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               支出負担行為担当官 

                総務省自治大学校庶務課長 

松田 満 

 

 本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子

入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来な

いものとする。 



 

◎ 項目及び構成 

  １ 契約担当官等 

  ２ 調達内容 

  ３ 競争参加資格 

  ４ 競争参加資格を有していないものの手続き 

  ５ 入札事項等説明の場所及びその期間 

  ６ 入札者に求められる義務等 

  ７ 入札書の記載方法及び提出等 

  ８ 秩序の維持 

  ９ 開札 

  10 落札者の決定 

  11 契約書の作成 

  12 その他 

 

 

（様式１） 入札書 

（様式２） 委任状 

 

 

別紙①  契約書（案） 

別紙②  仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札について

は、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（昭和５５年

政令第３００号）、「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４月１４日法律第５４号以下「独占禁止法」という。）等関係法令に

よるほか、この入札説明書による。 

 

 

１ 契約担当官等 

  支出負担行為担当官 

  総務省自治大学校庶務課長 松田 満 

 

２ 調達内容 

（１）購入等件名及び数量 

   自治大学校ＬＡＮシステム寄宿舎居室用パソコン等のリース 一式 

（２）特質等 

   別添仕様書のとおり。 

（３）納入期限 

別添仕様書のとおり。 

（４）履行期間 

   令和５年１０月１日から令和１０年３月３１日まで（５４ヶ月間） 

（５）履行場所 

   東京都立川市緑町１０番地の１ 

   自治大学校 

（６）開札の日時並びに場所 

   令和５年２月２２日（水） １１時００分 

   自治大学校管理棟２階大会議室 

 

３ 競争参加資格 

（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。 

   なお、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は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（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４・５・６年度の総務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の

提供等」Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加

資格を有する者であること。（「役務の提供等」の営業品目「賃貸借」

を有する者であること。） 

（４）総務省及び他府省等における物品等の契約に係る、指名停止措置要領に 

   基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）以下の暴力団排除対象者に該当しない者 

  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。）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庶務課長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 

（６）上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手

方としないこと。 

 

４ 競争参加資格を有していない者の手続き 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条に規定される次の事項に該当 

  する者は、競争に参加する資格を有しない。 

 ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 

   ただし、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、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。 

 イ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後 

  二年を経過していない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使 

  用する者についても同じ） 

 （ｱ）契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しく 

   は数量に関して不正の行為をした者。 

 （ｲ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の 

   利益を得るために適合した者。 

（ｳ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

（ｴ）監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。 



 （ｵ）正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者。 

 （ｶ）前各号のいずれかに該当する事案があった後二年を経過しない者を契 

   約の履行にあたり、支配人、代理人、その他使用人として使用した者。 

（２）競争参加資格申請書の入手方法等 

   競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、所定の 

  資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。 

 

【お問い合わせ窓口】 

統一資格ヘルプデスク（全省庁統一資格審査事務処理センター） 

電話 03-5511-1155 

・受付時間 9:30～17:30（土・日・祝日を除く） 

 

５ 入札事項等説明の場所及びその期間 

（１）説明の場所 

   自治大学校庶務課会計係 

   電話 042-540-4501 

（２）期間 

   令和４年１２月２８日（水）１０時００分から令和５年２月１７日（金）

１７時００分まで 

 

６ 入札者に求められる義務等 

（１）入札者に求められる義務等 

   入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和５年２月１７日（金）

１７時００分までに下記（２）に示す場所に提出しなければならない。（期

限厳守のこと。郵送する場合は、期限までに必着のこと。） 

   ア 競争参加資格審査結果通知書の写し（１部） 

   イ 下見積書（１式）※様式は任意とするが、積算内容を明記すること。 

ウ 入札書（１部） 

   エ その他仕様書で求める書類等 

     提出された書類等を審査した結果、仕様書に記載された性能と同等

以上と認められる者に限り、入札の対象とする。 

 

 また、入札書の提出をもって前記３（５）及び（６）の規定に該当

しないことを誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿（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、氏名及び生年月日の一覧表）

を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同

意したものとみなすものとする。 

（２）書類等提出場所 

   自治大学校庶務課会計係 



   電話 042ー540ー4501（閉庁日を除く 10 時～13 時及び 14 時～17 時） 

 

７ 入札書の記載方法及び提出等 

（１）入札書の記載方法 

  ア 入札書は日本語で記載すること。 

    なお、金額については日本国通貨とする。 

  イ 入札書は当省自治大学校所定の様式（様式１）によること。 

  ウ 記載項目は次のとおり。 

   (ｱ) 入札金額 

    ① 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 

     ％に相当する額を加算した金額（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する。）をもって落札金 

     額とするので、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 に相当する金額とすること。 

    ② 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費 

     を含めた金額とすること。 

   (ｲ) 件名 

     上記２（１）に示した件名とする。 

   (ｳ) 年月日 

     入札書を作成した年月日とする。 

   (ｴ) 入札者の氏名等 

     ① 入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の 

      氏名とする。 

     ② 外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもっ 

      て代えることができる。 

   （ｵ） 業者コード 

一般競争参加資格の 10 桁の業者コードを必ず記入すること。 

（２）入札書の提出方法 

   入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。 

ア 入札書を封筒（長形３号）に入れ契約書捺印の印をもって封印し、か

つその表面に入札者氏名（法人の場合はその名称又は商号、代理人の場

合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。）及び「○月○日○時開札

『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。 

  イ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをする 

   ことはできない。 

（３）代理人による入札 

ア 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名（法人の場

合はその名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示、

当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時まで



に委任状を提出しなければならない。 

  イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の 

   代理人を兼ねることはできない。 

（４）入札書の無効 

   次の各号一に該当する入札書は無効とする。 

  ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札 

   書。 

  イ 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書（ただし、 

   遅れた理由が甲にある場合を除く。） 

  ウ 委任状のない代理人により提出された入札書 

  エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名（法人の場合はその名称又は 

   商号及び代表者の氏名）及び代理人であることの表示並びに当該代理人 

   の氏名及び押印のない入札書。 

  オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書。 

  カ 同一の者により提出された２通以上の入札書。 

  キ 記載事項が不備な入札書 

  （ｱ） 入札金額が不明確な入札書。 

  （ｲ） 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 

    い入札書。 

   (ｳ) 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書。 

  （ｴ） 入札者及び代理人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び 

    代表者の氏名。代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名）の判 

    然としない入札書。 

  （ｵ） 印章の押印のない入札書。 

  （ｶ） その他記載事項が不備又は判読できない入札書。 

  ク 明らかに連合によると認められる入札書。 

  ケ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（昭和５５ 

   年政令第３００号）第８条第３項の規定に基づき入札書を受領した場合 

   で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると 

   認められなかったときの当該入札書。 

  コ その他入札に関する条件に違反した入札書 

（５）入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合 

   落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計 

  金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合に 

  おいて、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に 

  基づいてこれを補正しなければならない。 

 

８ 秩序の維持 

（１）「独占禁止法」の厳守 

   入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはな 



  らない。 

  ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札 

   価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定 

   めなければならない。 

  イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に 

   開示してはならない。 

  ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならな 

   い。 

  エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費 

   用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を 

   低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある 

   入札価格を定めてはならない。 

（２）入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、 

  入札場外に退去させることがある。なお、入札執行官が特に必要と認める 

  場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 

  ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 

  イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。 

 

９ 開札 

（１）開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 

なお、立会者は１名に限る。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わ 

  ない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

（２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室する 

  ことはできない。 

（３）入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札 

  関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し 

  なければならない。 

（４）入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを 

  得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。 

（５）開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価 

  格のない場合には、直ちに再度の入札を行う。 

   なお、入札書は複数枚用意しておくこと。 

 

10 落札者の決定 

（１）落札者の決定方法 

  ア 予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて定めた予定価格の制 

   限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者 

   とする。 

    ただし、予算決算及び会計令第８４条に該当する場合は、予算決  

   算及び会計令第８５条の基準（予定価格に１０分の６を乗じて得た  



   額）を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の  

   結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の  

   調査に協力しなければならない。 

  イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第２９条の６第１項 

   ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところ 

   により、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがあ 

   る。 

  （会計法第２９条の６第１項ただし書き抜粋） 

    相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当 

   該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると 

   き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと 

   なるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 

  ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ 

   を引かせ、落札者を決定するものとする。 

    また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札 

   執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定する 

   ものとする。 

  エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名（法人の 

   場合はその名称）及び金額を口頭で通知する。 

    ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別 

   に書面で通知する。 

    また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 

   （当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点等）の 

   提供を要請することができる。 

（２）落札決定の取消 

   次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支 

  出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 

  ア 落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書 

   の取り交わしを行わないとき。 

  イ 上記７（５）の規定により入札書の補正をしないとき。 

 

11 契約書の作成 

（１）競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の 

  取り交わしを行うものとする。 

（２）契約書において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（３）契約書案 

   別添のとおり。 

（４）契約書の作成 

  ア 契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 



   イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

  ウ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印し 

   なければ本契約は確定しないものとする。 

 

12 その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

   免除 

（３）契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 

  ア 支払方法及び支払場所 

    銀行振込による届出日本銀行指定金融機関口座 

  イ 支払時期 

    契約した物品等が検査に合格し、所有権が当省に移転した後、適法な 

   支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

（４）入札者は、契約担当官等が指定する日時までに仕様書、図面、見本及び 

  現品並びに契約書案及び明細書を熟知しておくものとする。 

（５）入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、 

  図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由とし 

  て異議を申し立てることができない。 

（６）監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。 

   なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

（７）本件調達は令和５年度当初予算の成立を条件とする。 

 



 

（様式１） 

 

入 札 書 

 

 

件 名 

 

 

 

自治大学校ＬＡＮシステム寄宿舎居室用パソコン等のリース  

                           一式 

 

 

 

 

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

億 

 

 

 

 

千 

 

 

 

 

百 

 

 

 

 

拾 

 

 

 

 

万 

 

 

 

 

千 

 

 

 

 

百 

 

 

 

 

拾 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 ※金額の左端は￥で締めること。 

（内訳） 

  令和５年度             円（６ヶ月） 

  令和６年度              円（１２ヶ月） 

  令和７年度              円（１２ヶ月） 

  令和８年度              円（１２ヶ月） 

  令和９年度              円（１２ヶ月） 

 

 

  入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、 

上記の金額により入札いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官  

 総務省自治大学校庶務課長  

       松田 満 殿 

 

             業者コード（        ） 

             住   所 

             会 社 名 

             代表者役職氏名 

                      (代理人氏名)                           印 



 

（様式２） 

 

委 任 状 

 

 

私は            を代理人と定め下記の権限を委任いたします。 

 

 

             代理人住所                  

 

 

 

代理人使用印 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

 

件名                                  

 

 

入札及び見積に関する一切の件 

代理人選任の件 

 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官  

 総務省自治大学校庶務課長  

       松田 満 殿 

 

             業者コード（        ） 

             住   所 

             会 社 名 

             代表者役職氏名                           印 



 

令和５－９年度 

 

 

  賃 貸 借 契 約 書（案） 

契約名 自治大学校ＬＡＮシステム寄宿舎居室用パソコン等のリース 

契約金額 

                    
円也 

         （うち消費税及び地方消費税額             円） 

 

内    訳 

品    名 数量 月額賃貸借料      月数   合  価  備考 

 

別紙のとおり 

 

 

     円             円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 松田 満 を

甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。 

 

第１章 総 則 

（契約の目的） 

第１条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された

文書等（以下「仕様書等」という。)に定める賃貸借を実施し、甲はその代金を乙に支払

うものとする。 

 

（代金） 

第２条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び

地方消費税額は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 28 条第１項及び第 29 条

並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の

規定に基づき、算出した額である。 

収入印紙 

（２部のう

ち １ 部 の

み） 



２ 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額賃貸借料の 30 分の１を１日当

たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金

額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 

 

（設置期限、設置場所及び借入期間） 

第３条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。 

(1) 設置期限：仕様書のとおり 

(2) 設置場所：仕様書のとおり 

(3) 借入期間：令和５年１０月１日から令和１０年３月３１日まで 

２ 乙は、前項第１号記載の設置期限までに同項第２号記載の設置場所に契約物品の設置

を完了するものとする。 

 

（契約保証金）  

第 4 条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第５条 乙は、この契約によって生ずる権利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、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３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（以下「特

定目的会社」という。）又は信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定

する信託会社（以下「信託会社」という。）に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ

の限りでない。 

２ 乙がこの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

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

乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行い、若しく

は乙若しくは丙が動産及び債権の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。以下「債権譲渡特例法」という。）第 4 条第 2 項に規定す

る通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に

規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利

を留保するものとする。 

一 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。 

二 丙は、譲渡対象債権を第一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。 

三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、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 第一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は、甲が

行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の

規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとす

る。 

 

（再委託） 

第６条 乙は、本契約の全部を第三者（以下「再委託者」という。）に委託することはでき

ないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、

本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託す

る業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者

に提出し、甲の承認を受けなければならない。 

 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者

が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為につ

いて、甲に対してすべての責任を負うものとする。 

３ 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

 

（代理人の届出） 

第 7 条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代

理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第８条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 

２ 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを

免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立

てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 

 

（図面等の承認） 

第９条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものと

し、甲の承認を受けた当該図面（以下「承認図面」という。）は、仕様書に添付された図

面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと

矛盾する場合は、承認図面が優先する。 

２ 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。

ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対

して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この

限りでない。 

 

（設置計画の届出） 



第１０条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に

届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（物品の運送等に係る諸経費） 

第１１条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等（仕様書

等に含めた場合に限る。）に必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

２ 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。 

 

第２章 契約の履行 

（物品の設置） 

第１２条 乙は、契約物品を設置場所に設置（仕様書等に定める契約物品の据付け調整等

を含む。以下同じ。）しようとするときは、甲の指定する書面により甲又は甲が指定する

設置場所の局所の長に通知するものとする。 

２ 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資

料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。 

３ 第１項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指

定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示

するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。 

４ 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第３

項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。 

 

（履行完了の届出） 

第１３条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。 

 この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添 

えて届け出るものとする。 

 

（検査） 

第１４条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前 

 条の規定により届け出を受理した日から起算して１０日以内に、乙の立会を求めて、甲 

 の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、 

 乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の 

 指示する場所で検査を行うことができる。 

３ 甲は、前２項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、 

 その結果を通知するものとする。 

  なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して１４日以内に通知をしない 

 ときは、合格したものとみなす。 

４ 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 

５ 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、 



 社内検査成績書を甲に提出するものとする。 

６ 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

７ 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、 

 甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 

 

（物品の管理） 

第１５条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなけ

ればならない。 

２ 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。 

３ 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、

甲の負担とする。 

 

（物品の維持補修） 

第１６条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、

点検、調整を行わなければならない。 

２ 契約物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は

契約物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。 

３ 前項の維持補修が遅延し、そのために１日以上にわたり、甲が物品を使用できなくな

ったときは、その期間に応じて第 20 条第２項の規定に準じて計算した金額を乙に対し

請求することができる。 

４ 乙は、物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならな

い。 

 

（物品の取替又は改造） 

第１７条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじ

め文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、

甲の負担とする。 

 

（賃貸借料の減額） 

第１８条 第 1６条第２項の維持補修が遅延し、そのために１日以上にわたり、甲が物品

を使用できなくなったときは、その期間の賃貸借料は、１か月を 30 日とする日割計算

をもって減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙に

おいて処理した場合は、この限りでない。 

 

（代金の請求及び支払） 

第 1９条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、 

 支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して３０日（以 

 下「約定期間」という。）以内に代金を支払うものとする。 



３ 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することが

できる。 

なお、部分払の回数については、別紙支払い内訳のとおりとする。 

 

（支払遅延利息） 

第２０条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日か  

ら支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払

うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由

による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払

う日数に計算しないものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満である場合は、遅延利息を支 

 払うことを要しないものとする。 

３ 甲が第 1４条第１項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過し 

  た日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、ま 

た、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、 

甲は、その超える日数に応じ、前２項の計算の例に準じ、第１項に定める利率をもって 

計算した金額を乙に対して支払うものとする。 

 

（履行期限の猶予） 

第２１条 乙は、履行期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじ 

 め、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請するこ 

 とができる。この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支 

 障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲 

 が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。 

２ 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予 

 の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日（履

行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。）までの日数に応じて、当該契約金額に 

前条第 1 項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、そ

の金額が１００円未満であるときは、この限りでない。 

３ 前項に規定する場合において、その期間の賃貸借料は、１か月を 30 日とする日割計

算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務

を乙において処理した場合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定による遅滞金のほかに、第２７条第１項の規定による違約金が生じたと 

 きは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 

５ 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損 

 害（甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。）について、乙に対 

 してその賠償を請求することができる。ただし、第２７条第１項の規定による違約金が 

 生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。 



 

第３章 契約の効力等 

（契約物品の設置不能等の通知） 

第２２条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなく

なった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨

を書面により通知するものとする。 

 

（契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除） 

第２３条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、

成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分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、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求を

することができない。 

２ 成果物が契約の内容に適合しない場合（甲の責めに帰すべき事由によるものであると

きを除く。）、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。 

３ 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間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。 

４ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲が第２項の催告をしても履行の追完を受ける見込み

がないことが明らかであるとき。 

５ 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったとき

は、甲は、当該履行の追完期間に応じて第２１条第２項の規定に準じて計算した金額を

乙に対し請求することができる。 

６ 甲が第 2 項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、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ときにおける債務の不履行が

軽微であるときは、この限りでない。 

７ 甲が前項に基づき解除した場合、乙は甲に対し、第２７条第１項の規定による違約金

を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたと

しても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 

８ 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことにより生じた直接及び間接の損害につい

て、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第２７条第１項の規定によ

る違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。 

９ 第 1 項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課

するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで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。 

１０ 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日



から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追

完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 

ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった

ときは、この限りでない。 

１１ 第１項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項

を準用する。 

１２ 第２項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の

規定を準用する。 

１３ 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

 

第４章 契約の変更等 

（契約の変更） 

第２４条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、

設置場所、契約期間、契約数量、仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契約に定め

るところを変更するため、乙と協議することができる。 

２ 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成 

 し、速やかに甲に提出するものとする。 

３ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、 

 設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。 

 

（事情の変更） 

第２５条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著 

 しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、 

 この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に 

 準用する。 

 

（甲の解除権） 

第２６条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除す 

 ることができる。 

(1) 乙が納入期限（第２１条第１項により猶予を承認した場合は、その日。）までに、 

   履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 

  (2) 第 1４条第１項の規定による検査に合格しなかったとき。 

  (3) 第 1６条に定める物品の維持補修ができなくなったとき。 

  (4) 第２３条第６項に該当するとき。 

  (5) 前４号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 

(6) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があ 

    ったとき。 

  (7)  乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第



225 号）の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健

全と認められるとき。 

 (8)  乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部 

 又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した 

 乙の損害を賠償するものとする。 

 

（違約金） 

第２７条 乙は、前条第１項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除され 

 た場合は、違約金として解約部分に対する価格の１００分の２０に相当する金額を甲に 

 対して支払うものとする。ただし、その金額が１００円未満であるときは、この限りで 

 はない。 

２ 前項の規定による違約金のほかに、第２１条第２項の規定による遅滞金が生じている 

 ときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、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ものとする。 

 

（乙の解除権） 

第２８条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合にお 

 いては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この 

 契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 

３ 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面により行うもの 

 とする。 

 

（知的財産権） 

第２９条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないこと 

 を保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じ 

 る一切の損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとす 

 る。 

 

（支払代金の相殺） 

第３０条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支 

 払う代金を相殺することができる。 

 

第５章 暴力団排除特約条項 

（属性要件に基づく契約解除） 

第３１条 甲は、乙が次の各号の一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。）

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３２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一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契約担当官等の業務を妨害する行為 

 (5) その他前各号に準ずる行為 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第３３条 乙は、契約後に下請負人等が第３１条及び前条の規定に基づく解除対象者であ

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） 

第３４条 甲は、第３１条から前条まで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は要しない。 

２ 乙は、甲が第３１条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に

損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 



 （不当介入に関する通報・報告） 

第３５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。 

 

第６章 談合等特約条項 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第３６条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は

一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０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) この契約に関し、乙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、又は乙が構成

事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公

正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３にお

い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、当該納付命令が確

定したとき。 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に

対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行わ

れていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をい

う。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動が

あったとされたとき。 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命

令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの

であるとき。 

 (4) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（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号に規定する刑が確定したとき。 

 (5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

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



項の契約代金（契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額）の１０

０分の１０に相当する額のほか、契約代金の１００分の１０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、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項及

び第７項の規定による納付命令を行い、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金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。 

 

第７章 守秘義務及び個人情報の取り扱い 

（守秘義務） 

第３７条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が知得する際に甲か

ら秘密であることが示されていた情報については、適切に管理し、請負期間中はもとよ

り、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を

負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りで

ない。 

(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報 

(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報 

(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報 

(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる

情報 

(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報（ただし、甲

が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報

の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。） 

２ 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日か

ら起算して５年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮

することができるものとする。 

３ 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第１項に

より乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、

もしくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、

返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、

甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、５年以内に当該情報を返却、

消去又は廃棄するものとする。 



４ 乙は、履行後であっても第１項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失毀損等の事

故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措

置を講じるとともに、その事故の発生から７日以内に、その事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。ま

た、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、

甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、

調査することができる。 

５ 第６条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙

は当該第三者に対し、第１項から前項に定める措置を遵守させるものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第３８条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５８号）第２条第５項に規定する保有個人情報をいう。

以下同じ。）を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとと

もに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について

書面で確認しなければならない。 

２ 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものと

し、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。 

(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定する

ものとする。 

(2) 賃貸借業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室

内とする。 

(3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を

実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製するこ

とができるものとする。 

(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。 

(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。 

(6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、

個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等

の匿名化措置を講ずるものとする。 

３ 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び

実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以上、その職員に原則と

して実地検査により確認する。 

４  第６条に基づき請負業務一部を第三者に委託する場合、乙は再委託者に対し、第二項

に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内

容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。再委託

者が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

５ 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が

発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて



確実に対策を講じなければならない。 

 

第８章 雑則 

（調査） 

第３９条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて 

生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必 

要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類そ

の他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定す

る者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 

２ 乙は、前項及び第３７条第４項に規定する調査に協力するものとする。 

 

（紛争の解決） 

第４０条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度 

 協議して円満に解決するものとする。 

 

（裁判所管轄） 

第４１条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

（存続条項） 

第４２条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であ

っても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。 

(1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの 

第３７条第１項から第２項及び第４項から第５項までに規定する事項 

(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの 

第３７条第１項及び第３項から第５項までに規定する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

この契約を証するため、この証書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保管する。 

 

 

 

 

２０２３年  月  日 

 

 

 

  甲   東京都立川市緑町１０－１ 

支出負担行為担当官   

自治大学校庶務課長 松田 満 

 

 

  乙   【請負者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第１９条第３項に規定する部分払い） 

 

支払回数 請  求  金  額 

R５.１０月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

R６.１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

３月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

４月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

５月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

６月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

７月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

８月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

９月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１０月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

R７.１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

３月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

４月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

５月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

６月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

７月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

８月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 



９月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１０月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

R８.１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

３月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

４月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

５月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

６月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

７月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

８月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

９月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１０月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

R９.１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

３月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

４月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

５月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

６月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

７月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

８月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

９月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 



１０月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

１２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

R１０.１月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

２月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

３月分 
円（うち消費税及び地方消費税の額      円） 

 



 

 

 

 

 

 

令和 5 年度 

 

自治大学校 LANシステム 

寄宿舎居室用パソコン等のリース 

 

 

仕様書 

 

 

 

 

総務省 自治大学校



 

 

目次 

1. 件名 ..................................................................................................................................1 
2. 概要 ..................................................................................................................................1 
3. 納入期限 ...........................................................................................................................1 
4. 納入場所 ...........................................................................................................................1 
5. 納入物および成果物 .........................................................................................................2 

5.1 成果物一覧 ....................................................................................................................2 
5.2 納入物 ...........................................................................................................................2 

6. 請負業者資格 ....................................................................................................................3 
6.1 請負業者........................................................................................................................3 
6.2 請負業者に要求される事項 ..........................................................................................3 
6.3 再委託 ...........................................................................................................................3 
6.4 機密保持........................................................................................................................3 
6.5 作業場所........................................................................................................................4 
6.6 環境への配慮 ................................................................................................................4 

7. プロジェクト体制.............................................................................................................4 
8. 機能要件 ...........................................................................................................................4 
8.1 ユーザ認証 ....................................................................................................................5 
8.2 WSUS ...............................................................................................................................5 
8.3 ファイルサーバ .............................................................................................................6 
8.4 バックアップサーバ .....................................................................................................6 
8.5 不正 PC検知システム ...................................................................................................6 
8.6 従来型ウイルス対策 .....................................................................................................7 
8.7 PC及びサーバ PC間連携 ...............................................................................................7 
8.7.1 PC ...........................................................................................................................7 
8.7.2 サーバ PC間連携 ...................................................................................................7 
8.8 メールサーバ ................................................................................................................8 
8.9 ファイアーウォール .....................................................................................................9 

9. 機器要件 ...........................................................................................................................9 
9.1 ユーザ認証サーバ .........................................................................................................9 
9.2 WSUSサーバ ................................................................................................................ 10 
9.3 ファイルサーバ .......................................................................................................... 10 
9.4 バックアップ ............................................................................................................. 10 
9.5 セキュリティサーバ ................................................................................................... 11 
9.6 メールサーバ .............................................................................................................. 11 
9.7 無停電電源装置 ........................................................................................................... 11 



 

 

9.8 モニタ ......................................................................................................................... 11 
9.9 PC ............................................................................................................................... 12 
9.10 撤去 ........................................................................................................................... 12 

10. 運用要件 ........................................................................................................................ 12 
11. 確認業務 ........................................................................................................................ 12 
12. 請負業務外内容 ............................................................................................................. 12 
13. 瑕疵担保責任 ................................................................................................................. 13 
【別紙 1】自治大 LANシステム リプレイス作業範囲 ......................................................... 14 
【別紙 2】納入機器一覧 ....................................................................................................... 15 
【別紙 3】撤去機器一覧 ....................................................................................................... 19 



 

‐1‐ 

1. 件名 

 

「自治大学校 LANシステム寄宿舎居室用パソコン等のリース」 

 

2. 概要 

 

総務省自治大学校 LAN システム（以下「自治大 LAN」という。）における稼動機器等

を良好な稼動状態に維持させるため、別紙に定める機器を更改し、現行のサービスを

維持することを目的とする。 

また、現行システム「総務省自治大学校寄宿舎 LAN」（以下「寄宿舎 LAN」と言う。）

に参加している PC420台のリプレイスを行う。 

本契約の請負業者（以下「乙」と言う。）は既設のクライアント PC（以下「PC」とい

う。）のリプレイスを行い、本契約の発注者（以下「甲」という。）に対し PCが利用可

能な状態（以下「PC設定業務」という。）を提供することを目的とする。 

 

3. 納入期限 

 

設置期限：令和 5年 9月 30日とする。 

ただし、一部の納入作業については甲乙協議の上、日程を調整することとする。 

（既設 PCが研修のため使用中の場合 等） 

借入期間、履行期間：令和 5年 10月 1日～令和 10年 3月 31日までとする。(54カ

月)ただし、甲から借入期間延長の申し入れがあった場合、最大 24 カ月の延長を別途

協議すること。 

 

作業時間：原則午前 9時 30分から午後 5時 

 

4. 納入場所 

 

総務省 自治大学校 

東京都立川市緑町 10番地の 1 
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5. 納入物および成果物 

5.1 成果物一覧 

No. 成果物 詳細 

(ア) 納入機器一覧 納入する機器と数量の一覧 

(イ) 導入証明書 
仕様を満たす機器及びカタログを添付し、実施可

能なことを証明する資料 

(ウ) ラック構成図 サーバラック及びネットワークラックの構成図 

(エ) ネットワーク機器構成図 
各ネットワーク機器の設置場所及びポートの接

続図 

(オ) システム構成図 本システム全体の構成図 

(カ) プロジェクト計画書 調達仕様に対するシステム要件 

(キ) 要件定義書 調達仕様に対するシステム要件 

(ク) 基本設計書 ハードウェア及びソフトウェアの構成設計 

(ケ) 詳細設計書 設定値に関する設計 

(コ) 作業者向け構築手順書 実施する作業の手順 

(サ) 作業報告書 実施した作業に関する報告書 

(シ) サーバ試験仕様書及び結果報告書 
実施する試験項目・実施した試験の実施日時と結

果 

(ス) クライアント動作試験結果報告書 各クライアントに対する動作試験の結果報告 

(セ) 運用手順書 
導入したサーバの運用手順(停電時の対応含む)

及び退寮した PCをクリーニングする手順書 

(ソ) 障害復旧手順書 

サーバ障害時のバックアップからのリカバリ手

順及びクライアント障害時のリカバリディスク

からの復旧手順書 

※上記の成果物の幾つかを、まとめて 1 つの文書としても良い。その際は、目次等

で上記成果物が含まれていることを明示すること。 

 

5.2 納入物 

（ア）（イ）については入札時に提示すること。 

（ウ）～（ソ）については納入期限までに納入すること。 

（ア）にて提示した機器一式 
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6. 請負業者資格 

6.1 請負業者 

請負業者とは、実際に設置、設定業務を実施する者のことを指す。乙が実施する場

合は、乙のことを指す。また、乙ではなく再委託業者が実施する場合は、再委託業者

を含む。 

 

6.2 請負業者に要求される事項 

① 総務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に

格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。（「役務の

提供等」の営業品目「賃貸借」を有する者であること。） 

 

6.3 再委託 

① 乙は、受注業務の全部を第三者に委託することはできないものとすること。 

② 本件の一部について再委託を希望する場合、乙は、事前に甲と協議し、事前に書

面による承認を得ること。その際、乙は、再委託先業者名、再委託の内容、提供

する情報の内容、再委託先の管理方法等を記載した文書を提出すること。また、

再委託先についても乙と同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、乙の責任に

おいて管理・監督を行うこと。なお、再委託する場合は、その最終的な責任を乙

が負うこと。 

 

6.4 機密保持 

①  乙は、受注業務の実施の過程で甲が開示した情報（公知の情報を除く）、他の請負

業者が提示した情報、及び乙が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用、

又は第三者に開示若しくは漏洩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。 

② 甲が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとする。乙及び応札希望者

は、以下の事項に従うこと。 

・管理台帳等により適切に管理すること。 

・許可された要員のみが資料を参照できるよう、適切な保管、管理を行うこと。 

・定められた期限までに返却すること。 

・甲の許可なく複製はしないこと。 

・甲の許可なく第三者への提供及び開示はしないこと。 

③ 甲が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に甲と協議

の上、承認を得ること。 

④ 本件の業務を開始する前に、再委託先を含めた請負業者側の機密保持体制及び文

書管理方法を策定し、管理・監督を行うこと。なお、これらの管理・監督が適正
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に行われていることを示す文書について、当省の求めに応じて提出すること。 

 

6.5 作業場所 

作業場所は甲が用意する。当該作業場所においては、原則として請負業者等（乙及

び甲の承認を得た再委託先）以外の立入りを禁止すること。なお、必要に応じて適宜、

甲が作業場所の確認を実施することがある。 

 

6.6 環境への配慮 

本件に係わる納品物については、「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)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。 

また、「政府の節電実行基本方針」（平成２３年５月１３日 電力需給緊急対策本

部）等を踏まえた作業環境や作業手順等を検討及び提出し、甲の承認を得た上で実施

すること。 

 

7. プロジェクト体制 

乙は、本システムに係わる業務を十分理解し、要員の人数を十分に確保すること。

なお、作業遅延等の理由により適切な業務履行が期待出来ないと判断される場合、そ

の原因の調査、改善策を乙が主体的に検討・報告し、改善策を無償にて実行すること。

また、体制を設けるに当たっては、以下の条件を満たし証明する資料として提出する

こと。 

① プロジェクト責任者 

プロジェクト責任者は、本案件と同等規模の機器導入業務、保守業務の経験を複

数回有すること。 

② 導入の統括担当者 

導入に係わる統括担当者は、本案件と同等規模の機器導入業務統括の経験を有す

ること。 

 

8. 機能要件 

本調達にて実装する機能は、以下に大別される。 

・ ユーザ認証 

・ WSUS 

・ ファイルサーバ 

・ バックアップ運用 

・ 不正 PC検知管理 

・ 従来型ウイルス対策 

・ PC 
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・ メールサーバ 

・ ファイアーウォール 

各々について詳述する。 

 

8.1 ユーザ認証 

① 現行のユーザ認証にて使用しているユーザデータを引き継ぐこと。 

② ユーザ認証のマスタ機能を移行すること。 

③ ユーザ認証のサーバは冗長構成を採り、1台に障害が発生した場合、もう 1台に 

てユーザ認証が可能なこと。※今回は 1 台のみの導入となり、既設 1 台は導入済

み。 

④ ユーザ認証サーバは、全て同一の筐体にて稼働させないこと。(縮退運用時を除く) 

⑤ 現行設定している、ユーザのデスクトップ環境制御と同等の設定を実施できるよ 

うにすること。 

⑥ クライアント 420 台に対し、更新プログラムの適用について、現行と同様の配信 

を実施できるようにすること。 

⑦ 現行で利用しているメールシステムのメールボックスとユーザを 1 対 1 で紐付け

ること。 

⑧ ユーザのプロファイルデータは、クライアントではなく、運用業者が管理する機 

器に格納すること。このユーザのプロファイルデータは、運用業者以外は、ユー 

ザ本人のみが閲覧、変更可能なようにすること。また、必要に応じて、記憶装置 

を調達すること。 

⑨ ユーザのデータは、1 ユーザあたりの容量は 300MBを想定すること。但し、ユー 

ザに対して容量に対する利用制限を掛ける必要はない。 

⑩ ユーザ認証のシステム状態およびデータについて、バックアップを取得すること。 

⑪ バックアップは週 1 回以上の頻度でフルバックアップを取得し、5世代以上保管 

すること。 

⑫ 無停電電源装置と接続し、電源の瞬断対策を採ること。 

⑬ ウイルス対策ソフトを導入すること。 

 

8.2 WSUS 
① RAID構成を取りシングルポイント障害を無くすこと。 

② 別途調達予定のPCを当該サーバから一括してセキュリティパッチを適用すること。 

③ WSUS のシステム状態およびデータについて、バックアップを取得すること。バッ

クアップは週 1回以上の頻度でフルバックアップを取得し、2世代以上保管するこ

と。 

④ 無停電電源装置と接続し、電源の瞬断対策を採ること。 
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⑤ メンテナンス時を除き、常時稼働させること。 

⑥ データ容量は 1TB以上確保すること 

⑦ ウイルス対策ソフトを導入すること 

 

8.3 ファイルサーバ 

① RAID構成を取りシングル障害ポイントを無くすこと。 

② 既存サーバからデータ移行を行うこと。 

その際、ファイル及びフォルダのアクセス権を継承すること。 

③ ファイルサーバのシステム状態およびデータについて、バックアップを取得する

こと。バックアップは毎日取得し、7世代以上保管すること。 

④ メンテナンス時を除き、常時稼働させること。 

⑤ 無停電電源装置と接続し、電源の瞬断対策を採ること。 

⑥ 実データ容量は 2TB以上確保すること。 

⑦ ウイルス対策ソフトを導入すること。 

 

8.4 バックアップサーバ 

① RAID構成を取りシングルポイント障害を無くすこと。 

② 前述したサーバのバックアップを取得すること。 

③ 無停電電源装置と接続し、電源の瞬断対策を採ること。 

④ 全サーバのバックアップが取得できる容量を持ち合わせること。 

⑤ ウイルス対策ソフトを導入すること。 

 

8.5 不正 PC検知システム 

① 本件におけるソフトウェアはセキュリティサーバに導入すること。 

② 別調達にて導入済みの不正PC検知センサーを管理するソフトウェアについては本

調達時点の最新バージョンを導入すること。 

③ 不正 PC検知センサーを登録し、既存と同様の状態とすること。 

④ 自治大 LAN に接続する全ての機器の MAC アドレスを登録し、正当な機器が締め出

されることがないようにすること。 

⑤ メンテナンス時を除き、常時稼働させること。 

⑥ 不正 PC検知管理のシステム状態およびデータについて、バックアップを取得する

こと。バックアップは週 1回以上の頻度でフルバックアップを取得し、1世代以上

保管すること。 

⑦ 無停電電源装置と接続し、電源の瞬断対策を採ること。 

⑧ ウイルス対策ソフトを導入すること。 
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8.6 従来型ウイルス対策 

① 本件におけるソフトウェアはセキュリティサーバに導入すること。 

② 本調達サーバおよび PC、別調達している既存サーバにウイルス対策ソフトを導入

し、記憶媒体に対するウイルス検知、およびファイル操作に対するウイルス検知

が行えるようにすること。又、ウイルス対策ソフトの設定は集中管理が可能であ

ること。 

③ メンテナンス時を除き、常時稼働させること。 

 

8.7 PC及びサーバ PC間連携 

8.7.1 PC 
① 甲は、PC420台を手配し、乙に提供すること。ただし、PCのスペックに関して 

② 【別紙 2】納入機器一覧 PCおよび周辺機器(寄宿舎 LAN)に記載のある項目を十分

に満たすものとする。 

③ 【別紙 2】納入機器一覧 PCおよび周辺機器(寄宿舎 LAN)に記載されたソフトウェ

アを導入し、動作確認を行うこと。 

④ 既設のネットワークプリンタのドライバ（12台分）をインストールし、PCから印

字可能な状態とすること。 

⑤ 既設の Wi-Fi に接続可能な SSID（30 機分）、及びセキュリティキーを事前に登録

し、接続テストを実施すること。 

⑥ ドメインに参加可能な OSを選定すること。 

⑦ 甲に対して作業及び動作確認の完了を報告すること。 

⑧ PC 及びその他周辺機器（マウス、LAN ケーブル、電源ケーブルを指す）の設置場

所までの搬送を行うこと。 

⑨ 所定の場所に既設されている PCと交換を行うこと。 

⑩ PC及びその他周辺機器の梱包材の開梱後の撤去、廃棄を行うこと。 

⑪ 現在のセキュリティ設定のコンセプトを確認し、同等の設定を施すこと。 

⑫ クライアント PC420台にウイルス対策ソフトをインストールすること。 

 

8.7.2 サーバ PC間連携 

① 各 PCの一元管理を実現するため、Active Directory にドメイン参加すること。 

② クライアントごとに、専用の Active Directory ユーザーアカウントを準備し、

ログオン情報入力時にユーザ名が表示されるようにして、納入すること。 

③ 最新の OSセキュリティ更新プログラムを適用すること。また、新システムの仕組

みからセキュリティ更新プログラムが配信されるように構成すること。 

④ Windows 10 の仕様にて、独自にインターネットから更新プログラムを取得する動

作を回避させること。 
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⑤ プロファイル フォルダをリダイレクトし、ファイルサーバにデータが格納される

ようにすること。ユーザープロファイルの格納先は、当該ユーザ以外を排他制御

すること。 

⑥ コンピュータ名、ローカルアカウント及びネットワークセグメントは現行と同等

の設定にすること。同等の設定であることをクライアント動作試験結果報告書に

て証明すること。 

⑦ インターネットを利用する場合には、proxyが必須となるため、設定を行うこと。 

⑧ クライアントのデスクトップ環境をセキュアにするために、ＧＰＯ、レジストリ

及びローカルセキュリティポリシー等を駆使して、現状と同等の環境を再現させ

ること。 

⑨ サーバラックについては 10U 以上余りがあるため、空いているラックに設置する

こと。 

 

8.8 メールサーバ 

① 同一ドメインで 450アカウント作成可能であること。 

② Web メールでの提供が可能であること。また、Web メールは Google chrome 及び

Edgeに対応していること。 

③ 指定された同一ドメイン間及び総務省間のみでメールの送受信ができること。 

④ 同一ドメインのメーリングリストが 30以上作成可能であること。 

⑤ 1アカウントあたり 300MB以上の容量を確保できること。 

⑥ 現行のメールシステムと同様の機能を持ち合せていること。 

⑦ 現行と同等のバックアップが取得可能であること。 

⑧ メールを簡易的に初期化でき、メールアカウントは再利用できること。 

⑨ 簡易的にアカウント作成・削除ができること。 

⑩ メールで使用するドメイン名も必要な場合は取得すること。ドメインについては

1年以上の契約を結ぶこと。 

⑪ 落札後、本校と協議の上、基本は自治大学校内でのメールのやり取りとなるが総

務省の特定アドレスへのメール送受信をできるようにすること。 

⑫ 複数のメールを一括での転送が可能であること。 

⑬ 定型文・署名等を組み合わせたメールテンプレートを複数作成可能なこと。 

⑭ Webメール画面上からメールの添付ファイルのみを削除することが可能なこと。 

※なお、削除後は該当メールに添付ファイルが付いていた形跡がわかること。 

⑮ 機能要件を満たすメールソフトウェアも今回の調達に含めること。 
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8.9 ファイアーウォール 

① ファイアーウォールは、ファイアーウォール機能を利用できる 1000Base-T 及び

100BASE-TX の全二重 Ethernet 通信が可能なポート（コネクタ形状は RJ-45）を

有していること。 

② システム管理者の業務用 PC から、システム運用で通常必要となる設定変更やロ

グの閲覧、状態確認を行うシステム管理機能が GUIで提供できること。 

③ システム管理者の業務用 PCから、ファイアーウォールが蓄積している通信ログの

参照や抽出をリアルタイムで行えること。また、GUI による通信ログ表示機能を

提供すること。 

④ 表示項目には、Source IP アドレスと Destination IP アドレス及びそれぞれの

ポート番号、プロトコル情報、フィルタリングルール実施内容等を含むこと。 

⑤ システム管理者が設定することにより、ファイアーウォールが任意のフィルタリ

ングルールに基づくフィルタを検出した場合、メールや SNMP によりシステム管

理者に通知できること。 

⑥ 通信ログについて、6 カ月以上の通信ログをファイアーウォールの機器若しくは

外付け HDD に蓄積できる仕組みを構築すること。蓄積するログは圧縮などをして

構わないが、その場合も通信ログ表示機能を用いて容易に閲覧できること。必要

があれば、ログ蓄積用の機器を本件調達の範囲に含めること。なお、リプレース

前まで使用しているファイアーウォールシステムに関する過去の通信ログの蓄積

及び表示については、本件調達の範囲で実現できなくても構わない。 

⑦ 導入するファイアウォールサーバに VPN 機能、AV/IPS/Web フィルタ/スパム機能

などが備わっており、利用期間その機能が利用できること。 

⑧ ファイアーウォールスループットが 20Gbps以上可能であること。 

⑨ 冗長化は不要。 

 

9. 機器要件 

9.1 ユーザ認証サーバ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Server 2022 standard以上とすること。 

② CPU ：4コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：8GB以上 

④ ハードディスク：データ領域として実質 1TB以上  

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID5 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 
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9.2 WSUSサーバ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Server 2022 standard以上とすること。 

② CPU ：4コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：16GB以上 

④ ハードディスク：データ領域として実質 1TB以上 

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID5 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 

 

9.3 ファイルサーバ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Storage Server 2022 以上とすること。 

② CPU ：8コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：16GB 以上 

④ ハードディスク：データ領域として実質 2TB以上 

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID5若しくは RAID6若しくは RAID10 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 

 

9.4 バックアップ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Server 2019 IoT 2019 for Storage Standard 又は Windows Server 

2022 Standard 以上とすること。 

② CPU ： 4コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：16GB 以上 

④ ハードディスク：データ領域として実質 8TB以上 

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID5若しくは RAID6若しくは RAID10 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 
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9.5 セキュリティサーバ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Server 2022 standard以上とすること。 

② CPU ：4コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：8GB以上 

④ ハードディスク：1TB 以上  

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID：RAID5若しくは RAID6若しくは RAID10 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 

⑨ 今回導入するウイルスソフトと不正 PC 検知を管理するソフトウェアについては、

本調達にて最新バージョンをセキュリティサーバに導入すること。 

 

9.6 メールサーバ 

本調達にて、納入するサーバは、以下の要件を満たすこと。 

① OS ：Windows Server 2022 Standard若しくは RedhatEnterpriseを選定すること。 

② CPU ：4コア以上を割り当てること。 

③ メモリ：8GB以上 

④ ハードディスク：2TB 以上  

⑤ ドライブ：DVD-ROM 

⑥ RAID：RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

⑦ 機器製造業者が提供する保守契約を 5年以上含むこと。 

⑧ 電源は冗長させること。 

 

 

9.7 無停電電源装置 

本調達にて、納入する無停電電源装置は、以下の要件を満たすこと。 

① 各物理サーバに接続し、停電時に、一定時間を経てシステムを自動停止すること

が可能なこと。また、復電時には自動起動すること。 

② 何か生じた場合でも、電源の瞬断が起きぬようにすること。 

 

9.8 モニタ 

本調達にて、納入するモニタは、以下の要件を満たすこと。 

① 機能・役割 ：モニタ、キーボード、マウスを、本調達にて納入するサーバを切替

スイッチ経由にて接続を行い、スイッチの選択により各種サーバの操作が出来る

こと。 
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② 液晶ディスプレイ：17インチ LCD以上、解像度は 1280×1024以上であること。 

③ マウス：タッチ形式で稼動すること。 

④ キーボード：JIS配列、日本語入力が可能であること。 

⑤ 19インチラックに搭載出来ること。 

 

9.9 PC 
本調達にて、納入する PC は、【別紙 2】納入機器一覧 2. PC および周辺機器(寄宿

舎 LAN)に記載のある要件を満たすこと。 

 

9.10  撤去 

① 【別紙 3】撤去機器一覧に記載されている機器について、設置場所から撤去し、所

有業者に受け渡すこと。 

② リース期間終了後、導入した PC及びサーバ類は廃棄の上、廃棄証明書を甲に提出

すること。 

 

10. 運用要件 

① 運用保守業務については、別調達のため、本調達には含まれない。 

② 運用操作について、令和 4 年度の寄宿舎 LAN 運用保守業者に対し、成果物の説明

及び 3日程度の引き継ぎを実施すること。 

③ 現行からソフトウェアが後継品以外に変更される場合は、運用手順を確立した上

で、文書化すること。 

 

11. 確認業務 

乙は、PC 設定業務の完了に際し、以下の項目に対する確認を行い甲に報告するも

のとする。なお、甲だけではなく、保守業者立ち会いの上で行うこととする。 

① 各 PCにおいて OSの起動及びシステム障害の有無 

② 各 PCにおいてキーボード、マウスの基本動作確認 

③ 各 PCにおいて LANケーブルのリンクアップ及び任意のプライベート IPアドレス   

に対する Ping疎通確認 

④ 各 PCにおいて【別紙 2】納入機器一覧に記載されているソフトウェアの正常起動 

⑤ 各 PCから既設してあるプリンタに対するテストプリント 

 

12. 請負業務外内容 

以下に定める業務は請負業務対象外となる。但し、甲の要請に基づき、必要に応じ

て別途、実施方法・対価等を決定の上、業務を実施すること。 

・ 調達範囲外の機器についての増設、移転、改造又は撤去。 
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・ 調達範囲外の機能についての実装、設定、構成変更。 

・ インターネット環境を除く自治大 LAN以外とのネットワーク疎通 

・ 自治大 LAN以外とのシステム連携 

・ 天災地変その他甲乙いずれの責も帰しがたい事由により発生した故障の修理 

・ 【別紙 2】納入機器一覧に記載されたソフトウェア以外の導入 

・ PC設定業務用に用意した 420台の PC及びその他周辺機器以外の設置、接続、動 

作確認 

・ PCに事前導入されているアプリケーションの削除 

・ 既存 PCからのデータ移行作業 

 

13. 瑕疵担保責任 

① 本仕様書に示す業務の検収後の契約書に定める期間において、納入成果物に不備、

または瑕疵の疑いが生じた場合であって、当省が必要と認める場合には、請負業

者は速やかに不備の内容に関して調査し、回答すること。 

②  ①における調査の結果、納入成果物に関して瑕疵等が認められる場合には、請負

業者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正を実施する場

合においては、修正方法等について、事前に当省の承認を得てから着手するとと

もに、修正結果等について、当省の確認を受けること。 
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【別紙 1】自治大 LANシステム リプレイス作業範囲 

 

 システム構成概要は下図の通りとなります。 
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【別紙 2】納入機器一覧 

 

サーバおよび周辺機器(自治大 LAN) 

No. 必要スペック 

ユーザ認証サーバ 

1 CPU Xeon E3-1200 v4 同等以上 

2 メモリ 8GB以上 

3 HDD 1.2TB（SAS、10krpm、2.5型ドライブ） ×3 台以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 500W ×2台(冗長構成)若しくは 600W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS Windows Server 2022 Standard 

9 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

WSUS サーバ 

1 CPU Xeon E3-1200 v4 同等以上 

2 メモリ 16GB以上 

3 HDD 1.2TB（SAS、10krpm、2.5型ドライブ） ×3 台以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 500W ×2台(冗長構成)若しくは 600W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS Windows Server 2022 Standard 

9 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

ファイルサーバ 

1 CPU Xeon E5-2600 v4 同等以上 

2 メモリ 16GB以上 

3 HDD 1.2TB（SAS、10krpm、2.5型ドライブ） ×5 台以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 500W ×2台(冗長構成)若しくは 800W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS Windows Server 2022 Standard 

9 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

バックアップサーバ 
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1 CPU Xeon E5-1600 v4 同等以上 

2 メモリ 16GB以上 

3 HDD 2TB ×4 台 （SATAドライブ・RAID5構成）以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 800W ×2台(冗長構成)若しくは 900W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS 
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard 又は

Windows Server 2022 Standard 

8 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

セキュリティサーバ 

1 CPU Xeon E3-1200 v4 同等以上 

2 メモリ 8GB以上 

3 HDD 500GB 以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 600W ×2台(冗長構成)若しくは 900W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS Windows Server 2016 Standard 

9 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

メールサーバ 

1 CPU Xeon E3-1200 v4 同等以上 

2 メモリ 8GB以上 

3 HDD 2TB以上 

4 RAID RAID5＋ホットスペア若しくは RAID6 

5 DVD DVD-ROM（外付けでも可とする） 

6 電源 800W ×2台(冗長構成)若しくは 900W ×2台(冗長構成) 

7 ラック搭載 EIA規格準拠 

8 OS 
Windows Server 2022 Standard 若 し く は Redhat 

Enterprise 

9 保守 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

モニタ 

1 液晶ディスプレイ 18.5インチ LCD以上、解像度は 1366×768ドット以上 

2 入力方法 JIS配列日本語キーボード・タッチパッド 
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3 ラック搭載 EIA規格準拠 

UPS 

1 電源容量 上記機器の接続し、一定時間動作が可能 

2 入力電源電圧 100V 

3 保守契約 出張修理、４時間以内対応、5年以上 

ソフトウェア 

1 Office 365 A3 教職員用(リース期間中) 420 

2 TRSL ウイルスバスター コーポレートエディション(5年間分) 420 

3 Windows Server 2022 Standard 16 コアライセンス 5 

4 Windows Server IoT 2019 for Storage Standard 1 

5 L2Bマネージャ Ver4.x(5 年間分) 1 

6 Windows Server 2022 Device CAL 420 

7 Arcserve UDP(5年間分) 8 

8 Active! Mail(5年間分) 500 
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PCおよび周辺機器(寄宿舎 LAN) 

No. 必要スペック 

1 台数 420 

2 CPU Core i5以上 

3 メモリ 8GB以上 

4 HDD SSD 128GB以上 

5 
無線ＬＡＮ Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応＋無線

802.11ac/a/ｂ/ｇ/ｎ標準搭載であること 

6 

液晶 14.0インチ HD 

(対面での画像情報が共有をおこなえるよう、ディス

プレイが 180度ひらくこと) 

7 キーボード JIS規格 日本語入力 

8 

OS Windows 10 Pro 64bit 

※上記 OS にて、ドライバ等が機器製造業者の正式サ

ポートを受けられること。またリース期間中に

Windows11にアップグレードが可能であること。 

9 

バッテリ駆動 標準バッテリ稼働時間 15時間以上 

(急速充電に対応しておりバッテリ駆動時間の約

40%を 30分で充電できること) 

10 重量 1.5kg以下 

11 保守 引取修理対応、5年以上 

12 
光学式マウス USB で接続可能な光学式マウスを本調達に含めるこ

と 

13 リカバリディスク OS障害時に復旧させるためのリカバリディスク 

14 
インターフェース USB3.1×2・Type-Cコネクタ×2・HDMI出力端子・SD

カードスロット・LAN(RJ45)を搭載していること。 

15 
WEBカメラ WEBカメラを搭載しており、WEBカメラシャッターを

搭載していること。 

※ソフトウェア及びライセンスは 5年間利用可能なこと。 
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【別紙 3】撤去機器一覧 

 

サーバおよび周辺機器(自治大 LAN) 

No. メーカ 品名 型番 数量 

ESXi ホストサーバ 

1 HP 
DL20 G9 Xeon E3-1220 v6 3GHz 8GB HP 4SFF(2.5) 

B140i/ZM 900W ﾗｯｸ 872880-295 1 

2 HP 8GB 1Rx8 PC4-2400T-E ﾒﾓﾘｷｯﾄ 862974-B21 1 

3 HP DL20 Gen9 ｵﾌﾟﾃｨｶﾙｹｰﾌﾞﾙｷｯﾄ 816284-B21 1 

4 HP 9.5mm SATA DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 726536-B21 1 

5 HP HP Smart ｱﾚｲ P440/2GB FBWC ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 820834-B21 1 

6 HP 4SFF Smart ｱﾚｲ接続ｹｰﾌﾞﾙｷｯﾄ 811282-B21 1 

7 HP DL20 Gen9 Smart ｱﾚｲﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙﾀﾞｰ 822451-B21 1 

8 HP 
1.2TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ

ｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 872479-B21 4 

9 HP 900W Gold ﾊﾟﾜｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ 775595-B21 1 

10 HP 100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m AF572A 1 

ESXi ホストサーバ 

1 HP 
DL360 G10 Xeon Bronze 3104 16GB HP 8SFF(2.5) 

P408i-a/2GB 500W ﾗｯｸ 876342-295 1 

2 HP DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒﾃﾞｨｱﾍﾞｲ 868000-B21 1 

3 HP 9.5mm SATA DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 726536-B21 1 

4 HP 
1.2TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ

ｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 872479-B21 5 

5 HP 
DL360 Gen10 SFF System Insight Display ｷｯ

ﾄ 867996-B21 1 

6 HP 500W FS Platinum LH ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ 865408-B21 1 

7 HP 100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m AF572A 1 

8 HP DL3xx Gen10 ﾘｱ ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ x1増設ｷｯﾄ 873770-B21 1 

ストレージ 

1 
HP 1U Easy Install式ﾗｯｸﾚｰﾙｷｯﾄ用 ｹｰﾌﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｱｰﾑ 734811-B21 1 

2 HP HP StoreEasy 1450 3.5 型 8TB SATA ﾓﾃﾞﾙ K2R13A 1 

3 HP 9.5mm SATA DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 726536-B21 1 
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4 HP 900W Gold ﾊﾟﾜｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ 775595-B21 1 

5 HP 100V Power Cord JP 10A5-15P/IEC C13 2m AF572A 1 

AD サーバ 

1 HP 
DL20 G9 Xeon E3-1220 v6 3GHz 8GB HP 4SFF(2.5) 

B140i/ZM 900W ﾗｯｸ 872880-295 1 

2 HP DL20 Gen9 ｵﾌﾟﾃｨｶﾙｹｰﾌﾞﾙｷｯﾄ 816284-B21 1 

3 HP 9.5mm SATA DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 726536-B21 1 

4 HP HP Smart ｱﾚｲ P440/2GB FBWC ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 820834-B21 1 

5 HP 4SFF Smart ｱﾚｲ接続ｹｰﾌﾞﾙｷｯﾄ 811282-B21 1 

6 HP DL20 Gen9 Smart ｱﾚｲﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙﾀﾞｰ 822451-B21 1 

7 HP 
300GB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ

ｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 872475-B21 5 

8 HP 900W Gold ﾊﾟﾜｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ 775595-B21 1 

KVM 

1 HP HP LCD 8500 ｺﾝｿｰﾙ AF642A 1 

2 HP IP CAT5 12 ﾌｨｰﾄｹｰﾌﾞﾙ 8 本ﾊﾟｯｸ 263474-B23 1 

3 HP ｺﾝｿｰﾙｽｲｯﾁ用 USB ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ AF628A 4 

4 HP KVM ｻｰﾊﾞｰｺﾝｿｰﾙｽｲｯﾁ G3 (1x8) AF651A 1 

メールサーバ 

1 HP DL 360P Gen8 Xeon E5-2630L V2  F9R89A 1 

2 HP Xeon E5-2630L V2 2.40GHz 1P/6C CPU KIT 712781-B21 1 

3 HP HP 9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ 652238-B21 1 

4 HP HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 メモリキット 719381-B21 3 

5 
HP HP 300GB 15krpm SC 2.5 型 6G SAS ハードデ

ィスクドライブ 
652611-B21 

5 

6 HP HP 460W CS Platinum Plus パワーサプライ 656362-B21 1 

7 HP 100V Power Cord JP 2m AF572A 1 

UPS 関連 

1 HP HP UPS R/T3000 G4 (100V) J2R01A 1 

2 HP HP UPS ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ AF465A 1 

3 HP ﾍﾞｰｼｯｸ PDU G2 2.8kVA 22 ｱｳﾄﾚｯﾄ (100V-24A) P9Q34A 1 

UPS 関連 

1 APC APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 
SMT1500RMJ2

U 

1 
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ファイアーウォール 

1 Paloalto Palo Alto NetWorks PA-500-2GB 
PAN-PA-500-

2GB 

1 

その他 

1 Dynabook dynabook RX73 
PR73HFA13R7

AD11 
420 
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