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奈良デジタル戦略を推進するための調達ガイドライン改定事業業務委託仕様書 

 

 本仕様書は「奈良デジタル戦略を推進するための調達ガイドライン改定事業」の仕様を

定めるものであり、以下本文中「奈良県」を甲、「受託者」を乙という。 

 

１ 名称 

  奈良デジタル戦略を推進するための調達ガイドライン改定事業 

 

２ 目的 

情報システムに係る環境は劇的に変化しており、迅速なシステム構築、適切なデータ

連携、サービス構築など時代に即した最適なシステム導入を図っていく必要がある。 

本県において、情報システムの調達手続を定めている「情報システム調達ガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」。）は平成２１年５月に策定以降、大きな改正を行って

おらず、主にオンプレミスの情報システムに関する調達手続を念頭に記載している。 

このことから、システムを「開発・所有」するのではなく、クラウドサービスを「利

用」するといった SaaS の活用や、利用者目線のサービスをいち早くリリースしてブラ

ッシュアップしていくような開発手法（アジャイル開発など）に対応することができて

いない。 

これらの考え方に対応したガイドラインへの改定が必要であるが、先駆的な改定とな

るため、官民にわたる情報を収集・分析し、奈良デジタル戦略に準拠するためのガイド

ラインの抜本的改定を行う。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和５年３月２８日（火）まで 

 

４ 委託上限金額 

  ４，８５１，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 委託業務の内容 

 委託業務の内容は、ガイドラインの抜本的改定に向けた方向性の検討など以下（１）

～（４）に記載の事項とする。本仕様書に記載されていない項目については、別途協議

の上定めることとする。 

 なお、本事業の実施にあたっては、奈良デジタル戦略（令和４年３月策定）に記載さ

れている８つのデジタル原則（プリンシプル）及びプロジェクトの基本構造（アーキテ

クチャ）を踏まえること。 
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○８つのデジタル原則（プリンシプル） 

❶ マイナンバーカードの普及とマイナンバー・法人 ID の利活用 

❷ 住民目線の仕組み 

❸ モバイル接点 

❹ 情報連携とシステムの共同化 

❺ クラウド by デフォルト 

❻ 県・市町村・準公共分野(病院、福祉施設、学校、金融機関等）の協働 

❼ 情報セキュリティ・個人情報保護の確保 

❽ デジタルデバイドへの対応 

 

○プロジェクトの基本構造（アーキテクチャ） 

 
  

（１） ガイドラインの抜本的改定に向けた方向性の検討 

(i)  課題 

・業務を見直さないままシステムを検討している。（BPR の欠如） 

・業務課単位で業務フローを定義し、組み替えなどを検討していない。 

・他の庁内システムとの連携やデータ共有・活用が図られていない。 

・最適なシステム導入を図るための適切な評価項目の設定が必要（オンプレミス

から抜け出せない） 

・構築・運用の費用のみを評価に用いており、改修時の費用について評価できて

いない。（改修コストがかかる要因となる場合がある。） 

・継続的なシステムの見直しスキームが具体的にない。 

   (ii)検討 

     (i)の課題を踏まえ、オンプレミスを前提としたウォーターフォール型の開発手

法に加え、商用クラウドサービス（SaaS）を積極的に利用し、プロト開発を繰り

返すことで、継続的なブラッシュアップを行い、サービスをいち早くリリースし

ていくアジャイル型の開発手法に適合したガイドラインを策定する。 

この両者のシステムの導入方法及び評価方法について、課題を検討し、解決方
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針を具体的に示すこと（現行のガイドラインに加え、分冊として作成）。 

① システムの導入方法の検討 

以下の観点を含め、課題検討・解決方針の提示を行うこと。 

・商用クラウドサービス（SaaS）を業務に利用するにあたっては、業務要件を当 

該商用クラウドサービス（SaaS）に適合させることを前提とする（BPR、ロー

コード開発も視野に入れる）。 

・商用クラウドサービス（SaaS）を選定するにあたっての評価基準、選定方法を

明確にする。 

・商用クラウドサービス（SaaS）を選定するにあたって、奈良県庁内のネットワ

ーク環境への適合等、システム要件を具体化するための手順を策定する。 

・商用クラウドサービス（SaaS）を選定するにあたって、「奈良県情報セキュリ

ティ基本方針」、「奈良県情報セキュリティ対策基準」に準拠していることを

確認する手順を策定する。 

②評価指標の検討 

商用クラウドサービス（SaaS）やアジャイル型の開発手法の評価に際し、適切

な指標の考え方を提示すること。その際、以下の観点を含めること。 

・汎用性 

    ・費用対効果 

    ・住民の利便性の向上 

        ・BPR の内容・効果 

    ・情報連携による効果 

    ・安全性 

    ・オンプレミスや既存システム更新時との比較 

③その他 

①と②の他、ガイドライン改定に向けて必要となる課題検討・解決方針の提示

を行うこと。 

 （２）最終報告書の作成 

最終報告書を作成し、令和５年３月２８日（火）までに提出すること。 

＜記載項目例＞ 

・ガイドライン改定方針 

・システム調達時評価指標 

 （３）協議・打合せの実施 

必要な協議・打合せは奈良県総務部デジタル戦略課と適宜行い、進捗状況等を報

告すること。また、協議・打合せの終了後は議事録（様式任意）を作成し、協議・

打合せを行った日から１週間以内に甲に提出すること。 

 （４）実施報告書の提出 
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実施報告書については、上記（１）～（３）について取りまとめ、成果物として

甲へ提出すること。 

 

６ 実施体制・配置予定の要員 

（１）実施体制 

本業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築し、総括責任者、実施責任者等を

明確にすること。 

 （２）配置予定の要員 

本業務を遂行するための要員は、RFP 策定またはコンサルティング業務の経験が

ある者を配置すること。 

 

７ 実施場所 

職員との打合せや報告会等は、オンラインまたは甲の指定する場所で実施するものと

する。 

 

８ 成果物 

乙は期限までに、次に掲げる事項に留意の上、業務に関する成果物を甲に提出するも

のとする。 

（１） 成果物の構成 

(ア) 最終報告書 

(イ) 実施報告書 

（２） 納入物 

(ア) (１)に示す各成果物の紙媒体 各２部 

(イ)（ア）を保存した電子媒体（CD-R 等）１部 

     ※電子データの作成にあたっては、特に指定がない限り、甲の職員が「Microsoft 

Office」で編集できるソフトを使用すること。それ以外のソフトを使用する

際には、甲に相談すること。 

 （３）納入期日 

    令和５年３月２８日（火） 

 （４）納入場所 

奈良県総務部デジタル戦略課（奈良県庁情報管理棟１階） 

〒630-8501 奈良県奈良市登大路町３０ 

 

 ９ 成果物の帰属及び秘密保持 

 （１）成果物の帰属 

本業務により得られた成果物は、甲に帰属するものとする。 



5 

 

 （２）秘密の保持 

乙は、本業務の処理上、知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に

利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた

ときはこの限りではない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失の防

止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。業務完了後も

また同様とする。 

 

１０ 個人情報保護の取扱 

業務の実施に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、奈良県個人

情報保護条例の趣旨を踏まえるとともに、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守し、

厳正な管理を行い、本事業の実施以外の目的で使用してはならない。 

 

１１ その他事項 

 （１）本業務に必要となる機器、開発ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、

交通費、通信費等については、乙の負担とする。 

 （２）業務に当たり使用する図表やデータ、画像等の著作権及び使用権等の権利につい

ては、乙において使用許可等を得ること。また、これらを怠ったことにより、著作

権等の権利を侵害した場合は、乙はその一切の責任を負うこと。 

 （３）乙は、本委託業務の実施に当たり、乙の責めに帰する事由により甲に損害を与え

た時や、乙の行為が原因で第三者その他に損害が生じた場合には、その損害を賠償

しなければならない。 

 （４）本仕様に定めのない事項又は業務上疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決

定するものとする。 

（５）別記２「公契約条例に関する遵守事項」を遵守すること。 

（６）本業務の履行にあたり、奈良県情報セキュリティポリシーを遵守すること。特に

別記３「情報セキュリティにかかる特記事項」について留意すること。 

     

 

 

 

 

 



6 

 

＜別記１＞ 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 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に、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持）                                       

第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他に漏らしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 （収集の制限） 

第３ 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行わなければならない。 

 （目的外利用・提供の禁止）                                                         

第４ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の

目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止）                                       

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、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なければならない。 

 （従事者の監督） 

第６  乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう

に、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約に

よる事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこ

と、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報

の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 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資料

等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止） 

第８ 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。 

 （資料等の返還等） 

第９ 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資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は

引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 

 （取扱状況についての指示等） 

第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要

な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場

合において、乙は、拒んではならない。 

 （事故発生時における報告） 

第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ず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。 

 （損害賠償等） 

第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者

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。再委託先の責めに帰すべき 事由

により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 

２ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損

害賠償の請求をすることができるものとする。 
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＜別記２＞ 

 

 公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用） 

 

 本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。 

 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自

覚し、本業務を適正に履行すること。 

 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、

同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者に

ついては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働

基準法第 11 条に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意

継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の

使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定に

よる届出を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出

を行うこと。 

 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他

の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵

守事項を周知し、遵守するよう指導すること。 
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＜別記３＞ 
情報セキュリティに係る特記事項 

 
本業務委託の履行にあたり、奈良県情報セキュリティポリシーを遵守すること。特に下記

の事項については留意すること 
記 

（認定・認証制度の適用） 
第１ 個人情報等を取り扱う場合、ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク等

の第三者認証を取得していることを明示すること 
 
（情報へのアクセス範囲等） 
第２ 取り扱う情報の種類、範囲及びアクセス方法を明確にすること（どの情報をどこに

保存しているか、誰がどのようにアクセスできるのか明示すること） 
 
（再委託先の情報セキュリティ） 
第３ 再委託する場合は、元請けと同等以上の情報セキュリティ対策が確保されているこ

と（再委託先が ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク等の第三者認証を取得
していること）を明示すること 

 
（情報セキュリティ事故発生時の対応） 
第４ 情報セキュリティ事故またはそのおそれを覚知した場合は、直ちに発注者側担当者

に連絡するとともに、発注者と連携して迅速な対応を行うこと 
 
（電子メール利用時の遵守事項） 
第５ インターネットメール送信時には、送信先メールアドレスに間違いがないか十分に

確認すること。また、外部の複数の宛先にメールを送信する場合は、ＢＣＣで送信すること 
 
（郵便等利用時の遵守事項） 
第６ 郵便やファックスを送信する場合は、送り先や内容に間違いがないよう複数人で確

認すること 
 
（コンピュータウイルス等の不正プログラム対策） 
第７ 奈良県の情報を取り扱うサーバーや端末等にはウイルス対策ソフトを導入すると

ともに、不正アクセスがないか監視すること 
２ 奈良県の情報を取り扱うサーバーや端末等で使用する OS やソフトウエアは、常に最

新の状態に保つこと 
 
（情報の持ち出し管理） 
第８ 仕様書等で定める場合を除き、奈良県の情報を外部記録媒体等で持ち出しすること

を禁止すること 
 
（契約満了時のデータ消去） 
第９ 契約満了後、特記ある場合を除き、委託先端末等に保存されている個人情報等は完

全に消去の上、消去証明書を提出すること 
 
（準拠法・裁判管轄） 
第 10 データセンターを利用する場合、データセンターが国内の法令及び裁判管轄が適

用される場所にあること 
 
（契約満了時のアカウント削除） 
第 11 クラウドサービス等でその利用を終了する場合、アカウントが正式に削除・返却さ

れたことを明示すること 
 

 


