滋賀県立大学情報システム保守・管理業務委託契約書
公立大 学法 人滋賀 県立 大学 理事 長 廣 川 能嗣（ 以下 「甲」 とい う。） と〇 〇〇〇 （以 下
「 乙」と いう 。）と は、 次の条 項に より滋 賀県 立大学 情報 システ ム保 守・管 理業 務委託 に関 する契
約 を締結 する 。
（ 委託業 務）
第 １ 条 甲 は別添 に掲 げる情 報シ ステム につ いて別 添仕 様書に 定め る保守 ・管 理業務 （以 下「委
託業 務」と いう ）を乙 に委 託し、 乙は これを 受託 する。
２
乙 は前項 の規 定に定 めの ない細 部の 事項に つい ては、 甲の 指示を 受け るもの とす る。
（ 実施の 方法 ）
第 ２ 条 前 条の委 託業 務を円 滑に 行うた め、 乙は、 作業 従事者 を甲 に常駐 させ 委託業 務を 実施す
る。
な お、常 駐先 は滋賀 県立 大学図 書情 報セン ター とする 。
２
乙 は、前 項の 技術者 の氏 名やそ の他 必要な 事項 を事前 に書 面にて 届け 、甲の 承認 を得な
けれ ばなら ない 。
３
乙 は、委 託業 務遂行 のた め連絡 調整 を十分 に図 りなが ら統 合的に 情報 システ ムの 保守・
管理 に努め なけ ればな らな い。
（ 委託期 間）
第 ３ 条 委 託期間 は、 平成３ ０年 １０月 １日 から平 成３ ２年９ 月３ ０日ま でと する。
（ 委託料 ）
円）
第 ４ 条 委 託料は 、金
円（ うち消費税額および地方消費税額
円） とする 。
とし 、月額 金
円（ うち消費税額および地方消費税額
２
前 項の消 費税 額およ び地 方消費 税額 は、消 費税 法第２ ８条 第１項 およ び第２ ９条 ならび
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,

円 とする 。

（ 委託業 務の 報告お よび 委託料 の支 払）
第 ６ 条 乙 は、委 託業 務の内 容に ついて 、甲 に書面 で報 告する とと もに甲 の検 査を受 ける ものと
す る。
２
第 ４条の 委託 料の支 払い は、月 毎払 いとし 、当 該月の 委託 業務の 終了 後、乙 は当 該月分
を甲 に請求 する ものと する 。
３
甲 は、第 １項 の検査 結果 を適正 と認 め、委 託請 求書を 正当 と認め たと きは当 該請 求書を
受理 した月 の翌 月末日 まで に乙に 対し 委託料 を支 払うも のと する。
（ 指揮命 令）
第 ７ 条 業 務の遂 行に かかわ る乙 の作業 従事 者に対 する 指示、 労務 管理、 安全 衛生な どに 関する
一切 の指揮 命令 は、乙 が行 うもの とす る。な お、 常駐先 であ る滋賀 県立 大学図 書情 報セン
ター での乙 の作 業従事 者に 対する 服務 規律、 勤務 規制な どは 甲乙協 議の 上決定 する 。しか
し、 その場 合に おいて も業 務の遂 行に かかわ る乙 の作業 従事 者に対 する 指揮命 令は 乙が行
うも のとす る。

（ 業務遂 行責 任者の 設置 ）
第 ８ 条 乙 は、自 己の 責任に おい て、業 務の 指揮監 督を 行うた め業 務遂行 責任 者を置 き、 乙の作
業従 事者に 対す る指揮 命令 は業務 遂行 責任者 が行 うもの とす る。
２
乙 は、乙 の業 務遂行 責任 者の氏 名な どを書 面に より甲 に通 知しな けれ ばなら ない 。業務
遂行 責任者 を変 更する 場合 も同様 とす る。
（ 施設、 備品 、機器 等の 使用）
第 ９ 条 甲 は乙に 対し 業務遂 行に 必要な 甲の 施設、 備品 機器等 を無 償で使 用さ せるも のと する。
その 場合、 乙は 施設、 備品 ・機器 等を 目的以 外に 使用し ては ならな い。 また、 使用 する施
設内 での光 熱水 費、甲 が許 可した 電話 回線使 用料 および 消耗 品費は 甲が 負担す るも のと
し、 この場 合に おいて 乙は これら の使 用につ いて は効率 的に 行わな けれ ばなら ない 。
２
乙 は、乙 の作 業従事 者に 社名入 りネ ームプ レー トを着 用さ せるな ど、 乙の作 業従 事者で
ある ことが 容易 に識別 でき るよう に考 慮する もの とする 。
（ 秘密の 保持 および 個人 情報の 保護 ）
第 １０ 条 乙 は、甲 にお ける業 務遂 行に関 して 知り得 た事 項を、 この 契約期 間中 のみな らず 、その
期間 終了後 も他 に漏ら して はなら ない 。
２
乙 は、 この契 約に よる業 務を 行うた めに 個人情 報を 取り扱 う場 合には 、別 記「個 人情 報
取扱 特記 事項」 を守 らなけ れば ならな い。
３
乙 は、技 術者 に対し 、前 ２項の 義務 を厳守 させ なけれ ばな らない 。
（ 暴力団 等の 排除）
第 １１条 甲 及び乙 は、 相手方 が合 理的な 根拠 に基づ き次 の各号 のい ずれか に該 当する と認 められ
る ときは 、催 告を要 せず 本契約 を解 除する こと ができ るも のとす る。
(１ ) 暴 力団 、暴力 団員 、暴力 団関 連企業 ・団 体もし くは その関 係者 又はそ の他 反社会 的勢 力
（ 以下「 暴力 団等反 社会 的勢力 」と いう。 ）で あると き。
(２ ) 自 社、 自己も しく は第三 者の 不正な 利益 を図り 、又 は第三 者に 損害を 与え る目的 を持 っ
て 、暴力 団等 反社会 的勢 力を利 用す るなど して いると き。
(３ ) 暴 力団 等反社 会的 勢力の 維持 、運用 に協 力し、 又関 与する 等、 何らか の関 係を有 して い
る とき。
(４ ) 暴 力団 等反社 会的 勢力か ら不 当な介 入を 受けな がら 相手方 への 報告を 怠っ たとき 。
(５ ) 「 暴力 団員に よる 不当な 行為 の防止 等に 関する 法律 」に違 反し たとき 。
（ 契約の 解除 ）
第 １２条 甲 は、乙 がこ の契約 に違 反した とき は、い つで もこの 契約 の一部 また は全部 を解 除する
こと ができ る。
（ 損害賠 償）
第 １３条 乙 は、こ の契 約を履 行す るうえ で甲 の電気 設備 、通信 設備 および その 他大学 の施 設等に
損傷 を与え たと き、ま た第 三者に 損害 を与え たと きは、 その 損害を 賠償 しなけ れば ならな
い。
（ 権利義 務の 譲渡等 の禁 止）
第 １４条 乙 は、こ の契 約から 生ず る権利 義務 を第三 者に 譲渡し 、も しくは 、継 承する こと ができ
ない 。
た だし、 あら かじめ 甲の 承認を 得た 場合は 、こ の限り でな い。

（ 管轄裁 判所 ）
第 １５条 こ の契約 につ いて訴 訟の 必要が 生じ たとき は、 甲の事 務所 の所在 地を 管轄す る裁 判所を
第一 審の裁 判所 とする 。
（ 契約に 関す る紛争 の解 決）
第 １６条 こ の契約 の履 行に関 し、 関係者 から 異議の 申し 出があ った ときは 、乙 は責任 をも って解
決する ものと する 。
（ 疑義に つい ての協 議）
第 １７条 こ の契約 に定 めのな い事 項また はこ の契約 につ いて疑 義が 生じた 場合 は、法 令の 定める
とこ ろによ るも ののほ か、 甲・乙 二者 が協議 の上 処理す るも のとす る。
（ 信義誠 実等 の義務 ）
第 １８条 甲 および 乙は 、信義 誠実 をもっ てこ の契約 を忠 実に履 行し なけれ ばな らない 。

この契 約の 証とし て、 この証 書２ 通を作 成し 、甲、 乙が おのお の記 名押印 して 、各自 その １通を
保 有する 。
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別記
個人情報取扱特記事項
（個 人情 報の取 扱い ）
第 １ 乙は 、この 契約 による 個人 情報の 取扱 いに当 たっ ては、 個人 の権利 利益 を侵害 する
こと のな いよう 適正 に行わ なけ ればな らな い。
（秘 密の 保持）
第 ２ 乙は 、この 委託 業務の 処理 により 知り 得た個 人情 報の内 容を 第三者 に漏 らして はな
らな い。
２ 前 項に 規定す る義 務は、 契約 終了後 も有 効に存 続す るもの とす る。
（再 委託 の禁止 ）
第 ３ 乙は 、個人 情報 を取り 扱う 業務は 自ら 行うも のと し、第 三者 に委託 し、 または 請け
負わ せて はなら ない 。ただ し、 甲の書 面に よる承 諾を 得た場 合は 、この 限り でない 。
２ 乙 は、 甲の承 諾に より第 三者 に個人 情報 を取り 扱う 業務を 再委 託し、 また は請け 負わ
せる 場合 は、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
第三 者に 求めな けれ ばなら ない 。
（安 全確 保の措 置）
第 ４ 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に甲か ら引 き渡さ れた 個人情 報を 滅失、 き損
およ び改 ざんし ては ならな い。 乙自ら が当 該業務 を処 理する ため に取得 した 個人情 報に
つい ても 、同様 とす る。
（取 得の 制限）
第 ５ 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に個人 情報 を取得 する ときは 、受 託業務 の目
的の 範囲 内で適 法か つ適正 な方 法によ り行 わなけ れば ならな い。
（目 的外 使用の 禁止 ）
第 ６ 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に個人 情報 を取り 扱う 場合に は、 個人情 報を
他の 用途 に使用 し、 または 第三 者に提 供し てはな らな い。
（複 写、 複製の 禁止 ）
第 ７ 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に甲か ら引 き渡さ れた 個人情 報が 記録さ れた
資料 等を 甲の承 諾な しに複 写し 、また は複 製して はな らない 。
（資 料等 の返還 等）
第 ８ 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に甲か ら引 き渡さ れ、 または 乙自 らが取 得
し、 もし くは作 成し た個人 情報 が記録 され た資料 等は 、甲の 指示 に従い 、委 託業務 完了
後、 速や かに返 還ま たは廃 棄し なけれ ばな らない 。
（委 託業 務に従 事す る者へ の周 知およ び監 督）
第 ９ 乙は 、この 委託 業務に 従事 してい る者 に対し 、こ の委託 業務 に関し て知 り得た 個人
情報 の内 容を第 三者 に漏ら し、 または 不当 な目的 に使 用して はな らない こと その他 個人
情報 の保 護に関 し必 要な事 項を 周知し なけ ればな らな い。
２ 乙 は、 この委 託業 務の処 理を 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
う必 要か つ適切 な監 督を行 わな ければ なら ない。
（調 査）
第 10 甲は 、乙が この 委託業 務の 処理に 当た り行う 個人 情報の 取扱 いの状 況に ついて 、随
時に 調査 をする こと ができ る。
（指 示）
第 11 甲は 、乙が この 委託業 務の 処理に 当た り行う 個人 情報の 取扱 いにつ いて 、不適 正と
認め ると きは、 乙に 対して 必要 な指示 を行 うこと がで きる。
（事 故発 生の報 告）
第 12 乙は 、この 委託 業務の 処理 を行う ため に取り 扱う 個人情 報の 漏えい 、滅 失また はき
損等 があ った場 合に は、遅 滞な くその 状況 を甲に 報告 し、そ の指 示に従 わな ければ なら
ない 。

