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１ 概要 
 

1.1 件名 

 廃棄物行政支援データベースシステム構築に関する業務 

 

 

1.2 概要 

 

1.2.1 目的・目標 

 

(1)目的 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づ

く申請・届出は、各保健所で受理後、環境整備課へ進達・報告されており、申請・届出の審査及

び台帳への情報入力、管理は、環境整備課と各保健所がそれぞれ独立して行っている。そのた

め、作業効率が悪くなっていることに加えて、環境整備課と各保健所間において情報共有が十

分に図られていない。 

 上記課題を解決するため、廃棄物行政の効率化と担当者の負担の軽減を図ることを目的として

事業者情報などのデータベースを整備するとともに、同データベースのデータを用いて、事業者

の監視・指導、行政処分、各種申請・届出審査などに活用できる「廃棄物行政支援データベース

システム」を構築する。 

①事業者情報及び各種申請情報のデータベース化 

   事業者情報及び各種申請情報をデータベース化することにより、統計処理の効率化、迅

速化が図られるとともに環境整備課と各保健所間で何時でも簡単に情報を共有することが

可能となる。 

②事業者への監視・指導記録のデータベース化 

   事業者への行政指導・処分に関する各種情報をデータベース化することにより、問題事

業者等に関する環境整備課と各保健所間の情報共有の円滑化、指導データ蓄積による指

導・監視の高度化・簡易化、さらに、指導等に従わない業者に対する行政処分を行う際など

の書類作成の容易化、迅速化が可能となる。 

③審査等支援システムの構築 

   同データベースのデータを基に各種申請・届出の審査業務における各種書類作成を支

援（入力の自動化など）するシステムを構築することにより、審査作業の迅速化、効率化と併

せて担当者の業務の負担を軽減することが可能となる。 

 

(2)目標 

 本システムの導入により、以下の目標を達成することをめざしている。 

 ・廃棄物関連業務について、環境整備課及び各保健所における申請・届出の業務処理時間 

をそれぞれ１件あたり１時間以上削減する。 

   ・環境整備課から他機関あて行う犯歴照会に係る業務処理時間を１件あたり１時間以上削減す

る。 

 ・廃棄物処理業者等が複数の業を行っている又は施設を有している場合の変更届出等の提出

漏れを事前に無くすようにする。 
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1.2.2 対象業務の概要 

 

(1)対象業務分野とシステム化範囲 

 本システムの対象となる業務は、廃棄物行政支援データベースシステムである。 

 業務の概要とシステム化の範囲は以下のとおりである。 
業務 概要 システム化範囲 備考 

産業廃棄物処理業等許認可 収集運搬業、処分業、処理施設に関

する許可申請について、保健所及び

環境整備課での審査及び管理。 

○ 

 

一般廃棄物処理施設設置許可 処理施設に関する許可申請につい

て、保健所及び環境整備課での審査

及び管理。 

○ 

 

自動車リサイクル関連業許認

可 

引取業、フロン類回収業、解体業、破

砕業の登録及び許可申請について、

保健所及び環境整備課での審査及び

管理。 

○ 

 

 

(2)利用者特性 

 本業務の関係者は以下のとおりである。 

 
利用課 利用者数 備考 

環境整備課 10人  

各保健所 20人  

 

 

(3)業務量 

 本システムの対象となる業務の業務量は以下のとおりである。 
区分 種類 件数 備考 

年間総処理件数 （特別管理）産業廃棄物 

収集運搬業 

申請 264件  

届出 817件  

（特別管理）産業廃棄物 

処分業 

申請 56件  

届出 115件  

産業廃棄物処理施設 申請 13件  

届出 85件  

一般廃棄物処理施設 申請 ４件  

届出 ３件  

引取業 申請 72件 保健所のみ 

届出 ０件 〃 

フロン類回収業 申請 85件 〃 

届出 ０件 〃 

解体業 申請 73件  

届出 71件  

破砕業 申請 ９件  

届出 14件  

犯歴照会 440件 環境整備課のみ 
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区分 種類 件数 備考 

ピーク月月間 

総処理件数 

（特別管理）産業廃棄物 

収集運搬業 

申請 40件  

届出 100件  

（特別管理）産業廃棄物 

処分業 

申請 10件  

届出 20件  

産業廃棄物処理施設 申請 ３件  

届出 10件  

一般廃棄物処理施設 申請 １件  

届出 １件  

引取業 申請 10件 保健所のみ 

届出 １件 〃 

フロン類回収業 申請 10件 〃 

届出 １件 〃 

解体業 申請 10件  

届出 10件  

破砕業 申請 ２件  

届出 ３件  

犯歴照会 50件 環境整備課のみ 

 

1.2.3 業務内容・成果物 

 

(1)業務内容 

 業務内容は以下のとおりである。 

 
業務 内容（詳細作業） 

①プロジェクト管理業務 ・進捗、工程管理作業 

・課題管理作業 、その他関連作業 

②設計業務 ・本システムの設計作業 

・本県ネットワーク機器（システム接続部）の設計支援作業 

・その他関連作業 

③構築業務 ・基本ソフトウェア製品の設定作業 

・ハードウェア製品のネットワーク設定作業 

・ソフトウェアのインストール、設定作業 

・本県ネットワークへの接続作業 

④その他関連業務 ・テスト作業 

・単体試験作業（ソフトウェアやサーバ機器など単体での試験） 

・結合試験作業（システム群での試験） 

・統合試験作業（実運用環境での試験） 

・受入試験作業支援（システムの利用者を交えた試験） 

⑤研修業務 ・システム管理者への研修作業 

・システム利用者への研修作業 

⑥運用保守業務 

 （令和３年度以降） 

・システムの運用作業 

・システムの保守業務 
 

また、①プロジェクト管理業務にあたっては、契約締結後10営業日以内に、業務実施計画

書（プロジェクト計画書）を作成し、本県に提出すること。事業の目標、作業範囲及び目的

達成指標等を定義すること。 

スケジュール表、プロジェクト及び進捗管理方法、設計開発の進め方、リスク管理方法、

疑義が生じた場合のやりとり方法等、受託者の方針を具体的に記述した計画書とし、協議し

合意した内容とすること。 

業務計画書は、内容及び体裁は本県向けのものとして専門的な知識を有しない者であって

も容易に理解できる内容にすること。   



4 

 

(2)成果物 

 本業務の成果物は以下のとおりである。 

 
成果物 内容 

①本システム 本システムの環境構築を行い利用可能な状態で提供を行うもの 

・本システム 一式 

②本システムデータ 本システムの環境構築に伴い必要となったデータ 

・本システムに搭載する業務データ 一式 

・本システムを構成するハードウェア、ソフトウェアの設定データ 一式 

・上記データを格納した電子媒体 一式 

③業務実施計画書 契約締結から10営業日以内に紙媒体１部を提出し、事前に本県の承認を得

ること。 

④テスト計画書及び 

  テスト結果報告書 

・各種テスト作業について、着手予定日の10日前までにテスト計画書を提出

し、本県の承認を得ること。 

・各種テスト完了後は、テスト結果報告書を提出すること。 

⑤研修計画書 研修を実施する10日前までに研修計画書を提出し、本県の承認を得ること。 

⑥完成図書 本システムの環境構築に伴い作成した各種ドキュメント等をとりまとめ、完成

図書として提出すること。 

・プロジェクト管理関連 一式（プロジェクト管理資料 等） 

・設計関連 一式（基本設計書、詳細設計書 等） 

・構築関連 一式（構築作業手順書、設定シート 等） 

・テスト関連 一式（テスト計画書、テスト結果報告書 等） 

・研修関連 一式（研修マニュアル 等） 

・その他 一式（システム操作マニュアル、本県との打ち合わせ議事録 等） 

・上記ドキュメントを格納した電子媒体 一式 
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２ システム機能要件 
 

2.1 機能要件 

 

2.1.1 機能構成 

 本システムは、大きく以下の機能から構成される。 

 
機能分類 概要 

台帳機能 産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設及び自動車リサイ

クル法各種業者情報の入力、検索等を行う。 

審査支援機能 産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設及び自動車リサイク

ル法各種業について、各種申請・届出の状況について、入力、検索及び帳票出力など

を行う。 

業者検索機能 業者名から各種業の許可・登録状況、施設の設置状況を検索する。 

管理機能 登録事業者情報及び各種申請・届出等公文書を管理する。 

 

 

2.1.2 機能仕様要件 

  本システムでは、別紙１に示す機能を備えること。ただし、業務において法制度上求められる機

能仕様要件については明記されていない場合においてもシステムを構成する上で備えるべきも

のとして、仕様に含まれているものとする。 

  また、構築業務着手後、要件定義、設計やテスト等の工程において、一覧に示したもの

以外にも本件の業務要件を満たすのに必要性が明らかになった機能に関しては、それらも

含めて設計開発を行うこと。 

 

2.2 帳票要件 

 本システムでは、別紙２に示す機能を備えること。ただし、一部の帳票については、形式が未確

定であり、令和３年度以降に確定し、追加構築を行うことを想定している。 

 

2.3 あいまい検索 

 あいまい検索を実施する場合に備えてDB上、台帳の以下の項目はそれぞれ別項目として保持す

る。 

 ※あいまい検索とは・・・用語の説明 

  住所→郵便番号、都道府県、市区町村、番地、ビル/マンション/アパート名 

  氏名→姓、名 

  法人格→(株)、(有)、(財)、(社)・・・ 

  他にも同様にあいまい検索を行う項目がある場合には上記のように別項目として保持する。 

 

2.4 次期システムの構築に向けた対応 

 将来的なシステム移行を見据え、次期システム構築時にはデータ移行が容易となるような

汎用的な方法及び形式でデータが抽出できる設計とすること。 
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３ システム非機能要件 
 

3.1 規模要件・性能要件 

 

3.1.1 機器 

 本システムでは以下の機器の利用を想定すること。 

 
No 機器の区分 機器名 設置場所・拠点数 台数 備考 

１ 端末 職員端末 本庁舎内１箇所 10  

北部保健所 ４ 

中部保健所 ５ 

南部保健所 ５ 

宮古保健所 ３ 

八重山保健所 ３ 

２ プリンタ カラープリンタ 本庁舎内１箇所 ２ 既設のプリンタを活

用する。 北部保健所 １ 

中部保健所 １ 

南部保健所 １ 

宮古保健所 １ 

八重山保健所 １ 

 
 

3.1.2 データ量 

 本システムでは以下のデータの管理を想定すること。 
No データ名 件数 見込み増加量 備考 

１ （特別管理）産業廃棄物収集運搬業 

申請・届出 

― 1,200件／年  

２ （特別管理）産業廃棄物処分業 

申請・届出 

― 200件／年  

３ 産業廃棄物処理施設設置許可 

申請・届出 

― 100件／年  

４ 一般廃棄物処理施設設置許可 

申請・届出 

― 20件／年  

５ 引取業登録申請・届出 ― 100件／年  

６ フロン類回収業登録申請・届出 ― 100件／年  

７ 解体業許可申請・届出 ― 200件／年  

８ 破砕業許可申請・届出 ― 30件／年  

９ 犯歴照会起案文書 ― 500件／年  

10 産業廃棄物収集運搬業台帳 約1,000件 約100件／年  

11 産業廃棄物処分業台帳 約170件 約10件／年  

12 特別管理産業廃棄物収集運搬業台帳 約120件 約10件／年  

13 特別管理産業廃棄物処分業台帳 8件 約5件／年  

14 産業廃棄物処理施設台帳 約200件 約10件／年  

15 一般廃棄物処理施設台帳 約50件 約10件／年  

16 引取業台帳  約50件／年  

17 フロン類回収業台帳  約20件／年  

18 解体業台帳 約150件 約10件／年  

19 破砕業台帳 約30件 約10件／年  
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3.1.3 利用者数 

 本システムでは以下の利用者による利用を想定すること。 

 
No 区分 全体利用者数 同時利用者数 見込み増加数 備考 

１ 本庁内職員 10人 ７人 －  

２ 北部保健所 ４人 ３人   

中部保健所 ５人 ４人   

南部保健所 ５人 ４人   

宮古保健所 ３人 １人   

八重山保健所 ３人 １人   

 

 

3.1.4 性能要件 

 本システムでは以下の性能を確保すること。 

 
No 項目 内容 要件 備考 

1 応答時間 主要な画面操作における入力か

ら処理完了までの時間。 

２秒以内であること ファイルアッ

プロードな

ど、明らかに

時間のかか

る操作はその

限りではな

い。 

 

 

3.2 情報セキュリティ要件 

 

3.2.1 権限設定 

 対象システムは、権限のない者による機密情報へのアクセスやデータの改ざんが行なわれな

いように、以下のとおりアクセス権限の設定ができること。 

 

(1) 権限毎の機能提供 

・アクセス権限を、システム管理、業務管理、通常業務、照会業務などで分類化し、それぞれの

内容に応じた処理機能を提供すること。 

・端末や施設のIPアドレスを用いて、システムへのアクセス制限を行うこと。 

 

 

3.2.2 情報セキュリティ対策 

 本システムについて「沖縄県情報セキュリティポリシー」を確実に遵守すること。 

 特に以下の対策は確実に実施すること。 

 

(1)セキュリティパッチ 

・システム専用のサーバ・パソコンを導入する場合、搭載するOSを含む各種ソフトウェアについ

て、セキュリティ脆弱性に関する情報に注意し、最新のセキュリティパッチを適用するよう運用

設計すること。 

・セキュリティパッチ適用することにより、他のソフトウェアが不正動作を行わないよう事前の検討

または検証を行うこと。 

 
(2)ウィルス対策 

・システム専用のサーバ・パソコンを導入する場合、ウィルス対策ソフトを導入すること。 
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・運用時は最新のパターンファイルを適用し、定期的なスキャンとあわせて確認管理を実施す

ること。 

 

 

3.3 信頼性等要件 

 

3.3.1 信頼性要件 

・別紙３に示す、サービスレベルを参考に提案すること。 

・データベースサーバについては、冗長化を施すこと。 

・障害の発生を未然に防止又は速やかに発見できる機能を有すること。 

・停電、落雷等におけるシステム障害を回避するため安全にシャットダウンできる無停電電源

装置を備えた構成であること。 

 

 

3.3.2 拡張性要件 

 本システムの対象業務に関連して、現時点で法制度改正が成立しているものについては、

システムの機能変更に対応すること。 

 ただし、大規模な影響があると本県が合理的に判断する場合、本業務の対象に含めるか否

か協議を行う。 

 

 

3.3.3 上位互換性要件 

 要件を以下に示す。 
項目 要件 

OS 
Windows10以上、ただしサポート終了に伴い、バージョンアップの必要性

が出た場合には、本県へ連絡し対応すること。 

 

3.3.4 システム中立性要件 

 本システムについては、本資料に特に断りがない限り、極力、標準的な技術を用いること。 

 ハードウェアは、メーカーを特定せず調達・運用ができるよう留意すること。 

 

 

3.3.5 事業継続性要件 

  震災等の非常時においては別途協議の上対策を立案し、可能な限り早期にシステムを

復旧すること。  
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3.4 運用要件 

 

3.4.1 システム稼働・監視等要件 

・別紙３に示すサービスレベルを参考に提案すること。 

・障害が発生した際には、担当者に即時に通知する機能を保持すること。 

 

3.4.2 データ管理要件 

・本システムで扱うすべてのデータの保全が実施できる環境であること。 

・データの消失を防ぐため、定期的にバックアップを行う機能を有すること。 

・バックアップしたデータを速やかにリストアできる機能を有すること。 

 

3.4.3 運用施設・設備要件 

・別紙４に示すシステム運用に係る機器等賃貸借及び保守に関する業務仕様書を参考に提

案すること。 

・本システムで使用する電源量は省電力構成を図ること。なお、必要な場合電源の確保は本

県にて行う。 

 

 
3.5 保守要件 

・別紙３に示すサービスレベル及び別紙４に示すシステム運用に係る機器等賃貸借及び保守に関

する業務仕様書を参考に提案すること。 

・保守手引書及び連絡体制図を本県に提出するとともに、常時運用を円滑に行うための保守（点検

及び障害復旧等を含む。）体制を確保すること。 

・保守対応時間は、土曜、日曜、祝日及び年末年始（12月29日から1月3日）を除く、平日の8時30分

から17時30分とすること。ただし、緊急を要する場合の対応については、本県と協議の上対応する

こと。 

・本県からの情報伝達方法は、電話及びメールとし、それらを受ける環境を整備すること。 

・本システムの故障もしくは障害が発生したときには、いかなる事象においても一次切り分けを速や

かに実施し、関係各所（本県やハードウェア、ソフトウェアの保守業者等を指す。）へのエスカレー

ション対応を実施すること。 

・発生した故障について、報告書（故障箇所、内容、対処策など）を作成し、本県に提出すること。 

・本システムに故障が発生しないように予防措置に関する情報提供を適宜行うこと。 

 

 

3.5.1 ソフトウェア保守 

・システムの機能的な不具合の修正を保守の対象とすること。 

・各サーバへのリモートアクセスは原則禁止とする。ただしデータセンター型の場合で、かつ、地理

的又はセキュリティ上やむを得ない理由がある場合、その理由とセキュリティ対策内容を示し、県所

管課の承認を得ること。 

・ソフトウェアの導入は、原則、夜間もしくは休日等の利用時間外に実施すること。 

・本システムを構成するソフトウェアに対して、セキュリティホール及びバージョンアップ情報等が公

開された場合、速やかに本県へ報告し対応すること。 

 

3.5.2 ハードウェア保守 

・故障箇所が本調達にて調達したハードウェアであった時には、現状の機器もしくは同等以上の能

力を有する機器（部品交換含む）を用意し、速やかに復旧対応すること。 

・本システムを構成する本調達にて調達したハードウェアに対して、セキュリティホール及びバージ

ョンアップ情報等が公開された場合、速やかに本県へ報告し対応すること。  
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3.6 情報システム稼働環境 

 

3.6.1 全体構成 

本システムは CORAL21 環境での利用を想定している。稼働基盤となるサーバ機器等は、本庁

内に設定する。 

システムの全体構成は、下図のように想定している。 

 
（１）構成イメージ 

 
 
・必要となるハードウェア等については受託者で負担することとし、システム構成についても上図と

同等の構成を有すること。詳細なシステム全体構成については提案すること。 

 ・3.6.2（3）の対応を行うこと。 

 ・ハードウェアの設置場所やネットワークの設定については委託者と協議し、決定すること。 

  

CORAL21 

各保健所 

他機関 

警察本部、検察庁、市町

村 

出力して照会 

・・

・ 

・・

・ 

・・

・ 
・・

・ 

 

情報共有 

・・

・ 
・・

・ 

 
本庁 

DBサーバー NAS 

 

WebAPPサーバー 
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3.6.2 ハードウェア構成 

 

(1)端末 

 端末は、既設の端末を活用する。端末の要件を示す。 

 
項目 要件 

OS Windows 10 Professional 

CPU Intel Core i3 7100U（2.4GHｚ） 

メインメモリー 8GB 
ウェブブラウザ Internet explorer、Edge、Fire fox、Chrome 

 

 

(2)サーバ 

 サーバについては、以下の点を考慮すること。 

・サーバの台数や実装については特に定めないが、自庁型サーバの場合は省スペース

化、省エネルギー化について考慮すること。 

・使用するハードウェア・ソフトウェアはメーカーに関係なく調達・運用できるように留意する

こと。 

・DB サーバはレスポンスや耐障害性について適切な対応となるように留意すること。RAID

等の実装を基本とする。 

・サーバデータは適切にバックアップでき、データが破損した場合にも迅速に復旧できるこ

と。 

・サーバーのバックアップの最低世代管理数、バックアップのタイミング等はサーバー障害

から迅速に復旧できる適切な方法となるように留意すること。 

 

3.6.3 ソフトウェア構成 

・端末にソフトウェア（ActiveXコントロールなどのプラグインを含む）のインストールをすることなく

利用できる構成とすること。 

・Web型システム構築を行う場合には、クライアントからアクセスする際のウェブブラウザを限定す

ることなく、Internet explorer、Edge、Fire fox、Chrome等からアクセスできるようにすること。 

・クライアント数の増加によるソフトウェアライセンスの経費増が発生しないソフトウェアを用いた構

成とすること。 

・その他ソフトウェアの具体的な実装については特に定めないが、標準的なものを利用すること。 

・産業廃棄物行政支援システムは起動時には自動的に最新版を取得すること。 
 

 

3.6.4 ネットワーク構成 

 本システムが接続されるネットワークの概要は以下のとおりである。 
項目 条件 

プロトコル TCP/IP （使用にあたって制限のあるプロトコルがある。） 

WAN 15Mｂｐｓ以上 

LAN １Gbps  

接続ネットワーク機器 レイヤー２スイッチ２台冗長構成 

 

 

3.6.5 アクセシビリティ要件 

・システムの画面はできる限り統一感を持たせること。 

・システムで利用するキーはできる限り統一感を持たせること。 
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3.6.6 テスト要件 

・本システムの本格運用までに以下のテストを段階的に行い、都度、本県の承認を受けること。 

単体テスト（サーバやネットワーク機器など単体での試験） 

結合テスト（本システム群での試験） 

統合テスト（ネットワークへ接続後の試験） 

運用テスト（利用者を据えての試験） 

・本県が指定する期日までにテスト結果が記されたテスト結果報告書を作成し、提出すること。 

・テストの実施方法、内容、実施時期などについて提案すること。 

 

3.7 教育 

・システム管理者およびシステム利用者に対する本システムの運用及び操作研修を本県が用意

する施設にて実施すること。なお、研修で利用するシステムは、本システムを想定する。 

・本研修で利用するマニュアルを作成し、必要部数（30部以上）を準備すること。 

・研修の実施方法、内容、実施時期について提案すること。 

 
3.8 作業の体制及び方法 

 

3.8.1 開発体制・役割 

 

(1)体制 

 受託者は、本業務を統括し、本県との窓口となる責任者を設置すること。 

  

①平常時連絡体制 

 特に定めない限り、責任者等との連絡は本県の通常業務時間内（平日の8:30～17:30）は

電話にて対応し、本県との協議により受託者が必要と判断した場合は本県への派遣を行う

ものとする。 

  

②緊急時連絡体制 

 本県の通常業務時間外において、本県が緊急に責任者等と連絡調整を必要とする場

合、受託者は本県と責任者等との間で所要時間内に電話連絡等を取れる体制を整備する

こと。 

 

③業務実施体制 

業務の実施体制には、以下の要件を含むこと。 

・情報セキュリティ等に関する以下認証を取得していること。 

     

・本業務を実施予定の組織・部門が、品質マネジメントシステムである 

ISO9001:2015/JIS Q9001:2015の認証を受けていること。または、これと同等の 

品質マネジメントシステムを確立していること。 

 

・本業務を実施予定の組織・部門が情報セキュリティマネジメントシステム 

（Information Security Management System：ISMS）適合性評価制度における 

認証ISO27001:2013/JIS Q27001:2014等を取得していること。または、これと同 

等の情報セキュリティマネジメントシステムを確立していること。 

 

      ・本業務においてクラウドサービスを活用する場合、実施予定の組織・部門がクラ 

ウドサービスに関する情報セキュリティISO/IEC27017の認証を受けていること。 
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または、これと同等のISMSクラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を受けて 

いること。 

 

・本業務においては個人情報の取扱があることから、一般財団法人日本情報経済社 

 会推進協会又は同協会が指定する機関よりプライバシーマークの付与を受けてい 

ること。 

 

尚、再委託を行う場合においては、応札希望者の品質、情報セキュリティ及び個人 

情報保護の各マネジメントシステムに従って、再委託先についても応札希望者と同 

等の取組みを実施させること。 

 

・プロジェクト管理に係る公的な資格を保有していること。 

・業務を遂行する上で適切な品質管理基準を取得していること。 

 

 

3.8.2 管理方法 

・本県が指定する期日までにプロジェクト管理基準を記したプロジェクト計画書及び関連資料を

作成し、提出すること。なお、作業実施体制図と作業スケジュールは、本提案内にて提示する

こと。 

 

 

3.8.3 導入・引き渡しに関する要件 

 本システムについて、設置、ハードウェアの調整、ソフトウェアのインストール、データのセッティ

ング等の関係する環境構築を行い、利用可能な状態で提供を行うものとする。 
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４ 実施スケジュール 
 

 本業務は以下のスケジュールで実施することを想定している。 

 
  

12月 1月 ２月 3月 4～8月 9,10月 11月～

設計

開発

システムセットアップ

稼働テスト

研修

稼働

運用保守・リース

帳票出力機能洗い出し

＆様式調整

帳票機能追加開発

機能追加稼働テスト

令和２年度 令和３年度



15 

 

５ その他 
 
5.1 再委託 

 
5.1.1 再委託の禁止等 

    契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その

履行を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、これにより難い

特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱

いをすることがある。 

     契約の主たる部分 

      ・契約金額の50％を超える業務 

      ・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務 

      ・契約の相手方を選定した理由と不可分の関係にある業務 

 

5.1.2 再委託の相手方の制限 
    本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請け負わせること

はできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係

を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。 

 

5.1.3 再委託の範囲 
    再委託の履行にあたり、委託者が第三者に委任し、又は請け負わせることができる

業務等の範囲は以下のとおりとする。 

    再委託により履行することのできる業務の範囲 

    ・ハードウェア設定業務 

・ソフトウェア設定業務 

・その他（協議の上定める） 

 

5.1.4 再委託の承認 
契約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、あらかじめ書

面による本県の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易

な業務」を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りでない。 

その他、簡易な業務 

・資料の収集・整理 

・複写・印刷・製本 

・サーバ室への機器等搬入・設置（ただし、受託者の立会いは必要） 

 

 

5.2 守秘義務 

    受託者はいかなる場合においても、この契約の履行中に知り得た業務に関わる事項

及び付随する事項を第三者に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様と

する。 

 

 

5.3 損害賠償 

受託者の責めに帰すべき事由により、県及び第三者に損害を与えたときは、受託

者はその損害を賠償しなければならない。 
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5.4 契約不適合責任 

本県が契約不適合の修正等の履行の追完を請求できる期間は、本業務成果物の検

査完了から１年間とする。 

 

5.5 著作権及びライセンス契約 

・本業務により作成される成果物（パッケージソフトウェアでカスタマイズされた

ものを含む。）の著作権は、県と受託者双方で共有する。 

   ・著作者人格権については、これを行使しないこと。 

・本システムの稼働に必要なソフトウェアのライセンス取得にかかる費用は、すべ

て本件調達に含まれること。 

・すべてのライセンス契約について、県に代わり必要な登録作業を行うこと。 

・各機器の保証書及びライセンス契約書は、整理及びファイリングを行った上で県

へ提出すること。 

 

5.6 調達物件に関する責任の所在 

本業務に伴う全ての調達物件については、物品等の製造いかんに拘わらず受託者が

最終責任を負うこととし、これらは受託者と製造者との契約等によって担保されてい

ること。 

 


