
令和２年度ちば就職氷河期世代雇用安定化促進事業業務委託企画提案仕様書 

 

１  目的 

雇用環境の厳しい時期に就職活動を行い、現在も不安定な就労状態にある、いわゆる就職氷河期世代※

の就職・再就職希望者に対し、就職支援プログラム（就職支援講座、企業との交流会、職場実習・

職場見学等）や一人ひとりの状況やニーズに応じた就職先企業の紹介等を実施し、同世代の雇用の安定を

促進する。 

また、同世代の受け入れに理解のある県内企業の掘り起こし、採用・定着に向けた支援を行い、同世代

が県内企業で活躍できる基盤づくりを行う。 

※概ね３５歳から４９歳（令和2年4月1日現在） 

 

２  委託業務名 

令和２年度ちば就職氷河期世代雇用安定化促進事業業務委託 

 

３  委託業務期間 

令和２年１１月２５日（予定）から令和３年３月３１日まで 

 

４  委託業務の内容 

   委託業務の内容は次のとおりとする。 

（１） 事業の広報及び事業参加者の募集 

求職者に本事業の趣旨、内容等を周知し、事業参加者を募集するため、以下の広報媒体の作成  

及び活用による広報を実施すること。 

なお、事業参加希望者からの相談受付は、令和３年１月８日（予定）から開始することとし、   

広報活動は、令和２年１２月下旬（県が指定した日）から開始することとする。 

  ア リーフレット 

    事業の周知や参加者募集のためのリーフレットを１０，０００部作成し、広報開始日の前日まで

に県に納品すること。 

  イ ホームページ 

    本事業の趣旨・内容等の説明、相談及び就職支援プログラムへの参加申込等ができる専用ホーム

ページを相談受付開始日までに開設すること。また、時期に応じた更新を適宜行うこと。 

  ウ その他 

    上記のほか、有料広告等を活用した効果的な広報について提案し、実施すること。 

（２）事業参加希望者の相談受付 

   本事業への参加希望者の受付及び初期対応の方法について提案し、提案書で示した方針により、 

対応を行うこと。なお、下記アからウを踏まえた内容とすること。 

  ア 事業対象者 

非正規雇用など不安定な就労状態にある者のうち、千葉県内の企業において、正社員として働く

ことを希望する概ね３５歳から４９歳の者（令和２年４月１日現在）。 



 

イ 専門相談窓口の設置 

    千葉県ジョブサポートセンター内の県が指定した場所に、本事業対象者向けの専門相談窓口を 

設置し、原則予約制による相談を実施する。相談窓口の名称は、本事業の趣旨に合致し、利用者が

親しみやすい名称を提案すること。 

    また、対面型の相談とオンラインによる相談に対応できるようにすること。 

  ウ 留意点 

   （ア）相談のあった求職者に対しては、本事業の内容を丁寧に説明するとともに、求職者の状況を 

確認し、本事業による支援が効果的であるかを検討し、求職者と今後の方向性を確認すること。 

（イ）県内の他の支援機関との連携を密にし、他機関による支援が求職者に効果的であると判断し 

  た場合には、適切な支援機関を紹介すること。 

（３）就職支援プログラムの実施 

   就職氷河期世代特有の課題（年齢相応のスキルが身についていない、これまでの就職活動が上手 

  くいかなかったこと等により自己肯定感が低い、特定の職種にしか関心を持たない等）を踏まえ、 

正社員として長期にわたり企業で働く上で必要となる心構えや基礎能力を習得するためのプログラ

ムを提案し、提案した内容に沿って実施すること。 

なお、就職支援プログラムには、下記アからエのメニューを盛り込むことを必須とし、その他の  

提案を加えることもできる。 

  ア 就職支援講座 

正社員として働くことを目的として本格的に就職活動を行う者向けに、必要な心構えや自己理解

や自己ＰＲの方法、その他就職力や定着力を強化するための講座を実施する。 

   なお、実施にあたっては、下記事項に留意すること。 

   （ア）全部で８回以上実施すること。（１回＝３時間程度） 

   （イ）そのうち、３～４日程度の連続講座を１コース以上、入れること。 

   (ウ) 千葉県ジョブサポートセンター内のセミナールームもしくは外部会場で実施すること。 

   (エ) 専門的な知識を有し、求職者を対象とした講義の経験がある講師とすること。 

   （オ）講座内容と主な参加対象者層を勘案し、参加しやすい日時に配慮すること。 

イ 企業との交流会 

就職氷河期世代の採用に積極的な企業と求職者が出会える機会を提供すること。 

   なお、実施にあたっては、下記事項に留意すること。 

(ア) 少なくとも１回以上実施し、３～５社程度の企業、２０名以上の求職者が参加するよう努める 

こと。 

  （イ）千葉市内の外部会場で実施することを原則とし、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じ、  

オンラインでの実施も検討すること。 

  ウ 職場見学・職場実習 

上記企業との交流会に参加した企業のほか、就職氷河期世代の採用を検討している企業において、 

  職場見学や職場実習し、求人票ではわからない仕事や職場の雰囲気などについて理解を深められる 

  機会を提供すること。 



 

   また、必要な場合には、見学や実習に係る保険を手配し、参加者に加入させること。保険費用は 

  受託者が負担すること。 

エ 個別相談（キャリアカウンセリング） 

就職支援講座等と併行して、個別相談（キャリアカウンセリング）を実施し、就職支援プログラ

ム終了時に、求職者が、一人ひとりの状況やニーズに合った方向性が出せるよう支援すること。 

なお、キャリアカウンセリングの内容は、就職支援プログラムの進捗状況などを勘案しながら、 

求職者の特性やこれまでのキャリアの活かし方、モチベーションの維持・向上及び意識改革による

ミスマッチ解消、応募業種・職種等の選び方、応募書類の書き方や面接に関するアドバイス、職場

定着に向けた相談など段階に応じた内容とすること。  

（４）求人開拓及び採用・定着に向けた支援 

就職氷河期世代の受け入れに理解のある企業を募集し、求人の開拓や採用・定着に向けた支援を 

実施すること。 

なお、下記イからエについて、具体的な方法を提案し、提案書で示した方法により、実施すること。 

ア 対象とする企業 

（ア）県内の事業所を勤務地として、正社員として就職氷河期世代の者を雇用する予定がある企業 

（イ）以下の項目に該当する企業でないこと。 

   ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する企業 

 ・特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とした企業 

   ・社会保険や労働保険の未加入、賃金の不払い、著しい長時間勤務、内定取消、雇用関連法規違反  

 等、その他劣悪な労働環境であることが何らかの根拠をもって疑われる企業 

   ・その他公序良俗に反する、もしくは反するおそれのある企業 

イ 企業の募集について 

（ア）県や千葉県就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを構成する各機関と連携を図り、企業 

への働きかけを行うこと。 

（イ）企業向けに事業の趣旨を説明するリーフレットを作成し、活用すること。   

  ウ 求人の開拓について 

就職氷河期世代の受け入れ経験が少ない企業には、下記エのセミナーへの参加を促すほか、個別 

 に丁寧な説明を実施し、幅広い業種・職種の求人の確保に努めること。 

エ 企業向け採用・定着セミナーの実施 

  就職氷河期世代の採用に関心を持っている企業を対象に、採用のメリットや受け入れ体制構築 

及び職場定着に向けて必要な事項等を学ぶセミナーを１回以上企画し、実施すること。     

（５）就職先企業の紹介・取り次ぎ 

就職支援プログラムを終了し、県内企業への就職の意思が固まった求職者に、一人ひとりの状況や 

 ニーズに応じた就職先企業の紹介や取り次ぎ等を行うこと。 

  また、適宜、ハローワークと連携を図り、幅広い選択肢の中から求職者の状況やニーズに合った 

就職・再就職が実現できるよう努めること。 

 



５ 実施体制等 

人員配置は、本事業の実施に必要な能力・経験を十分に有する者を確保し、業務に従事させるものと

すること。 

また、千葉県ジョブサポートセンターや同センター内の国の職業相談・職業紹介窓口（ハローワーク

等の職員）との連携を図ること。 

ア 管理運営責任者 １名 

事業を適切かつ効率的に指揮管理し、各関係機関等との連絡調整を図る者を１名配置すること。

なお、求職者への就職支援及び企業の人材確保支援の双方の経験を有する者が望ましい。 

イ キャリアカウンセラー １名以上 

相談業務、再就職及び定着支援業務等に精通し、かつキャリア・コンサルタント等の資格を有す 

 る者を１名以上配置すること。 

ウ 企業コーディネーター １名以上 

企業の人材確保支援業務、企業開拓等に精通し、かつ求職者とのマッチング、職場定着支援業務 

 等に対応できる者を１名以上配置すること。キャリア・コンサルタント等の資格を有する者、又は、 

 企業において人材採用業務の経験があるなど、企業及び求職者の双方の状況を理解し、調整できる 

者が望ましい。 

 

６ 事業の実施拠点 

  千葉県ジョブサポートセンター（所在地：千葉市中央区新町３－１３ 千葉ＴＮビル３階）内の県が

指定する場所 

 

７ 拠点の施設管理 

拠点の施設管理については、県と、千葉県ジョブサポートセンターの受託者と調整しつつ、以下に  

よること。 

（１）受付・相談窓口の名称を利用者からわかりやすいように窓口に表示すること。 

（２）業務で使用する備品類（電話機、パソコン本体、パソコン周辺機器等）や消耗品は、原則、受託

者が調達すること。また、消耗品を除く物品の調達は原則リース又はレンタルにより対応すること。 

   なお、千葉県ジョブサポートセンター内の別紙１に示す備品は、無償で、本事業用として使用で

きるものとする。 

（３）本事業で使用する電話番号を開設すること。 

（４）千葉県ジョブサポートセンター事業の受託者との必要な連携調整の下、善良なる管理者の注意義

務をもって事業を運営すること。 

（５）利用者の個人情報・企業情報・求人情報等については、情報漏えい等の恐れがないよう適切に 

  管理すること。 

 

８ 委託業務の対象経費 

本事業において認められる経費は、以下のとおりとする。 

ア 人件費（賃金・通勤手当・社会保険料等） 



イ 事業費（電話機・パソコン等リース料、消耗品・資料代、通信運搬費（電話料・インターネット 

  利用料・郵送を含む送料等）、会場借上費、旅費、講師謝金、ＨＰ運用費、印刷製本費、職場実習 

等に係る保険料等） 

なお、受託者は、千葉県ジョブサポートセンター内に設置する拠点使用に掛かる賃料（共益費、光熱 

水費等を含む）を負担する必要はない。ただし、故意又は過失により通常想定される以上の金額の支払 

を発生させた場合においては、この限りでない。    

 

９ 業務取扱時間 

   当事業の対応時間は、原則、千葉県ジョブサポートセンターの業務取扱時間に準じることとする。 

   なお、外部会場等を使用し、実施するイベント等においては、この限りではない。 

  【千葉県ジョブサポートセンターの業務取扱時間等】 

開庁時間：午前９時（土曜日は午前１０時）から午後５時（受付は原則午後４時半）まで 

休 業 日：毎月第２・第４土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）、    

県が特に必要と認めた日 

 

10 業務目標及び実績報告等 

本業務の実施に当たっては、以下に示す目標の進捗を管理し、県に対して随時、計画・実績の報告を 

行い、評価・指導を受け、円滑な事業の実施に努めること。 

ア 目標数  

新規利用者数（求職者）：１００人以上  

就職決定者 (非正規を含む)：２０人以上 

参加企業数：２０社以上 

イ 定期報告等 

受託者は、毎月、センターの利用状況、事業の運営状況等、県が指定する事項を記載した事業    

報告書を、原則として、翌月の１０日（休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日）の午後３時ま

でに、県に提出すること。 

また、必要に応じて、県が定期報告以外のデータの収集や提供を求めた場合は、その指示に従う 

     こと。 

ウ 業務完了報告書等  

受託者は、委託業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書を作成し、県に提出すること。 

 

11 業務の確認 

（１） 県は、上記10の報告を受けた時は、速やかに履行状況を確認するとともに、必要に応じて現地 

  確認を行うこととし、受託者は県からの求めによりこれに立ち会うものとする。 

（２）県が行った現地調査の結果、仕様書の内容を満たさない履行状況であると判断した場合には、県の 

 指示に従い受託者は速やかに改善するものとする。 

 

 



12 書類等の整備 

（１） 受託者は、本業務の実績を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、業務が完了した日の属する

会計年度の終了後５年間保存するものとする。 

（２） 受託者は、県が求める場合にあっては、業務に関する会計等帳簿の写しを県に提出するものと    

する。 

 

13 業務の引継ぎ 

  受託者は、契約期間が終了するまでに後任の受託者が契約始期から円滑に事業を遂行できるよう、 

必要な資料の提供などを含む引継ぎと、各種機器の使用に必要な手続きを確実に実施すること。 

 

14 その他業務実施に当たっての留意事項 

（１）業務委託契約締結後、速やかに「事業実施計画書」を県に提出すること。なお、「事業実施計画書」 

  に変更がある場合は、予めその内容について変更後の「変更後事業実施計画書」を添え、県と協議  

すること。 

（２）関係法令等の定めに従い、業務の実施にあたり必要な手続きを行うこと。なお、有料職業紹介事業

の許可に係る手続きは、業務委託契約締結後、速やかに行うこととする。 

（３）受託者は、本事業を実施するにあたり万全の実施体制を整え、その事業目的を達成するために  効

率的に運営するものとする。 

（４）受託者は、本事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

ただし、本事業の一部について予め県の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（５）本事業の一部を再委託する場合は、その旨（委託業務内容、委託先、委託料及び再委託する際の契

約書の写し等）を記載した書面により予め県の承諾を得るものとする。 

（６）受託者は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、すべての責任を負うものとする。 

（７）受託者に、談合その他不正行為等があったときは、別紙２「談合等及び暴力団等排除に係る契約解

除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。 

（８）受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は、自己の利益のために利用してはならない。委

託業務終了後も同様とする。 

（９）受託者は、個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な

業務執行を図る。本事業実施の際の個人情報等の取扱については、別紙３「個人情報取扱特記事項」

及び別紙４「特定個人情報等取扱特記事項」を遵守する。 

（10）受託者は、本事業実施の際の電子計算機等処理による情報の取扱については、別紙５「データ保護

及び管理に関する特記仕様書」を遵守する。 

（11）受託者は本事業を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やかに県に

連絡する。 

（12）本事業により提供するサービスについては、利用者に金銭負担を生じさせないものとする。 

（13）本事業実施に伴う苦情等に関しては、受託者が責任を持って対応するものとする。 

（14）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について、国や県の指針等に沿って、適切な対応を 

とること。 



（15）県は、受託者の委託業務の処理状況について調査することや受託者に対し必要な資料等の提出を 

求めることができるとともに、委託業務の処理について、受託者に意見を述べることができるもの   

とする。 

（16）本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項についてはその都度、県と協議して 

 これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 備 品 一 覧 〉

幅（W) 奥行（Ｄ） 高さ（Ｈ）

キャスター付きワゴン 1 400 582 613

相談員用いす 1 611 645 810

ローカウンター 1 1200 700 700

ローカウンター用サイドパネル 1 25 720 702

アクリルパーティション 1 600 0 600

円形テーブル用いす 1 490 540 760

パネル 1 800 40 1200

パネル部材（エンド) 1 20 40 1200

パネル部材（安定脚) 1 300 300 50

カタログスタンド 1 800 450 1500

会議用テーブル 1 1800 450 700

キャスター付きワゴン 2 400 582 613

ミーティングチェア 2 500 520 755

事務局

仕様書別紙１
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談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）と一体をなす。 

（談合その他の不正行為に係る解除） 

第２条 千葉県（以下「甲」という。）は、契約の相手方（以下「乙」という。）がこの契約に

関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして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条第１項の規定

により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第７条の２第１項の規定による課徴金の

納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

（２）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前項の   

規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０分の１

に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を 

違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第３条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かに   

かかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を甲が指定する期限までに  

支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第１項第１号  

において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び同項第６号に基づく

不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する  

不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を  

超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯

して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者で  

あった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙の役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、

非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している

ものをいう。以下同じ。）が、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

（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定するものをいう。 

以下同じ。）であると認められるとき。 
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（２）乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団（暴対法第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）又は   

暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

（３）乙の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  

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）乙の役員等が、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。 

（５）乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は（１）から（４）に該当する法人等（有資格業者

でないものを含む。）であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる

とき。 

（６）乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、   

又は請け負わせたと認められるとき。 

２ 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項 

各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 乙は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の１０分の１

に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を  

違約金に充当することができる。 

５ 本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第５条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な

履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告    

するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなけ

ればならない。 



 
 

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。 
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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。 



 
 

特定個人情報等取扱特記事項 

第１ 総則 

（基本的事項） 

１ 乙は、特定個人情報及び個人番号（以下「特定個人情報等」という。）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、特定個人情報等

の取扱いを適正に行う。 

（法令等の遵守） 

２ 乙は、この契約による事務の実施に当たっては、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）その他の法令、「特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン（事業者編）」（平成26年特定個人情報保護委員会告示第５号。以下「ガイドライン」

という。）等（以下「法令等」という。）を遵守する。 

（安全管理のための規程） 

３ 乙は、組織として特定個人情報等を適正に取り扱うため、次の事項等をその内容に含む基本方針を 

定める。 

(1) 法令等を遵守することの宣言 

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及びき損（以下「情報漏えい等」という。）の防止その他の特定   

個人情報等の安全管理のために必要な措置（以下「安全管理措置」という。）に関する事項 

(3) 質問及び苦情処理の窓口 

４ 乙は、次の事項等をその内容に含む取扱規程等をあらかじめ定め、特定個人情報等を取り扱うための

体制及び情報システムを整備する。 

(1) 取得、利用、保存、提供、削除又は廃棄等（以下「利用等」という。）の特定個人情報等の管理の

段階に応じた特定個人情報等の取扱方法 

(2) 特定個人情報等を取り扱う事務の管理の責めに任ずべき者（以下「責任者」という。）及び責任者

が取り扱う特定個人情報等の範囲 

(3) 特定個人情報等を取り扱う事務を担当する者（以下「事務取扱担当者」という。）及び当該事務   

並びに事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲 

５ 乙は、特定個人情報等についての秘密を保持するために必要な事項を、就業規則等に定める。 

 

第２ 管理体制 

（事故発生時等のための体制及び手順等の整備） 

１ 乙は、この契約若しくは取扱規程等に違反する事態又は情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそ

れを責任者、事務取扱担当者その他の乙の指揮監督を受けてその事務に従事している者（以下「事務  

従事者」という。）が把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制及び手順等を整備する。 

（記録の整備） 

２ 乙は、特定個人情報ファイルの利用、出力及び削除、特定個人情報等を記録した書類及び記録媒体等

の持ち出し並びに機器等の廃棄の記録その他の取扱規程等に基づく運用状況を確認するための記録を

整備する。 

 

第３ 研修等 

（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特定個人情報等の適切な管理が図られ、特定個人 
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情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、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、次の事項等の特定個人情報等の保護及び適正な取扱いに必要な事項を 

周知させる。 

 (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特定個人情報等をみだりに 

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特定個人情報等を不当な目的

に使用してはならないこと 

（事務従事者への研修等） 

３ 乙は、定期に、事務従事者に対し、特定個人情報等を取り扱うに当たって留意すべき事項等に関する

研修等を行う。 

 

第４ 特定個人情報等の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、この契約による事務を行うために特定個人情報等を収集するときは、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特定個人情報等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。 

（安全管理措置等） 

３ 乙は、安全管理措置その他の特定個人情報等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、特定個人情報等が

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。 

（取扱区域） 

５ 乙は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する場所及び特定個人情報ファイルを取り扱う情報シス

テムを管理する場所（以下「取扱区域」という。）を明確に定め、安全管理措置を講じる。 

（持ち出し） 

６ 乙は、甲が承諾した範囲において、機器等を取扱区域から持ち出す場合には、機器等を紛失したとき

に第三者に個人番号が知られることがないように措置を講じ、持ち出した後に機器等の所在を特定でき

る手段を利用する等、安全な方法でこれを行う。 

（目的外利用の禁止） 

７ 乙は、特定個人情報等を、この契約の目的以外の目的のために利用してはならない。 

（複写又は複製の制限） 

８ 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特定個人情報等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。 

（削除又は廃棄） 

９ 乙は、機器等を廃棄する場合には、廃棄した機器等に記録されていた特定個人情報等を復元すること

ができないようにする。 

10 乙は、特定個人情報ファイルのうち特定個人情報等の一部を削除する場合には、削除した特定個人 

情報等を容易に復元することができないようにする。 



 
 

11 特定個人情報等の廃棄又は削除は、甲が承諾した場合に限り、その作業を第三者に委託することが 

できる。この場合においては、乙は、当該第三者が削除又は廃棄したことを証する書類を徴する等に  

より確認する。 

 

第５ 再委託 

（再委託の制限） 

１ 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。 

（再委託の契約） 

２ 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託するときは、次の事項をその内容に

含む契約を締結する。 

(1) 委託をしようとする者は、あらかじめ、甲の許諾を得なければならないこと 

(2) 委託を受けた者は、「第４ 特定個人情報等の取扱い」に定める措置その他の甲が乙に対して委託

するときの特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同一の措置を講じること 

(3) 更に順次委託が行われる場合において、その順次行われたそれぞれの委託の委託をした者と委託を

受けた者との間の契約について、上記(1)及び(2)の事項をその内容に含む契約を締結しなければなら

ないこととすること 

（再委託についての通知） 

３ 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときは、その旨及び契約を締結

したことを証する書類その他甲が求める書類を、甲に対して送付する。 

（再委託先の監督） 

４ 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときには、当該第三者を適切に

監督する責任を負う。当該第三者が再委託その他の順次行われる委託をしたときには、乙は、その受託

者を適切に監督する責任を負う。 

 

第６ 安全確保上の問題への対応 

（事故発生時における報告） 

１ 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。 

（情報漏えい等の事案の発生時における措置） 

２ 乙は、情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、当該事案による  

被害又は当該事案に類似する事案の発生を防止するため、次の措置を講じる。 

(1) 事実の調査及び原因の究明 

(2) 影響を受けるおそれのある者への連絡 

(3) 甲並びにガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」に従った

個人情報保護委員会及び個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第36条第1項各号

に掲げる主務大臣等への報告 

(4) 再発を防止するための取り組み等（以下「再発防止策」という。）の検討及び決定 

(5) 事実、再発防止策及びその他必要な事項の公表 

 

第７ 監査及び点検の実施 

（把握） 



 
 

１ 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組まな

ければならない。 

（監査及び点検） 

２ 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況について、定期に又は随時、監査又は点検を実施する。ただし、

乙は、乙以外のものに、監査を実施させることを妨げない。 

 

第８ 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９ 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

した特定個人情報等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10 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特定個人情報等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、情報漏えい等の特定個人情報等を保護する上で問題と

なる事案が発生した場合には、特定個人情報等の取扱いの態様、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11 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、及び当該事務において取り扱われる特定個人情報等の内容、当該特

定個人情報等に係る本人（個人情報によって識別される特定の個人をいう。）の数、事務取扱担当者の

数及び過去における情報漏えい等の有無等に照らして、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。 
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