ちに事務局担当者へ報告すること。また、直ちに事実調査を行い、漏えいした情報の内容、

原因、再発防止策等について記載した書面を提出すること。 

(6) 受託者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁

済等の措置は全て受託者が負担すること。 

(7) 受託者は、本調達の実施に際して事務局内に立ち入る場合、事務局が別途定める諸規則

等手続きに従い、許可された区域以外へ立ち入らないこと。 

(8) この項目について受託者は、契約期間の終了後においても同様とする。 

 

１３. 環境への配慮 

本業務に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法 

律（グリーン購入法）」に基づいたものを可能な限り導入すること。 

 

１４. 技術等提案書の遵守 

本件は一般競争入札・総合評価落札方式の手続を経て行うものであり、本仕様書及び受 

託者が提出した技術等提案書に記載した内容を確実に履行すること。 
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１５. 遵守すべき法令等 

本調達における遵守すべき法令等の対応について以下に示す。 

(1)受託者は、「民法」（明治29年法律第89号）、「刑法」（明治40年法律第45号）、「著作権法」

（昭和45年法律第48号）、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」（平成11年法律第128

号）の関係法規を遵守すること。 

(2)受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）及び個人情報保護に

関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

(3)受託者は、マイナンバー法等の関連法規を遵守すること。特に個人番号を利用する者に

関する罰則の内容について十分注意すること。 

 

１６. 契約不適合の責任 

(1)本業務の検収後１年以内の期間において、本業務の成果物の種類、品質又は数量に関し

て契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）について、契約不適合に

関する責を負わなければならず、事務局からの問合せを受けた受託者は速やかに問合せ

に対応しなければならない。 

(2)上記問合せの結果、本業務の成果物に関して契約不適合が認められた場合は、事務局は、

契約不適合のある本業務の成果物について、相当の期限を定めて受託者の責任及び負担

において修正を請求又は修正に代え若しくは修正とともに当該契約不適合により通常生

ずべき損害に対する賠償の請求をすることができる。なお、修正する際は、修正の方法等

について事務局の承認を得てから作業に着手すること。また、修正の結果について、事務

局の承認を受けること。 

 

１７. 代替提案 

本調達における代替提案について以下に示す。 

(1)応札希望者は、提案書の作成に当たり、本調達に示す仕様によることなく、経済的又は

技術的に優れた代替方法による提案を行うことを妨げない。なお、代替提案を行う場合は、

本仕様書に記載された仕様との差分を明らかにした上で、優れている点を具体的に示す

とともに、その代替提案を採用することによる影響範囲を明確にすること。また、代替提

案を採用することにより生じる追加作業及び費用については、一切を本調達に含めるこ

と。 

(2)契約締結後において、作業及び納入成果物の内容に、技術的又は経済的に優れた代替方

法、その他改良事項を発見・発案した場合には、事務局に対し、その発見・発案された内

容に基づいた作業及び納入成果物の内容変更を事務局に提案するとともに指示を求める

ものとする。なお、代替提案を採用することにより生じる追加作業及び費用については、

一切を受託者の負担とすること。 
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１８. 監督職員 

個人情報保護委員会事務局  石井 莉奈 

※人事異動の場合は後任者等による。 

 

１９. 検査職員 

個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 小田倉 宏和 

※人事異動の場合は後任者等による。 

 

２０. 閲覧資料 

この調達仕様書に示す要件について、受託者のより深い理解に資するため資料を閲覧で

きることとする。 

（１）閲覧予定対象資料 

・個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー 

 

（２）閲覧要領 

本調達に係る応札に当たり、閲覧手続を以下のとおり定めるので、閲覧を希望する者は、

以下の要領に従い閲覧を行うこと。 

ア．閲覧方法 

閲覧に当たっては、事前に E-mail にて日時を調整の上、社名・連絡先、人数等を登録す

ること。 

また、別添１「誓約書」を作成し、閲覧日時までに提出すること。 

イ．閲覧場所 

東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32 階 

個人情報保護委員会事務局 

ウ． 閲覧期間 

令和２年５月 18 日（月）から令和２年６月１日（月）までの期間 

（土日・祝日を除く 10 時から 17 時まで） 

エ．閲覧可能時間 

応札希望者当たり原則１時間以内とする。 

ただし、事務局との協議により、必要に応じて時間を延長することができる。 

オ． 閲覧上の注意 

閲覧中のメモは認めるが、文書のコピー、撮影等は認めない。 

また、個々の内容に関する質問に応じることはできないため、質問がある場合は「提案書

作成要領」別紙「問合せ様式」に記入し、「２２． 本仕様書の内容に関する照会先」へ送付

すること。 
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２１. その他 

（１）遵守すべき文書等 

本調達の実施に当たっては、次の文書に記載された事項を遵守すること。また、次の文

書以外でも、業務・システムの 適化に際して遵守すべき文書等が決定された場合には、

それらに記載された事項も遵守すること。なお、遵守すべき文書が変更された場合も遵守

すること。 

ア. 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（平成 30 年３月 30 日各府省情報化統

括責任者(CIO)連絡会議決定） 

http://www.soumu.go.jp/main.content/000543994.pdf 

イ. 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」（2015 

年（平成 27 年）５月 22 日改訂 内閣サイバーセキュリティセンター） 

http://www.nisc.go.jp/active/general/sbd_sakutei.html 

ウ. 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群 

(ア) 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」（2016 年（平成 28 年） 

８月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kihan28.pdf 

(イ) 「政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針」（2016 年（平成 

28 年）８月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/shishin28.pdf 

(ウ) 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準（平成 28 年度版）」 

（2016 年（平成 28 年）８月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kijyun28.pdf 

(エ) 「府省庁対策基準策定のためのガイドライン（平成 28 年度版）」（2016 年（平成 

28 年）８月 31 日内閣官房サイバーセキュリティセンター決定） 

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/guide26.pdf 

エ. 「サイバーセキュリティ 2017」（2017 年（平成 29 年）８月 25 日情報セキュリティ戦 

略本部） 

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2017.pdf 

 

（２） その他 

ア. 本調達は、原則として日本語により対応すること。 

イ. 本仕様書に記載がない事項であっても、本調達の業務遂行において必要と認め

られる事項に関しては、別途事務局と協議の上、行うこと。 

ウ. 本業務の実施に当たっては、監督職員及びその指定する担当者の指示に従うこ

と。 

エ. 本業務の受託者は、本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要
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がある場合は、事前に監督職員等と協議して決定・解釈すること。この場合、当

該協議に関する議事録を作成し、監督職員等の確認を受けること。 

オ. 本業務において、受託者が使用する事務用品（事務用機器、パソコン、用紙及び

文房具、ファイル等）については、受託者側の費用で用意すること。 

カ. 本業務において発生する電話及び電子メール等の通信料、搬送料については受

託者側が費用負担すること。 

キ. 受託者は、作業従事者を限定して各作業を行うものとし、事務局に対し、当該作

業従事者の氏名、保有資格、実績及び国籍等を書面により提出し、事務局の承認

を得ること。 

ク. 本業務に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとす

る。 

ケ. 作業の実施に当たっては、監督職員等と連絡を密に取ることとし、その指示に従

うこと。 

コ. 受託者は、事務局の監督職員等が作業状況について報告を求めた場合は、速やか

に応じなければならない。 

サ. 新型ウィルス等の影響により、週１回の事務局への訪問が困難な場合は、事務局

職員と協議の上、テレビ会議（又は電話会議）による対応が可能となる環境を用

意する。 

 

２２. 本仕様書の内容に関する問合せ先 

個人情報保護委員会事務局  担当：外山、石井 

所在地：〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3－2－1霞が関コモンゲート西館 32 階  

電 話：03－6457－9783 

E-mail：kojyoui_renraku_pd@ppc.go.jp 

 



（別紙） 

 

個人情報保護委員会事務局 御中 
 

 

 

誓約書 
 

 
私は、「個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務」の調達に係る資料の

閲覧に関しては、次の事項を順守し、閲覧した情報を適切に取り扱うことを誓約します。 

 

 

⑴ 資料の閲覧を通じて知り得た情報（以下「閲覧情報」という。）は、標記調達に関わる応札

に係る検討のみに使用します。 

 

⑵ 標記調達に関わる応札についての検討を共同で行う者に対しては、必要最小限の範囲で共有

することとし、外部には閲覧情報を一切漏らしません。 

 

⑶ 閲覧情報が外部に漏れることなどは、意図的であるかどうかを問わず絶対に発生しないよ

う、厳格に管理します。 

 

⑷ 標記調達に関わる応札についての検討に当たり、閲覧した情報を記した記録物を作成した場

合は、情報が外部に漏れることがないように、提案書提出後、速やかに適切な処理をして廃棄

します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

  

（会社名）                 

（所属部署名）               

（氏名）                印 

 

※氏名は必ず自筆で署名願います。 



 

 

 

 

 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する 

後方支援及び分析業務 

提案書作成要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 

個人情報保護委員会事務局 
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１．はじめに 

本書は「個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務」

に係る調達に関する提案書の作成に当たっての要領を示すものである。 

 

２．提案書作成要領 

⑴ 基本方針 

応札しようとする事業者（以下「提案者」という。）は、調達仕様書に記

載されている業務内容並びに全ての要求要件、全体方針及び作業内容を理

解し、本業務の特性を把握した上で、その遂行に当たって提案者が業務全

体を通じて重要と考える事柄について提案を行うこと。 

 提案に当たっては、単に本調達仕様書の内容を書き写すのみにとどまら

ず、取組や方針及び手順等について具体的に記述すること。 

調達仕様書２０のとおり閲覧資料を準備しているが、閲覧実施要領の記

載事項を遵守した上で積極的に閲覧し、柔軟な提案を行うことが望ましい。 

⑵ 提案すべき内容 

「総合評価基準書」の別添１及び別添２の「提案すべき内容（提案書記

載事項）」欄に示す事項について提案すること。 

⑶ 作成要領及び様式等 

ア.  提案書類は、日本工業規格A列4番（図表等について、A列4番で示す

ことが困難なものはA列3番を使用することも可とする。）を使用し、

原則として、文字の大きさを11ポイントとし、日本語で作成すること。 

イ. 提案書の表紙に表題、作成日を記載すること。なお、ファイル・バイ

ンダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様

に記載すること。 

 また、提案書及び提案表をとじるファイル・バインダー自体は、可

能な限り提案者名の推測が不可能なものを使用すること。 

ウ.  表題は「個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析

業務」とすること。 

エ.  提案者の情報として、提案書の表紙等、適宜の箇所に①提案者名、

②代表者名、③所在地、④提案書作成・提出に関する連絡担当者名、

⑤連絡担当者の所属部署名、電話番号（内線）、FAX番号及びE-Mailア

ドレスを記載すること。 

オ.  提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。 

カ.  「総合評価基準書」の別添１及び別添２の「提案書記載箇所」に調

達仕様書の要求要件に対応する提案の記載箇所を記すとともに、別添

１及び別添２は提案書に添付すること。 

キ.  本調達に係る経費を見積り、見積書１部を提案書とあわせて提出す

ること。見積りは、人件費と物件費等に分け、人件費については単価

及び工数を明らかにすること。 
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ク.  可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。 

ケ.  業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。 

 

３．提出場所等 

⑴ 提出場所 

個人情報保護委員会事務局総務課会計係 

担当：中西 裕太、新籾 早紀 

住所：東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階 

電話：03-6457-9619 

⑵ 提出部数等 

提案書は、書面によりそれぞれ８部提出すること。 

提出部数のうち、６部については、提案者情報を塗りつぶし等の方法に

より提案者名を識別できないようにすること。 

なお、当該６部については、応札条件等を証明する各種証明書類の写し

等についても、提案者名が表示されている箇所及び登録番号等により判別

できる情報並びに従事者の氏名に係る部分も塗りつぶす等により識別でき

ないようにすること。 

また、提案者名を識別できないようにした提案書を収録した電子媒体

（CD-R又はDVD-Rとし、表面には「表題」及び「提案者名」を記載するこ

と。）１枚を提出すること。なお、電子媒体に収録する提案表はMicrosoft 

Office 2016で読み取り可能な形式によること（PDFのみによるものは不

可。）。 

 

４．提出期限 

令和２年６月18日（木）正午（郵送の場合は必着のこと。） 

 

５．提出方法 

郵送又は持参とする。 

 

６．留意事項 

⑴ 提案に係る経費は提案者の負担とする。 

⑵ 提出された提案書等は、本調達の調達先選定のためのみに使用するもの

とする。 

⑶ 提出された提案書等は返却しない。 

⑷ 提案者は、提案書提出後に個人情報保護委員会事務局（以下「事務局」

という。）から説明を求められた場合には、速やかにこれに応じること。 

⑸ 落札者は提案書にて提案した事項について、事務局からの指示があった

場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。 
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⑹ 仕様書に記載の、事務局が別途指定または提示する予定の資料の案につ

いては、本調達の公告後から令和２年６月１日（月）までの期間中、事務

局において閲覧することができるものとする。閲覧を希望する場合は、予

め当事務局（「７．問合せ先」）に連絡のうえ日程等個別に調整することと

する。 

⑺ 本調達の仕様書に係る質問・照会は、別紙（問合せ様式）によることと

し、原則としてE-Mailでの受付とし、令和２年６月８日（月）までを期限

とする。 

  

７．問合せ先  

個人情報保護委員会事務局 

担当：外山、石井  

連絡先 住所：東京都千代田区霞が関３-２-１  

霞が関コモンゲート西館32階 

 電 話：03－6457－9783 

E-Mail：kojyoui_renraku_pd@ppc.go.jp 



 

 

 

 

 

 

個人データ漏えい等事案の対応に関する 

後方支援及び分析業務 

総合評価基準書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 

個人情報保護委員会事務局 
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１．はじめに 

本書は「個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務」

に係る調達の評価基準について示すものであり、評価手続等は次のとおりで

ある。 

 

２．総合評価の方法 

提案内容及び入札価格を基に、価格点及び技術点をそれぞれ算出し、その

合計点数を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。 

⑴ 価格点に100点、技術点に200点に配分し、総合評価点数の満点を300点と

する。 

⑵ 総合評価点数の最も高い者が二者以上あるときは、当該者のくじ引きに

よって落札者を定める。 

 

３．技術点 

技術点については、提案書審査者が別添１「総合評価項目一覧（基本的事

項）」及び別添２「総合評価項目一覧（提案依頼事項）」に基づいて提案内容

を審査し採点する。 

⑴ 技術点は、必須項目に対応する基礎点と評価項目ごとの加点（加点項目

の評価項目ごとに設定される加点）の合計とする。 

なお、技術点の配分は基礎点を47点、加点を153点とする。 

⑵  必須の評価項目に関する事項は、別添１及び別添２の「提案すべき内容

（提案書記載事項）」欄に示された事項について、提案の内容が調達仕様

書に記載する要求要件に照らして最低限の要求要件を満たしているか否か

を評価することとし、別添１及び別添２の必須項目に掲げる全ての要件を

満たしている場合には、基礎点（47点）を与え、必須項目に掲げる要件に

ついて、満たさないものがある場合には、不合格とする。 

なお、加点項目については、項目ごとに提案書に記載された提案内容に

応じて配点の範囲内の得点（最高153点）を与える。 

⑶ 技術点は、提案書審査者の採点結果を評価項目ごとに平均して算出する。 

なお、算出値は小数点第三位以下を切り捨てた値とする。 

 

４．価格点 

価格点は、入札書により次のとおり算出する。ただし、予定価格を超過し

た場合は失格とする。 

 

価格点 ＝ 100点 ×（ 1 － 入札価格／予定価格 ） 

 



別添１

提案書記載箇所※

○ ―

○

○

○
本調達の契約期間内に各作業が実現可
能である全体導入スケジュールを具体
的に示すこと

○ ―

○

○

３（１） 業務管理
○

３（２） 個人データの漏えい等事案への対応に係る支援
業務 ○

３（３） 情報提供
○

３（４） 事務局職員向け研修の実施
○

３（５） 漏えい等事案の分析
○

○ ―

４（１） 納入成果物及び納入期限
○ ―

４（２） 納入方法
○ ―

４（３） 納入場所、納入条件
○ ―

４（４） 納品・検収条件
○ ―

○
本調達の各作業が実施できる体制を示
すこと。

○

各作業における工数を示し、各作業の
作業要員の氏名を示すこと。
なお、再委託を行う場合は、記載する
要員及び体制に再委託先を記載するこ
と。
また、情報セキュリティを確保するた
めの組織の体制等を示すこと。

○
―

○ ―

○ ―

○ ―

○

再委託申請を行う場合には、必要事項
の申請及び承認を得ることを示すこ
と。また、委託する業務の範囲や委託
業務の割合について現時点で想定して
いる内容を示すこと。

○ ―

○ ―

○ ―

○ ―

○ ―

○ ―

○ ―

    本調達の請負者に求められる要求要件を遵守することとします。
　　 なお、本書及び提案書の提出により、これを誓約するものとします。

※「提案書記載箇所」欄には、要求要件に対応する提案の記載箇所を記載すること。

　【提案者における誓約】
　　　当社は、「調達仕様書における遵守事項」欄に○が付されている項目について、調達仕様書に記載された内容を理解するとともに、

１１　著作権

１０　再委託

１２　機密保持

１７　業務改善に係る提案

１５　遵守すべき法令等

１３　環境への配慮

１４　技術等提案書の遵守

成果物の作成

７　　応札条件

作業の体制等

作業体制

１６　契約不適合の責任

特記事項

６　作業報告

８　　情報セキュリティの確保

２　目的

３　業務スケジュール

調達案件の概要に関する事項

総合評価項目一覧（基本的事項）

調達仕様書項番
調達仕様書に

掲げる遵守事項

提案すべき内容（提案書記載事項）

本調達の背景と目的、業務の範囲等を
理解していることを示すこと。

５　契約業務期間

本業務の内容に関する事項

１　件名

３　作業内容

調達仕様書にて掲げる業務内容に対す
る実現方法、改善点、提案等をそれぞ
れ具体的に示すこと。



別添２

件　　名 個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務

得点配分 価格点：技術点＝１：２（種別Ａ＋種別Ｂ）

種　別

Ａ：実施体制等
Ｂ：創造性等

１．本業務の実施方針等 全体 42

ア
本業務の実施の前提となる問題意識、検討
すべき課題等について適切に認識されてい
るか。

(3) Ｂ
別添１「総合評価項目一覧（基本的事
項）」の「提案書記載箇所」欄へ記載
すること。

イ
仕様書に示した内容について、漏れなく提
案されているか。

(3) Ｂ

ウ

仕様書に示した内容を踏まえつつ、独自の
知見に基づく有益な提案がなされている
か。【独自の知見に基づく有益な提案がな
されている場合、１件追加毎に最大６
点。】

18 Ｂ

ア
作業日程が適切で、目的に沿った実現性は
あるか。

(3) Ａ

イ
目的達成のために、日程、作業手順が効率
的であるか。

15 Ａ

3 95

ア
仕様書に示した内容について、漏れなく提
案されているか。

(5) Ａ

イ
仕様書に記載された項目以外に、本業務の
目的に沿った提案がなされているか。

15 Ｂ

ア
仕様書に示した内容について、漏れなく提
案されているか。

(5) Ａ

イ
仕様書に記載された項目以外に、本業務の
目的に沿った提案がなされているか。

15 Ｂ

ア
仕様書に示した内容について、漏れなく提
案されているか。

(5) Ａ

イ
仕様書に記載された項目以外に、本業務の
目的に沿った提案がなされているか。

15 Ｂ

ア
仕様書に示した内容について、漏れなく提
案されているか。

(5) Ａ

イ
仕様書に記載された項目以外に、本業務の
目的に沿った提案がなされているか。

15 Ｂ

全体
①～④に加えて、本業務に際し委員会に
とって有益なその他の提案がされている
か。【提案がある場合最大１５点】

15 15 Ｂ

３．成果物の作成 4 10

全体
成果物の完成イメージが示されているか。
【提案がある場合最大１０点】

10 10 Ｂ

４．組織の経験・能力・体制 全体 53

ア
過去に類似の業務を最低１回は実施してい
るか。

(3) Ａ

イ
過去に類似の業務を複数回実施している
か。【１件実施毎に最大２点。合計10点ま
で】

10 Ａ

ウ
過去に官公庁において類似の業務を実施し
たことがあるか。

5 Ａ

①　個人データの漏えい等事案への対応に係る支援業務

24

評　価　項　目
仕様書
番号

提案すべき内容（提案書記載事項）
評　価　基　準

配　点

( )は必須項目
他は加点対象

                  総合評価項目一覧（提案依頼事項）  

提案書記載箇所※
枝
番

20

③　情報提供

18

①　提案内容の妥当性 全体

２．本業務の実効性

全体

①　組織の類似業務の経験・能力 全体

②　事務局職員向け研修の実施 全体

①　仕様書において納入を定める成果物

⑤　その他

18②　作業計画の妥当性、効率性

④　漏えい事案等の分析 全体

20

20

20

全体

全体



ア
本業務の実施に当たり、必要な人員・管理
体制が確保されているか。

(5) Ａ

イ
必要な人員のうち、本業務に専任で当たる
ことができる者はいるか。また、追加で十
分な人員が確保されているか。

5 Ａ

ウ
本業務に関する十分な知識・知見を持って
いるか（提案書に明らかに事実と異なる認
識の記載がないか。）。

(5) Ａ

エ

情報セキュリティが適切に管理できる体制
が取られているか。
【プライバシーマーク又はISMSがあれば５
点】

(5) Ａ

オ
閲覧資料の内容を踏まえた実施体制が提案
されているか。

5 Ａ

全体

女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律に基づく認定（えるぼし認定企業）
・１段階目(※１) 5点
・２段階目(※１) 7点
・３段階目 10点
・行動計画(※２) 10点
※１　労働時間等の働き方に関する基準は
満たすこと。
※２　女性活動推進法に基づく一般事業主
行動計画の策定義務がない事業主（常時雇
用する労働者の数が300人以下のもの）に限
る（計画期間が満了していない行動計画を
策定している場合のみ）。

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に
基づく認定（くるみん認定企業、プラチナ
認定企業）
・くるみん（旧基準）5点
・くるみん（新基準）7点
・プラチナくるみん 10点

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者
雇用促進法）に基づく認定
・ユースエール認定 10点
（複数の認定等に該当する場合は、最も配
点が高い区分により加点を行う。）

10 10 Ａ

基 礎 点　、　種 別 Ａ (47)

加　　点　、　種 別 Ｂ 153

技　術　点　合　計 (200)

基礎点：配点のうち( )付は必須項目であり、１項目でも評価基準を満たさないと不合格となる。
加　点：基礎点以外の項目は、評価基準に応じて加点対象とする。
集計方法：技術等審査会の審査員毎の採点を平均（小数点第２位未満を切捨て）して行う。

200

②　実施体制の適格性、業務実施能力 全体 25

合　　　　　　　　　　計

③　女性の活躍の推進に関する取組等



（別紙　問合せ様式）
調達件名：個人データ漏えい等事案の対応に関する後方支援及び分析業務

項 頁番号 行番号 項 目 種 別 理    　 由

1

2

3

4

5

注）１．種別欄には、質問の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
　　　　［１．調達仕様書に対する質問等  　２．提案書作成要領に対する質問等  　３．その他］
　　２．質問等及び理由は、明確かつ簡潔に記載すること。
　　３．本様式の変更は、行わないこと。

質問等の総数

質　　　問　　　等

電話番号

ＦＡＸ番号

E-mail

部 署 名

担当者名

住   所

提 出 日

会 社 名

代表者名

1 / 1
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