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仕様書 

  

１ 件名  

沖縄県立看護大学情報システム構築サポート業務委託  
  

２ 前提条件  

(1)委託業務の目的  

本業務は本学の法人化に向けて、外部の中立的な立場で情報システムに関して専門的

な助言・支援等を行うアドバイザーが、ICT 活用検討支援を実施することで、本学の情

報システムを統括的に管理する立場にある担当者を支援し、「情報システム導入等に必

要となる経費の適正化」、「学生サービスの向上」、「業務改善に伴う効率化」、「情報セキ

ュリティの向上」の実現に向けた情報セキュリティポリシーの整備支援を目的とする。  

本仕様書は上記委託業務に関する仕様をまとめたものである。  

 

(2)支援対象者  
   支援対象者は本学担当職員とし、支援内容は本学の業務における情報化推進に関わるも

のとする。  
  

３ 委託期間  

契約締結日から令和 4 年１月 31 日まで  
  

４ 支払方法  

  支払いは一括後払いとする。 

 

５ 履行場所   

 (1)本学との打合せやヒアリングを行う際は、以下を対象とする。  

・沖縄県立看護大学（沖縄県那覇市与儀 1 丁目 24番 1 号）  

 

(2)各種評価分析や資料作成等の委託業務は、沖縄本島内にある受託者の事務所が履行場

所となる。本業務を実施するに当たり、本学内に作業場所を提供することはできない。 

６ 本業務の実施要件  

受託者は、プロジェクト管理者を置き、本業務に有効な多角的かつ専門的な助言を行え

る体制で対応すること。本業務を実施するにあたり委託期間を通じて、以下の (1)～ 

(4)の要件を備えること。  

(1) 連絡体制要件  
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① 沖縄県内において、本業務に対応するために適宜連絡・相談できる体制がと

られていること。  

(2) 知識技能、品質管理要件  

本業務の効率と品質保持のために、保有資格「ネットワークスペシャリスト」「情報

処理安全確保支援士」「ITIL ファンデーション」により、次に掲げる知識及び技能を備

えていること。ただし、簡易議事録作成等の書記を担当するものは除く。  
① 情報ネットワークシステムの企画・構築運用保守に関する知識及び技能 

② 情報ネットワークシステム関連のハードウェアに関する知識及び技能 

③ 情報セキュリティのマネジメントに関する知識及び技能 

④ 情報セキュリティの技術に関する知識及び技能 

(3) 認証資格要件  

① 受託者は ISMS（ISO27001）、EMS（ISO14001）、QMS(ISO9001)認証マネジメン

トシステム統合プログラム「プレミアム・ステージ」を取得していること。 

 

(4) 再委託を禁止する業務  
① 本業務については、他事業者の見積経費や機器構成等、本学の将来のシステ

ム調達に関わる機密情報が含まれるため、入札談合等関与行為防止及び情報

セキュリティの観点から再委託を禁止とする。  
 

７ プロジェクト管理  

(1) 作業スケジュールは厳守すること。  
(2) 受託者は契約締結後速やかに実施体制を定め、責任者氏名、部門、役職、担当者の役割

分担、連絡先が記載された体制表を作成し、本学に提出すること。  
(3) プロジェクト管理者は受託業務の進捗状況について適切な管理を行うこと。また、進捗

状況については定期的に報告すること。  
(4) 原則として作業従事者は固定すること。従事者を交代する場合は 1 か月以上前に本学の

承認を得たうえで、速やかに体制一覧を修正し提出すること。  
(5) 本業務の履行に当たって行われた打合せの簡易議事録は受託者が作成すること。簡易議

事録には打合せでの決定事項及び宿題事項（誰がいつまでに何をするか）を記載するこ

と。簡易議事録は打合せ開催日翌日から 5 営業日以内に本学に提出し、本学の承認を

得ること。ただし、本学が別途指定した場合は除く。  

(6) 打合せ開催場所は本学が提供する。 

(7) 本業務の委託内容の実施方法については、契約締結後 5営業日以内に「プロジェクト計

画書（体制表及び実施計画を記載）」を作成し、「プロジェクト計画書」に基づき実施す

ること。その他、委託作業の実施前に本学と受託者とが協議して「プロジェクト計画

書」を定めるものとする。また、委託作業が実施された後、プロジェクト計画書につい

て、修正の必要があれば、本学と協議のうえ、修正し、提出すること。  
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(8) 受託者は、業務進行中に問題点、解決すべき課題等があれば報告・調整等を積極的に図

り、本学と協議のうえ、本学の指示に従い業務を進めること。  
(9) 委託内容の各プロジェクト内容について、それぞれ、進捗状況、当月の支援内容、課題

事項、打合せ結果、来月の作業内容等をまとめた「月次業務報告書」を毎月作成して翌

月 15日までに本学へ送付すること。月次業務報告ための会議体は開催しない。  
(10)支援内容の属性等 

本業務における支援内容の属性については以下の表１「支援内容の分類一覧」のとお

りとする。  

 

  【表１ 支援内容の分類一覧】  
№  分類  説明  例  

1  制度設計  本学の情報セキュリテ

ィポリシーの整備支援 

・システム導入等の情報セキュリティ 

適用 

・様式の改訂 

2  運用管理 情報セキュリティポリ

シー適用対象機器の運

用支援 

・私物 PCの使用禁止 

・PC持出・持込の運用 

・電子メールサービスの運用 

・可搬デバイスの運用 

3  情報提供  本学の需要に合致した

情報を収集して報告  
・最新の ICT  
・他大学等の先進事例の提供  

4  調査・分

析・技術支

援  

本学の提示した課題に対す

る解決策の支援 
・ICT 適用可能性調査支援  

(主管課業務課題の分析支援、業務改善

提案、導入計画策定支援)  

   
(11)支援の受付時間及び受付方法等  
   本業務における受付時間と受付方法については以下の表 2「支援の受付時間及び受付方

法」のとおりとする。  
【表２ 支援の受付時間及び受付方法】  

№  方式  受付時間  回答方法  

1  電話  平日午前 9時 15 分から午後 5時 30分まで  本学の了解を得た

うえで適切な方式

で回答する。  2  メール  平日午前 9時 15 分から午後 5時 30分まで

それ以外は、翌営業日に受け付ける  

  ※平日とは国民の祝日、国民の休日、年末年始を除く月曜日から金曜日  
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８ 委託内容  

(1) 情報セキュリティポリシー策定支援 

国立情報学研究所が提供する高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規 

程集（２０１９年度版）等と本学の現行のセキュリティポリシーが沿うよう見直し、高

い専門性をもって基準や遵守すべき水準に対して策定や整備等の支援を行うこと。 

 

(2) 情報セキュリティポリシー適用支援 

本学が導入する全ての情報システム導入、機器更改、変更（バージョンアップ、プログ

ラム修正、システムのハード・ソフト追加購入等）等計画に対して、情報セキュリティポ

リシーを適合させるために、必要な機器の導入や機能拡充の必要性、実現可能性、手順書

の提供等の支援を行うこと。対象範囲は、本学が運用中の情報ネットワークシステムとな

る。 

 

(3) ICT 活用検討支援 
ICT 環境の変化に対応した情報化施策の推進に向けて本学が実施する、ICT を活用した

業務改善検討について、各段階の作業が実効性のあるものとなるように、専門的な見地で

支援を実施すること。 

  
９ プロジェクトスケジュールと役割分担  

本業務の実施にあたっては、本学の事業について十分に理解し、令和３年度沖縄県立看

護大学学事歴（看護学部、別科助産専攻、大学院）のスケジュールに沿って、企画提案す

ること。 

  

10 受託者の責務  

(1) 受託者は常にアドバイザリーとしての中立性を保持すること。  
(2) 受託者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行すること。  
(3) 受託者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本学の指定した目的以

外の使用及び第三者への提供を禁止する。契約の解除及び期間満了後においても同様

とする。  
(4) 受託者が本学の承認を得ることなく委託業務の内容を漏えいし、又は業務上知り得た

他事業者の見積経費や機器構成等の機密情報を漏えいしたことが明らかな場合は、受

託者に対して損害賠償の請求を行うことができる。また、受託者は外部に流出した機

密情報の媒体を回収しなければならない。  
(5) 受託者は、本学から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用い

るものとし、本学の許可なくして複写又は複製してはならない。  
(6) 受託者は業務終了後、原則本学から提供された資料及びデータを本学に返却するこ

と。  
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(7) 本業務実施にあたっては受託者の責務において、業務関係者等に対する安全対策に万

全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。  
(8) 本学が別途契約するシステム構築・保守事業者等と協力し、業務が円滑に進められる

よう適切に対応すること。  
(9) 受託者は、本学との打合せ等において、分かりやすく効率的な説明を行うこと。  
(10) 各種資料及び報告書は，極力専門的で難解な用語を使用せず、平易な言葉で記述す

ること。また、必要に応じて用語の注釈を付け加えること。  
(11) 支援に当たっては、その根拠となるデータや事例を示すともに、他自治体や国の調

達事例や最新の業界標準、技術動向を踏まえて行うこと。  
  

11 成果物の提出方法等  

(1) 本業務の成果物は委託内容を実施する過程で、本学と協議のうえで決定する。  
(2) 納品について  

① 年度途中における成果物の提出は電子データにて提出する。  
② 納品期限は本学と協議のうえで決定する。  
③ 電子データは Microsoft office（Word・Excel・PowerPoint）又は PDF 形式とす

る。  
④ 成果物をまとめて紙媒体の形態で納品する場合は、以下のとおりとする。  
     ・A４判（必要に応じて A3 判横三つ折りも可能とする）で任意様式とする。縦横

は自由とする。  
     ・表紙、中表紙を除いて両面印刷とする。A3判は片面印刷とする。  
     ・差替えが可能なようにバインダー方式とする。  

 

12 その他   

(1) メールで送付することが困難な大容量ファイルについては、両者で協議のうえ決定す

る。ただし、何らかの事情で利用ができない場合は、本学の承認の上、外部記録媒体

（USB メモリ等）での受け渡しも可とする。その際は、必ず事前にウイルスチェックを

行うこと。  
(2) 作業の実施方法、契約内容の詳細、仕様書に定めのない事項、又は業務の履行にあた

って疑義が生じた場合は、当該作業にて発生する経費含め本学と受託者が協議してこ

れを定める。  
(3) 受託者が本学の施設内で作業する場合は、日程、時間及び作業人員等を事前に本学の

承認を得るものとする。  
(4) 受託者は本学の施設等へ出入りする場合には、事前に本学の承認を得るものとする。  
(5) 受託者は本学の施設内で作業を行う場合、原則作業を行う者に業者名及び氏名の記載

されたネームプレートを受託者が用意し、着用させるものとする。  
(6) 本業務を実施するにあたり、受託者の作業実施状況、納品物の品質等が本学の意向と

大きく相違すると判断された場合は、受託者と協議の上、契約の見直しを行うことが
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ある。ただし、受託者の責に帰するものでない理由により変更となった場合には免責

とする。  
(7) 本業務の実施にあたり、受託者の責に帰すべき事由による債務不履行に起因して本学

が損害を被った場合、本学は受託者に対し、当該損害の直接の原因となった作業の契

約金額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、

受託者の責に帰することができない事由から生じた損害、受託者の予見の有無を問わ

ず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、受託者は、賠償責任を負わない

ものとする。  
(8) 納品物の著作権（著作権法第 21 条から第 28条に定める全ての権利を含む）は原則本

学が有するものとするが、受託者が以前から著作権を有していたドキュメントの著作

権は、受託者に留保されるものとし、当該ドキュメントについて、受託者は本学に対

し、本学が自ら情報システム管理業務を実施するために必要な範囲内で、著作権法に

基づく利用を許諾すること。  
(9) 本学及び受託者は、この契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとする。ま

た、この契約に関する一切の紛争については、沖縄県を管轄する裁判所のみを管轄裁

判所として処理するものとする。  
(10) 委託期間中に業務遂行のため必要となる物品及び役務等は、原則全て受託者の負担

と責任において、供給・実施すること。  
(11) 委託期間中に法令等の改正が発生した場合、本学と対応可否を協議すること。  
(12) 本業務実施において、業務完了日の変更又は延長の必要が生じた場合、本学及び受

託者は、協議の上、新たな業務完了日を定めること。また、当該経過が本学の都合に

よる場合、受託者は免責とし、業務完了日の遵守又は変更のために受託者に追加費用

が発生したときも、本学及び受託者協議の上、その処理を定めること。  
  

13 担当  

所 属 ： 沖縄県立看護大学 

住 所 ：〒902-8513 沖縄県那覇市与儀 1 丁目 24 番 1 号   

電 話 ： 098(833)8800 

ＦＡＸ ： 098(833)5133  

e-mail ：xx030214@pref.okinawa.lg.jp 

担 当 ： 長田（ながた） 

 


