
千葉県保健医療計画策定に伴う在宅医療実態調査等業務委託 

仕 様 書 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、千葉県（以下「甲」という。）が発注する「千葉県保健医療計画策定に伴う在宅

医療実態調査等業務」（以下「業務」という。）の企画提案募集及び委託に付す場合において適用

される主要事項を示すものである。 

  この仕様は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書（契約書に添付するもの） 

 は受託者（以下「乙」という。）決定後、協議の上、甲が作成する。 

 

２ 本業務の目的 

本県の保健医療施策の基本指針である「千葉県保健医療計画」（医療法第３０条４に基づく医

療計画。以下「計画」という。）については、計画期間が平成２９年度をもって満了する。 

次期保健医療計画の策定に当たり、国は在宅医療のニーズや必要な医療機関数、マンパワーな

ど目標とする提供体制の記載を求め、その検討に当たっては介護保険事業計画における整備目標

との統合的な目標とすることを求めている。 

そこで、ＫＤＢデータ等のレセプトデータを活用し、市町村ごとに医療機関の診療報酬算定の

実績を把握し、さらに要介護度別の在宅医療・介護ニーズ等、介護との連携を踏まえた分析を行

う。また、医療機関等への実態調査を併せて実施し、より具体的な医療資源必要量推計を行い今

後の在宅医療の推進の方向性を検討するための基礎資料とする。 

 

３ 本業務の内容 

  本業務では、以下の内容を行う。 

  なお、本業務の実施にあたっては、あらかじめ現行の計画を熟読するとともに、常に千葉県内

の保健医療に関する現状や医療計画、在宅医療に関連する国の法令や通知、検討状況等を十分に

把握すること。 

千葉県保健医療計画の策定に反映させるため、以下の内容について調査・分析を行う。 

（１）ＫＤＢデータ等を活用した医療レセプト、介護レセプトの分析 

  甲は、乙に対して市町村ごとに匿名化等の処理を施したＫＤＢデータ等を提供する。乙は提

供されたＫＤＢデータ等を活用し、以下の分析を行う。 

ア 市町村ごとに各医療機関のサービス提供の実績を把握する。 

イ 市町村ごとに介護レセプトから要介護度別の在宅医療・介護サービスの利用状況の把握

を行う。 

  ＫＤＢデータ等の詳細な分析項目については、（３）の在宅医療の医療資源必要量推計を

行うために必要な項目を考慮に入れつつ、甲の了解を得た上で決定すること。 

  また、イの調査結果については、各市町村の介護保険計画へ活用できるように、甲の求

めに応じて、甲が示す期日までに Microsoft Excel（以下「ＭＳエクセル形式」という。）

で乙から甲へ提供すること。 

 

 



（２）在宅医療実態調査 

  ア 一般診療所・在宅療養支援診療所 （約 3,550 か所） 

  イ 訪問看護ステーション （約 290 か所） 

  ウ 在宅療養支援歯科診療所 （約 270 か所） 

  エ 在宅患者訪問薬剤管理指導等対応薬局 （約 1,700 か所） 

   具体的な調査項目の設定にあたっては、現行計画の評価指標に係る進捗状況の評価に必要な

項目や、次期計画に掲げることが想定される指標の現状値を把握するために必要な項目も考慮

に入れつつ、甲の了解を得た上で決定すること。 

また、甲が在宅医療に係る医療提供体制について必要な調査（以下、「医療機能調査」とい

う。）を別途行うために、本調査の結果を活用できるよう、別途、甲が示す期日までにＭＳエ

クセル形式で乙から甲へ提供すること。 

（３）データ解析及び医療資源必要量推計  

  （１）及び（２）の調査結果及び病床機能報告のデータ等を活用し、各種の分析を行うととも

に、地域医療構想での在宅医療需要に対応するための医療資源の整備目標設定に係るシミュレ

ーションを行い必要量の推計を行う。 

なお、甲が別途実施した医療機能調査の結果（ＭＳエクセル形式で甲から乙へ提供する。）

を活用することができる。 

（４）上記（１）から（３）に明記されていない事項であっても、目的を達成するために必要又は

効果的であると認められるものは追加実施することができる。 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から平成２９年１２月１５日（金）まで 

 

５ 委託金額の上限 

   ８，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）。 

   ＊上記委託金額は、平成２９年２月県議会において、平成２９年度当初予算が成立すること

を前提としたものである。このため、予算不成立の場合は、募集や審査を中止したり、契

約を締結しなかったりすることがある。その場合も、本企画提案への参加に要した経費は

企画提案者の負担とする。 

   ＊委託料の支払い方法は、原則として精算払いとする。 

 

６ 職員等 

  本業務を実施するに当たり、乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある職員を

配置し、かつ適切な人員を配置し、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。 

 

７ 業務の進め方 

（１）乙は、本業務を着手するに当たり、甲に業務計画書を提出し、甲の承諾を受けるものとする。 
（２）乙は、本業務の遂行に際して、甲と十分に協議するものとする。この際、甲からの指示があ

れば、甲の指定する場所において随時協議に応じること。協議後は、その結果（概要）を取り

まとめて２営業日以内に甲へ提出すること。 



（３）乙は、本業務の進捗状況について、甲に適宜連絡するものとする。 
 
８ 業務の範囲及び監督 

（１）乙は、本業務の遂行にあたり、当該契約に基づき、甲と常に密接な連絡をとり、その指示及

び監督を受けなければならない。 
（２）乙は、本業務の施行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項については、甲と協

議を行い、その指示に従わなければならない。 
 
９ 成果品の提出時の形態と数量 

  乙は、成果品を以下のとおり作成し、甲の行う計画策定作業の進捗状況にあわせて別に甲が定

める期日までに提出する。 

なお、紙媒体による場合は、甲から特に指示がない限りＡ４サイズ（タテ）で作成すること。

また、「編集可能な状態のもの」と記載のある場合には、甲が修正可能な状態のデータであって、

Microsoft Excel、Microsoft word いずれかの形式で提出すること。 

（１）ＫＤＢデータ等を活用した医療レセプト、介護レセプトの分析 

  ア 市町村の介護保険計画に活用するためのデータ：ＭＳエクセル形式で市町村提供用と 

千葉県用を正副１セットずつ。（編集可能な状態のもの） 

  イ 分析結果集計データ 紙媒体：１部、電子媒体：２部（編集可能な状態のもの） 

（２）在宅医療実態調査 

  ア 医療機能調査において活用するためのデータ ＭＳエクセル形式：１部 

  イ 分析結果集計データ 紙媒体：１部、電子媒体：２部（編集可能な状態のもの） 

（３）データ解析及び医療資源必要量推計 

ア 報告書（紙媒体） ２部 

イ 報告書内容を記録したＣＤ等の電子媒体一式 ２枚 

   

１０ 特記事項 

（１）成果品及び作業工程における印刷物、書類等に対する一切の権利は、甲に帰属し、乙は甲の

承認を受けずに使用、公表することはできない。 

（２）成果物の提出後に不備な点が発見された場合は、契約終了後であっても、これについて修正

の義務を負うものとする。 

（３）乙は、本業務の処理上知り得た情報（個人情報を含む）を、他に漏らしてはならない。 

（４）個人情報の取り扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（５）乙は、この契約による事務を処理するためのデータの取り扱いについては、別記２「データ

保護及び管理に関する特記仕様書」を遵守すること。 

（５）委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、委託業務の一部について

再委託を行う場合は、次の各号において、あらかじめ書面で県の承認を得なければならない。 

ア 再委託の相手方の名称及び住所 

イ 再委託を行う業務の範囲 

ウ 再委託を行う必要性 

エ 契約金額 



別添 
個人情報取扱特記事項 

第１ 基本的事項 

乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、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正に行う。 
 
第２ 事務従事者への周知及び監督 

（事務従事者への監督） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよ

う、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 
（事務従事者への周知） 

２ 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させる

ものとする。 
 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせてはならないこと 
 (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不

当な目的に使用してはならないこと 
 
第３ 個人情報の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、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、当該事務の目的

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これを行う。 
（秘密の保持） 

２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
（漏えい、滅失及びき損の防止等） 

３ 乙は、この契約による事務に関して知り得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切な管理のために必要な措置を講じる。 
（持ち出しの制限） 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個

人情報が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）を当該場所以外

に持ち出してはならない。 
（目的外利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利

用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 
 



（複写又は複製の制限） 

６ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 
 
第４ 再委託の制限 

乙は、甲が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、第三者にそ

の取扱いを委託してはならない。 
 
第５ 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
 
第６ 情報システムを使用した処理 

 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほ

か、最高情報セキュリティ責任者（総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリ

ティ対策基準（平成１４年３月１５日制定）５（１）アに規定する職にある者をいう。）の

定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 
 
第７ 機器等の返還等 

 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは､当該方法によるも

のとする。 
 
第８ 甲の調査、指示等 

（調査、指示等） 

１ 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査すること

ができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項

の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 
（公表） 

２ 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上

で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を

勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 
 
 
 



第９ 契約の解除及び損害の賠償 

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害

の賠償を請求することができる。 
(1) 乙又は乙の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。）の

責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき 
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができない

と認められるとき 
 
注 

１ 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 
２ 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略するこ

ととする。 



別記２   データ保護及び管理に関する特記仕様書 
 

第１ 目的 

 本契約において取り扱う各種データについて，適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方

策並びにデータの漏洩，亡失，改ざん又は消去など（以下「データ漏洩等」という。）の発生時に実施すべき事項・

手順等について明確にすることを目的とする。 
 

第２ 適用範囲 

 本契約を履行するに当たり千葉県（以下「甲」という。）が交付若しくは使用を許可し，又は契約の相手方（以

下「乙」という。）が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等（以下

「電子データ等」という。）を対象とする。ただし，出版，報道等により公にされている情報を除く。 
 

第３ 本契約を履行する者が遵守すべき事項 

乙は，本契約の履行に関して，以下の項目を遵守すること。 

また，甲の承認を得て，乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても，乙の責任に

おいて，以下の事項を遵守させること。 

ただし，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

よる個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）を扱う業務の場合，乙からの再委託の申し出

に対して，甲が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり，乙は必要な協力を行うこと。 

（本項の規定は，本契約において，乙から丙，丙から丁などによる再委託（更に順次行われる再委託を含む。）を

する場合に準用する。） 
 

 １ 業務開始前の遵守事項 

 乙は，本契約に基づく業務を開始する前に，次の各号に定める事項について，「データ管理計画書」を作成し，

甲の承認を得ること。 

(1) データ取扱者等の指定 

 乙は，電子データ等を取り扱う者（以下「データ取扱者」という。）及び，データ取扱者を統括する者（以下「デ

ータ取扱責任者」という。）を指定し，その所属，役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成する

こと。 

また，特定個人情報等を扱う業務の場合は，特定個人情報等を明確に管理するため，特定個人情報等を取り扱う

者（以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。）及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者（以下「特定

個人情報ファイル取扱責任者」という。）についても併せて指定し，「データ取扱者等名簿」に記載すること。 

なお，データ取扱者，データ取扱責任者，特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は，

守秘義務等データの取扱いに関する社内教育，又はこれに準ずる講習等を受講した者とし，その受講実績も併せて

記入すること。 
 

(2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知 

    乙は，本契約で取り扱う各データについて，本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して，データ

取扱者，データ取扱責任者，特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び

周知を行うこと。 
 

(3) データの取り扱いに関する計画の作成 

乙は，電子データ等の取り扱いに関し，業務目的の範囲内の利用に限定，目的外の利用禁止，複製・持出しの制

限，返却・廃棄の管理，甲が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「デ

ータ取扱計画」を作成すること。 

なお，「データ取扱計画」において，電子データ等の機密性（以下「セキュリティレベル」という。）に応じた

セキュリティ対策（本人認証，アクセス権の管理，電子データ等の暗号化，ＯＳ・アプリケーション・ハード等の

保守など）を記載すること。 

また，特定個人情報等を扱う業務の場合は，必要なセキュリティ対策（本人認証やアクセス権の厳格な管理，全

ての電子データ等のパスワード設定や暗号化，目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等）についても「データ

取扱計画」に別途記載すること。 
 

(4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保 

 乙は，本契約に係る作業を行おうとするときは，セキュリティレベルに対応して，電子データ等及び関連する情

報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成

すること。 

また，特定個人情報等を扱う業務の場合は，他のデータと明確に区分して管理するため，以下の措置についても

「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。 
 

① 作業におけるセキュリティ確保 

例：システムログインパスワード，ファイルに対する専用のＩＤ，アクセス権限の設定等 

② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策 

例：利用者の制限，利用端末やＵＳＢメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等  



 

③ 作業場所のセキュリティ確保 

例：データエントリールーム，データ保管室，電子計算機室等に対する施錠設備，ＩＤカードやパスワード

を用いた入退室管理機能等 

④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置 

例：特定個人情報等を含む電子データ等は，端末機器や外部記録媒体などに保存する場合，パスワード設定

や暗号化等の適切な措置を講じるものとし，アクセス権限の無い者による利用，目的外の利用及び特定個

人情報等の外部への持出しは禁止 
 

 (5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成 

乙は，電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し，その対応手順を作成すること。 
 

 ２ 業務実施中における遵守事項 

(1) データ管理簿の作成 

 乙は，電子データ等を取り扱うときは，「データ管理簿」を作成し，データ名，授受方法，保管場所，使用目的，

使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。 

また，特定個人情報等を扱う業務の場合は，「データ管理簿」の作成にあたり，特定個人情報等を含む電子デー

タ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。 

なお，特定個人情報等の管理状況について，定期的かつ甲の求めに応じて報告すること。 
 

(2) 業務の監査等 

 乙は，本契約に係る業務に関し，電子データ等の管理状況を把握し，「データ取扱計画」や「セキュリティ措置

計画」等の評価，見直し及び改善に取り組むとともに，甲が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査す

るときは，定期・不定期にかかわらず，これを受け入れること。 
 

(3) データの取り扱い 

 乙は，委託業務において電子データ等を取り扱うときは，データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任

者に以下の作業を行わせること。 

① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 

② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は，デー

タの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 
 

 ３ 業務完了時の遵守事項 

(1) データ返却等処理 

 乙は，本契約に基づく業務が完了したときは，「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて，返却，

消去，廃棄等の措置を行うものとし，処理の方法，日時，場所，立会者，作業責任者等の事項を記した，「データ

返却等計画書」を事前に甲へ提出し，承認を得た上で処理を実施すること。 

また，特定個人情報等を扱う業務の場合は，特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示するこ

と。 
 

(2) 作業後の報告 

乙は，「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは，その結果を記載した「データ管理簿」を甲へ提

出すること。 
 

 ４ その他の遵守事項 

(1) データ漏洩等発生時の対応 

 乙は，電子データ等の漏洩等が発生した場合，又はおそれのある場合は，以下により直ちに対応を図ること。 

 ①発生状況報告 

 業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は，その事案の概要，発生した日時，場所，事由，その時

のデータ取扱者等を明らかにし，速やかに甲へ報告すること。 

②対応措置 

 乙は，甲の指示に基づき，事実の調査，原因の究明，影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある

者への連絡等の対応措置を実施すること。 

なお，急速な被害の拡大が予見されるときは，乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに，

その措置内容を甲に報告すること。 

 ③報告書の提出 

 乙は，甲が指定する期日までに，発生した事案の具体的内容，原因，実施した措置等について報告書を調製し，

提出すること。 

 ④再発防止策の作成・提出 

 乙は，電子データ等の漏洩等が発生したときは，その措置後に遅滞なく，再発を防止するための措置計画を策

定し，甲の承認を得た後，速やかに実施すること。 


