
                
      入札公告 

 

  次のとおり一般競争入札に付す。 

 

    令和５年１月16日（月） 

                                                 契約担当者 

                                                    兵庫県警察本部長  桐 原 弘 毅 

１  調達内容 

(1) 件名 

      ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

  (3) 納入期限 

  令和５年２月28日（火） 

  (4) 納入場所 

兵庫県警察本部が指定する場所 

 (5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の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。）をもって落札価格とするので、

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

った契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 

 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者

名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として

認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けて

いない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（5）暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規

定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に

規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３  入札の参加申込及び入札の方法等 

  (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

      〒650―8510  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

                   兵庫県警察本部総務部会計課用度係  担当 森田 

                   電話(078)341―7441  内線2254  ＦＡＸ(078)341-5169 

 (2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

      令和５年１月16日（月）から同月20日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９



時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  (3) 入札・開札の日時及び場所 

      令和５年１月27日（金）午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限 

   本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム（以下「電子入札共同運営システム」という。）

の利用による入札（以下「電子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、その方法は以下に

よる。 

  ア 申込書の提出は、令和５年１月16日（月）午前９時から同月20日（金）午後４時まで（県の休

日を除く。）に電子入札共同運営システムにより行うこと。 

  イ 電子入札は、令和５年１月25日（水）午後５時から同月27日（金）午前10時までに行うこと。 

  ウ 開札日時及び場所は(3)に同じ。 

 

４ 仕様書等に関する質問 

（1） 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書（様式は任意。）で質

問すること。 

  ア 受付期間 

    持参の場合は、令和５年１月16日（月）から同月20日（金）まで（県の休日を除く。）の毎日午

前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札共同運営システムによる場合は、令和５年１月 16日（月）から同月 20日（金）の午前

９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和５年１月 20日（金）は午後４時までとする。）の

間に提出すること。 

  イ 受付場所 

    兵庫県警察本部総務部会計課用度係（兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号） 

    電話番号(078)341-7441（内線 2254） ＦＡＸ(078)341-5169 

  ウ 提出書類 

  （ア）仕様確認 

     仕様書で示した納入予定機器等リスト 

  （イ）質問 

仕様等に関する質問書   

  エ 提出方法 

    電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

  オ 確認の結果 

    令和５年１月25日（水）午後５時までに、入札者に通知する。 

（2）  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明

を求められた場合は、それに応じること。 

（3）  入札者は、上記(1)オにより認められた物品で入札すること。 

５  その他 

  (1) 契約手続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 

      契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の

額を、令和５年１月26日（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵

庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金

に代えて提出すること。 

  (3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただ



し、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証書を契約保証金に代えて提出すること。 

  (4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時までに電子入札をすること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出さ

れていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契

約締結予定日（令和５年２月３日（金））まであること。 

    ウ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした

者の入札でないこと。 

   エ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    オ  再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提

出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和

39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  (8）入札参加資格審査窓口 

    兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線4935  

 (9) その他 

  詳細は、入札説明書による。 

 

 



 

入 札 説 明 書 
 

ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入に係る一般競争入札（以下「入札」という。）の実施については、

関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達物品 

  ＥＤＲデータ抽出・可視化機器 １式 

  ＥＤＲソフトウェアライセンス １式 

(2) 調達物品の規格、品質、性能等 

  仕様書のとおり 

(3) 調達物品の条件等 

仕様書のとおり 

(4) 納入期限 

令和５年２月28日（火） 

(5) 納入場所 

   仕様書のとおり 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を

受けた者であること。 

(1)   物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）

者名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者であること。 

ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電

子入札共同運営システム」という。）に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札

参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和５年１月20日（金）午後４時まで

に、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、下記窓口に申請し、入札参加資格

の随時審査を受けること。 

【入札参加資格審査窓口】 

  兵庫県出納局物品管理課（電話番号：078-341-7711（内線 4935）） 

(2)  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3)  県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を、一般競争入札参加申込書兼

競争参加資格確認申請書（別紙様式第２号。以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調達の

入札の日において受けていない者であること。 

(4)  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（5） 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規

定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号

に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３ 入札参加の申込み 

(1) 参加申込 

電子入札共同運営システムにより行うこと。 



(2) 参加申込の期間 

令和５年１月16日（月）から同月20日（金）の午前９時から午後８時まで（兵庫県の休日を定める

条例（平成元年兵庫県条例第 15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

を除く。また、令和５年１月20日（金）は午後４時までとする。） 

(3) 入札参加資格の確認 

ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の 終日とする。 

イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込書に基づいて確認し、その結果を令和５年１

月25日（水）午後５時までに電子入札共同運営システムにより通知する。 

(4) その他 

ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 

イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。 

ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。 

エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。 

 

４ 仕様確認及び仕様書等に関する質問 

(1)  入札に参加しようとする者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず

確認を受けること。  

また、入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書（様式は任意。）

で質問すること。 

ア 受付期間 

持参の場合は、令和５年１月16日（月）から同月20日（金）まで（県の休日を除く。）の毎日午

前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

     電子入札共同運営システムによる場合は、令和５年１月16日（月）から同月20日（金）の毎日午

前９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和５年１月20日（金）は午後４時までとする。）

の間に提出すること。 

イ 受付場所 

     兵庫県警察本部総務部会計課用度係（兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号） 

     電話番号(078)341－7441（内線 2254） ＦＡＸ(078)341-5169 

ウ 提出書類 

   （ア）仕様確認 

      仕様書で示した納入予定機器等リスト 

   （イ）質問 

      仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

     電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 質問の回答 

     令和５年１月25日（水）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2)  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求

められた場合は、それに応じること。 

(3) 入札者は、仕様書に記載された物品で入札すること。 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

６ 契約条項を示す場所及び日時 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係   



令和５年１月16日（月）から同月20日（金）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後４時

まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

７ 入札・開札の場所及び日時 

 (1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (2) 日時 令和５年１月27日（金）午前 10時 

 

８ 入札書の提出方法 

電子入札共同運営システムを利用し、令和５年１月25日（水）午後５時から同月27日（金）午前 10

時までに入札を行うこと。 

 

９ 入札書の作成方法 

(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。 

(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 

 (3) 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 100 分の 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

落札価格とするので、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、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 入札執行回数は、２回を限度とする。 

(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の 100 分の５以上の額

（円未満の端数がある場合は切り上げ）を、令和５年１月26日（木）正午までに納入しなければなら

ない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場

合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和５年１月 27日（金）以前の任意の日を開始日とし、令和

５年２月３日（金）以降の任意の日を終了日とすること。 

入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税

相当額を加算して得た額）の 100 分の５未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。 

(2) 契約保証金 

契約保証金の納入を求める場合、契約金額の 100 分の 10以上の額（円未満の端数がある場合は切り

上げ）の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県

警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

 

11 無効とする入札 

(1) 前記２の入札参加資格がない者のした入札、仕様書に記載された物品以外での入札、申込又は関係

書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、

指名停止中である者等前記２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 

 

12 落札者の決定方法 

(1) 前記１の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和 39年兵庫県規



則第 31号）第 85 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

     （注）予定価格には次の費用を含む。 

① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用 

② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用 

③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費 

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。 

なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。 

(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札

をする。 

(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。 

 

13 入札に関する条件 

(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。 

(2) 入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）を求める場合、所定の日時までに提出されて

いること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和５年２

月３日（金）まであること。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の

入札でないこと。 

(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。 

(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

イ 初度の入札において、(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は

(5)に違反して無効となった者以外の者  

 

14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、

入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、

又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、

入札者の負担とする。 

 

15 契約書の作成 

(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から令和５年２月３日（金）

までに契約担当者に提出しなければならない。 

(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。 

(3) 契約書は２通作成し、双方各１通保有する。 

(4) 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。ただし、契約書用紙は交付する。 

(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、

契約を締結しない。 

 

16 監督及び検査 

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、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

 



17 その他注意事項 

(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義

誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 

(3) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約

者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しな

いこと、ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べ

ないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。 

 

18 調達事務担当部局 

〒650―8510  兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号：078-341-7441  内線 2254  FAX：078-341-5169) 



                

提出書類の注意事項 
 

１ 参加申請・質問等の提出について（令和５年１月20日（金）午後４時締切） 

  参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。 

※ 参加申請時に下記のファイルを添付し、提出することができます。 

 

仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計

課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。

（ＦＡＸ及び持参による提出を妨げるものではありません。） 

質問の結果の回答は、令和５年１月25日（水）午後５時頃を予定しています。 

 

２ 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について 

入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、上記１に

より認められた機種の商品名・メーカー名・品番・数量・金額等を記載してください。 

入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。 

  

３ 入札額について 

  入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。 

  ※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 

 

４ 開札日時：令和５年１月27日（金）午前 10時 

本件は、電子入札案件です。 

入札は、令和５年１月25日（水）午後５時から令和５年１月27日（金）午前 10 時までの間に、電子

入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。 

なお、同システムは毎日午前９時から午後８時（土曜日及び日曜日を除く。）までの間に利用できます。 

 

５ 再入札について 

第１回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子

入札システム」により入札書を提出してください。 

なお、再入札の期限は、令和５年１月27日（金）午後２時を予定しておりますので、あらかじめご承

知おきいただきますようお願いいたします。 

 

６ 契約時について（落札業者のみ） 

① 契約書 ２通（兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること） 

② 契約保証金（履行保証保険） 

本契約と同時に、契約金額の 100 分の 10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県

警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証書を提出して下さい（な

お、契約金額が 200 万円以下の場合は、契約保証金を免除する場合があります）。 
 

○ 入札に関する質問先：【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係（担当：森田） 

ＴＥＬ：０７８－３４１－７４４１（内線 2254）  ＦＡＸ：０７８－３４１－５１６９ 

○ システムに関する質問先：【兵庫県物品調達ヘルプデスク】 

ＴＥＬ：０１２０－５５４－５３８  平日（月曜～金曜日）の９時から１７時 
 



別紙 

詳細仕様書 

 

１ 購入機器 

 ⑴ EDRデータ抽出・可視化装置 １台 

    （装置本体、解析ソフトウェア、ライセンス、接続ケーブル） 

 ⑵ EDRデータ解析用端末    １台 

２ 機器仕様 

 ⑴ EDRデータ抽出・可視化装置 

  ア 装置本体 

    ボッシュ製  CDR900  １台 

  イ 解析ソフトウェア 

    ボッシュ製  Crash Data Retrieval Software 

           CVI Manager(CDR) 

           その他運用に必要なソフトウェア１式 

    ※ １年間のソフトウェアライセンスを付属すること。 

      以降のライセンス更新がオフライン環境下で行えること。 

  ウ 接続ケーブル 

 装置本体と、国内メーカー（トヨタ、スバル、三菱、ホンダ）の車両間に接続

し、EDR データを抽出できる下記ケーブル 

・TOYOTA ACM 1-5 CABLE KIT 

・TOYOTA ACM CABLE 10 ID827 

・Toyota ACM 6-9 CABLE KIT 

・CableID835 Subaru ACM1 

・CableID836 Subaru ACM2 

・CableID844 Subaru ACM3 

・CableID837 Mitsu ACM1 

・CableID838 Mitsu ACM2 

・CableID839 Mitsu ACM3 

・CableID840 Mitsu ACM4 

・CableID853 Mitsu ACM5 

・CableID810 HONDA ACM 

 ⑵ EDRデータ解析用端末（ノート型パソコン） 

  ア 必要スペック 

メーカー VAIO、Panasonic、EPSON、Dynabook、NEC、Fujitsu、

日本HPのいずれかであること。 

OS Windows11 Professional 64bit(日本語版)以上 

CPU インテル社製Core i5-7200U相当以上 

メモリ ８GB以上 



インター 

フェース 

・外部ディスプレイ（HDMI）×１以上 

・USB3.0×３以上 

・LAN（RJ-45）×１以上 

記憶装置 SSD500GB以上 

グラフィックアクセ

ラレーター 

専用ビデオメモリ２GB以上 

ディスプレイ 15.6型以上のTFTカラー液晶(ノングレア) 

入力装置 ・光センサーUSBマウス 

・内蔵ポインティングデバイス 

※内蔵ポインティングデバイスは、本体起動時に接続

した光センサーUSBマウスと自動または手動で排他的使

用が可能であること。 

※内蔵ポインティングデバイス単独での常時使用及び

常時停止の設定が可能であること。 

・JIS標準配列日本語キーボード（テンキー付き） 

光学ドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ 

（内蔵、外付けを問わない） 

バッテリー １時間以上駆動すること(JEITA準拠測定法) 

電源 AC100V±10％(50/60Hz)で動作すること 

質量 2.8㎏以下であること 

セキュリティ機能 ・セキュリティチップ（TPM(TCGv2.0準拠)）を搭載し

ていること。 

・ストレージはBitLockerで暗号化できること。 

・ハードディスクパスワード（マスタ及びユーザ）及

びUEFIパスワード（ユーザ及びスーパーバイザ）が設

定できること。 

・セキュリティ・スロットを有すること。 

・起動時にハードディスクパスワード又はBIOSパスワ

ードの入力を求める画面を表示できること。 

その他 ・無線LAN機能、Bluetooth機能、Webカメラ機能につい

てはそれぞれ内蔵しない、または使用を制限する機能

を有すること。 

 イ 留意事項 

  (ｱ) パソコン本体のメーカー選定については、入札参加申込時に「納入予定機器等リ

スト」を提出すること。 

  (ｲ) EDRデータ抽出･可視化装置と接続を行い、解析ソフトウェアが正常に作動するよ

う設定を行うこと。 

  (ｳ) 指紋認証装置等(内蔵、外付けを問わない)を導入し、パスワード等を組み合わせ

た二要素認証によるパソコンの起動を実現させること。 



    指紋認証装置等は、20指以上の登録、削除を可能とさせること。 

    なお、指紋認証装置等に必要な費用については、当該購入契約に含めること。 

  (ｴ) OSの設定（暗号化、パスワード設定等）は、県警担当者の指示に従うものとし、

設定等にかかる費用についても、当該購入契約に含めること。 

３ 注意事項 

 ⑴ OSにおいて、管理者と一般利用者の権限を分割し、通常は一般利用者の権限でソ

フトウェアが利用できるように設定すること。 

 ⑵ ウイルス対策ソフトは県警が用意したものを機器納入時にインストールできるよう

にしておくこと。 

 ⑶ セキュリティ対策を講じた結果、動作に不具合が生じた場合は、兵庫県警察本部長

と協議し、不具合の原因を特定するなど所要の措置を講じること。 

   なお、所要の措置を講じても動作の不具合が解消されない場合は、代替措置等につ

いて兵庫県警察本部長と協議すること。 

 ⑷ 各ソフトウェアメーカーからリリースされた 新のサービスパック及びパッチ等を

準備すること。 

 ⑸ ソフトウェアについて、インストールメディアを付属すること。 

 ⑹ ソフトウェアについて、インストールを行い納入時から使用できるように設定する

こと。 

 ⑺ ソフトウェアのサポートについては、県警の指示に双方協議のもと対応すること。 

 ⑻ 工場出荷時の状態にリストアできるよう、Windows11リカバリメディアを納めるこ

と。 

 ⑼ ＯＳの設定等は、県警の指示に従うものとし、設定に必要な費用については、本契

約に含めること。 

４ 付属品 

 ⑴ 収納バッグ  １式 

   装置本体、解析用端末等運用上必要なものを全て収納し搬送することができるケー

ス若しくはバッグ。 

   色は指定しないが、華美にならないものとし、一定の衝撃にも耐えうるものとする。 

   複数個になることは可とする。 

 ⑵ その他必要なもの 

   ACアダプタ、機器接続用ケーブル等、運用上必要なものを備えること。 

 



別添 

 

情報セキュリティの確保に関する特約条項 

 

兵庫県警察本部（以下「甲」という。）と●●株式会社（以下「乙」という。）による兵庫県警

察 EDR データ抽出・可視化装置購入契約に関し、以下の条項を追加する。 

 

（目的） 

第１条 乙は、本契約に係る業務（以下「本件業務」という。）の実施のために、甲から提供する

情報その他本件業務の実施において知り得た情報（以下「保護すべき情報」という。）の機密性、

完全性及び可用性を維持すること（以下「情報セキュリティ」という。）に関して、この特約条

項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。 

２ 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。 

一 甲が管理対象として指定した文書、図面、図書等（電磁的記録を含む。） 

二 甲が管理対象として指定した物件 

三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、図面、

図書等（電磁的記録を含む。）又は物件のうち、甲が指定したもの 

（下請負の禁止） 

第２条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下

請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとす

る。 

２ 前項ただし書により乙が下請負をさせる場合、乙は乙と下請負者との間で締結する契約にお

いて、下請負者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなけ

ればならない。 

３ 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場

合、第１項の許可を与えないことができる。 

４ 第１項ただし書により乙が下請負させる場合の下請負者その他本契約の履行に係る作業に従

事する乙以外の事業者（以下「下請負者等」という。）における情報セキュリティの確保につい

て、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。 

（情報セキュリティ確保のための体制等の整備） 

第３条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しな

ければならない。 

２ 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者

（以下「情報セキュリティ責任者」という。）とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべ

き情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。 

３ 乙は、保護すべき情報に接する者（乙及び下請負者等における、派遣社員、契約社員、パート



及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。）から情報セキュリティの確保に関する誓約

書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。 

４ 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教

育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。 

なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。 

５ 甲は乙に対し、第４項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。 

（守秘義務） 

第４条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は

漏えいしてはならない。 

２ 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはな

らない。 

３ 乙又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙は

あらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。 

（管理） 

第５条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報（以下「業務情報」という。）及び甲が乙

に貸与する仕様書その他の資料（以下「業務資料」という。）については、特に厳重な取扱いを

行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。 

２ 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料

は適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業

務資料を持ち出してはならない。 

３ 乙は、第１項及び第２項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとす

る。 

４ 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用して

はならない。 

５ 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これ

を直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。 

６ 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写し

てはならない。 

７ 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これ

を直ちに甲に返還するものとする。 

８ 乙が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、図面、図書等（電磁的記録を含む。）又は

物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければな

らない。 

（作業責任者の選出） 

第６条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業責

任者を定め、書面をもって甲に通知するものとする。 



２ 前項により選任された作業責任者は、作業場所における乙の個別業務の実施を統括し、乙の定

める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂

行につき乙を代理する権限を有するものとする。 

３ 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合若しくは作業責任者を変更する場合は、乙は

当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。 

４ 甲は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、

乙に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。 

（作業員名簿の提出） 

第７条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業員

名簿を作成し、書面をもって甲に通知するものとする。 

（脆弱性対策等の実施） 

第８条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報シ

ステムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを

記録する措置を講ずるものとする。 

２ 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正

プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措

置を講ずるものとする。 

（情報セキュリティの対策の履行状況の確認） 

第９条 情報セキュリティ侵害事案等事故（以下「事故」という。）とは次の各号のことをいう。 

一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われ

た場合 

二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場

合 

三 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコン

ピューター・ウイルスの感染が認められた場合 

四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報

の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合 

（情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任） 

第 10 条 乙は、乙の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前条に規定する事故があったと

きでも、契約上の責任を免れることはできない。 

（情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置） 

第 11 条 乙は、本契約の履行に際し、第 10 条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ず

るとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、第 10 条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、

乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。 

３ 第 10 条に規定する事故が下請負者等において発生した場合、乙は甲が当該下請負者等に対し



て前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。 

４ 乙は、第 10 条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契

約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。 

５ 第 10 条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費につい

ては乙の負担とする。 

６ 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 

（意図しない変更が加えられないための体制の整備） 

第 12 条 乙は、甲より委託された業務の実施において、情報システムに対し甲の意図しない変更

が加えられないことを保証する管理を行うこと。また、甲の求めに応じて具体的な品質保証体制

を証明する書類を提出することとする。 

２ 情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査や立

ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。 

（情報セキュリティ監査） 

第 13 条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査

の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。この場

合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対

応計画書」を事前に甲に提出することとする。 

２ 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することがで

きる。 

３ 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協

力（甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等）をしなければなら

ない。 

４ 甲が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は

当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。 

５ 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告すること

とする。 

６ 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その

是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。 

７ 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければ

ならない。 

（契約の解除） 

第 14 条 甲は、第 10 条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合におい

て、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。 



別記様式 

 

情報セキュリティ対策履行状況確認書 

１ 確認対象者 

 （１）事業者名： 

 （２）対象部門等名： 

 （３）契約開始年月日： 

 （４）前回確認実施年月日： 

 【留意事項】 
確認対象者が下請負者等の場合は、（１）欄に事業者名を記載し、その末尾に「（下請負者等）」と記載すること。 
この場合、（３）欄には、下請負契約等の開始年月日を記載すること。 

   

２ 確認事項 

 

番号 確認事項 実施／未実施 実施状況（詳細）又は 未実施の理由 
 

１ 
 
 

２．１ 
 本契約の全部又は一部を第三者に下請負

させていない。 

 
 
 

 
 
 

２ 
 
 
 
 

２．１ 
（１が未実施の場合） 
 やむを得ず下請負をさせるときは、その下

請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲

の許可を得ている。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

３ 
 
 

３．２ 
 代表者又は代表者から代理権限を与えら

れた者を情報セキュリティ責任者としてい

る。 

 
 
 

 
 
 

４ 
 
 
 

３．２ 
 情報セキュリティ責任者の下に、保護すべ

き情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲

に通知している。 

 
 
 
 

 
 
 
 

５ 
 
 

３．３ 
 取扱者から情報セキュリティの確保に関

する誓約書を徴収している。  

 
 
 

 
 
 

６ 
 

３．３ 
 取扱者の名簿を作成し、甲に通知してい

る。 

 
 

  
 

７ 
 

３．４ 
 教育計画を作成し、甲の承認を得ている。 

 
 

 
 

８ 
 
 

３．１ 
 その他、情報セキュリティを確保するため

に必要な体制を整備している。 

※ 
 
 

※ 
 
 

 

９ 
 
 

４．１  
 保護すべき情報を第三者に開示又は漏え

いしていないことを確認している。 

 
 
 

 
 
 

１０ 
 
 
 

４．２ 
 取扱者が、在職中又は離職後においても、

保護すべき情報を第三者に開示または漏え

いしないよう、措置を講じている。 

 
 
 
 

 
 
 
 

１１ 
 
 
 
 

４．３ 
（１及び２が未実施の場合） 
 やむを得ず保護すべき情報を第三者に開

示しようとする場合には、あらかじめ、書面

により甲に申請し許可を得ている。 

※ 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 

        
１２ 
 
 

５．１ 
 業務情報及び業務資料について、特に厳重

な取扱いを行っている。 

 
 
 

  
 
 

１３ 
 
 
 
 

５．２ 
 （甲の指定する場所において個別業務を行

う場合） 
 持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適

正に管理している。 

※ 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 



１４ 
 
 
 
 
 

５．２ 
 （甲の指定する場所において個別業務を行

う場合） 
 甲の承諾なくして、その場所から物品、業

務情報及び業務資料を持ち出していないか

確認している。 

※ 
 
 
 
 
 

※ 
   
 
 
 
 

１５ 
 
 

５．３ 
 業務情報及び業務資料の管理について、甲

の承認を得ている。 

 
 
 

 
 
 

１６ 
 
 
 

５．４ 
 業務情報及び業務資料について、甲の指定

した目的以外に使用しないよう、措置を講じ

ている。 

 
 
 
 

  
 
 
 

１７ 
 
 
 

５．５ 
 業務情報について、甲から廃棄を求められ

たとき、直ちに甲が認める方法により廃棄し

ている。 

※ 
 
 
 

※ 
 
 
 

１８ 
 
 

５．６ 
 業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくし

て、複製・複写していないか確認している。 

 
 
 

 
 
 

１９ 
 
 

５．７ 
 甲から返還を求められた資料を、甲に直ち

に返還している。 

※ 
 
 

※ 
 
 

 

２０ 
 
 
 
 
 

６．１ 
（情報システムを使用する場合） 
 当該情報システムのアクセス権の付与を

業務上必要な者に限るとともに、保護すべき

情報へのアクセスを記録する措置を講じて

いる。 

※ 
 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 
 

２１ 
 
 
 
 
 

６．２ 
（情報システムを使用する場合） 
 情報システムに対する不正アクセス、コン

ピューター・ウィルス、不正プログラム感染

等情報システムの脆弱性に係る情報を収集

している。 

※ 
 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 
 

２２ 
 
 
 
 
 

６．２ 
（情報システムを使用する場合） 
 情報システムに対する不正アクセス、コン

ピューター・ウィルス、不正プログラム感染

等情報システムの脆弱性に対処するための

必要な措置を講じている。 

※ 
 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 
 

 

２３ 
 
 
 
 

７．１ 
（情報セキュリティ対策の履行状況の確認

が２回目以降の場合）  
 前回の確認及び甲に対する報告から、１年

以上を経過していない。 

※ 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 

２４ 
 
 

７．５ 
 報告した確認結果について、甲の承認を得

ている。 

 
 
 

 
 
 

        
２５ 
 
 
 
 

１０．１ 
（情報セキュリティ侵害事案等事故が発生

した場合） 
 事故発生時に適切な措置を講じるととも

に、速やかに甲に報告を行った。 

※ 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 

２６ 
 
 
 
 

１０．４ 
（情報セキュリティ侵害事案等事故が発生

した場合） 
 事故の損害・影響等の程度を把握するた

め、必要な業務資料を保存している。 

※ 
 
 
 
 

※ 
 
 
 
 

 

確認年月日： 

確認者（事業者名、所属、役職、氏名）：                  

【留意事項】 
 ※欄については、該当がある場合に記載する。 



契 約 書

１ 件 名 ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入の納入
２ 規格(形式) 仕様書のとおり
３ 数 量 仕様書のとおり
４ 契 約 金 額 円（うち消費税及び地方消費税の額 円）
５ 納 入 期 限 令和５年２月28日
６ 納 入 場 所 仕様書のとおり
７ 契約保証金 ①乙は、この契約と同時に甲に契約保証金として 円を納付する。

②甲は、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第100条第１項第１号の規定によ
り、乙が納付すべき契約保証金を免除する

兵庫県警察本部（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、上記物品の納入につ
いて、関係法令を遵守し、次の条項に従い互いに信義誠実の原理を守り、これを履行するものとする。
（総則）
第１条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。
２ 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、高級な品

質を有するものを納入しなければならない。
３ 乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指

示によらなければならない。
（検査）
第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書１通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなけ

ればならない。
２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負

担とする。
３ 乙は、第１項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることが

できないものとする。
（手直し、補強又は取換え）
第３条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第１項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限

内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。
（給付の完了）
第４条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。
２ 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。
（危険負担）
第５条 物品の納入前に生じた損害はすべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理

由により生じたものについては、甲が負担する。
（契約不適合責任）
第６条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約不適

合」という。）があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物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、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、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。

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完請求」という。）に
代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

３ 第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、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。
この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。

４ 追完請求、前項に規定する代金の減額請求（以下「代金減額請求」という。）、損害賠償の請求及び契約
の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることはできない。

５ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しない
ときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、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。

（権利、義務の譲渡禁止）
第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、

甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
（代金の支払等）
第８条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以

内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
（分納）
第９条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。
２ 乙は、前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することが

できる。
（乙の請求による契約履行期限の延長）



第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができ
ないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により、期限の延長を求めることができる。
この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面により延長日数を定めるものとする。

（契約の解除）
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、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時にお
ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められる
とき。

(2) 正当な理由なく、第６条第１項の履行の追完がなされないとき。
(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。

第11条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することが
できる。

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。
(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、

又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の

入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると認めたとき。
第11条の３ 甲は、第11条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるとき

は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。
２ 甲は、前２条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。
３ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求す

ることはできない。
４ 甲は、前２条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当

該部分の所有権を取得するものとする。
５ 前２条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の１に相当する額を違

約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、
この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、
この限りでない。

６ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当
該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

７ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
（暴力団等の排除）
第12条 甲は、次条第１号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下｢暴力団等｣とい

う。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に規定する暴

力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第２号)第２条各号に規定する暴力団及び暴

力団員と密接な関係を有する者
２ 前条(契約解除条項)第３項から第７項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第13条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについては兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるため

に利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第14条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲に

その旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
（適正な労働条件の確保）
第15条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する

特記事項（別記第１）を守らなければならない。
（履行遅滞の場合の違約金）
第16条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約の履行期

限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金
として甲に納入しなければならない。

２ 乙は、第３条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しな
ければならない。

３ 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。
（賠償の予約）
第17条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この

契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の２に相当する額を賠償金と
して甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。）第61条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対



し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定により公告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課

徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項の規定により抗告訴訟を提
訴した場合を除く。

(5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過
分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

（遅延利息）
第18条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息
を甲に納付しなければならない。

（契約の変更、中止）
第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は

中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるとき
は、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

（事情の変更）
第20条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当

と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
（協議）
第21条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則（昭和39

年兵庫県規則第31号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。
（調査への協力）
第22条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、

甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。
２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約

の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。
（秘密の保持）
第23条 乙は、この契約による事務に関して知ることのでき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。
（個人情報の保護）
第24条 乙は、業務事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項（別記第２）

を守らなければならない。

この契約の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

令 和 年 月 日

甲 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号

兵 庫 県 警 察 本 部

本 部 長 桐 原 弘 毅

乙



誓 約 書

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団

排除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと。

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定す

る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の

措置について異議を述べないこと。

令和 年 月 日

兵庫県警察本部長 様

所 在 地

会 社 名

代表者名

電話番号

電子メール



別記第１

適正な労働条件の確保に関する特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守することにより、次の

各号のいずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する 最低賃金法（昭和 34 年法

律第 137 号）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、当該

最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他

の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

（特定労働者からの申出があった場合の措置）

第２ 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出

があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

２ 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報につい

て報告を求めることができる。

３ 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

４ 乙は その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に

対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

５ 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第３の第２項及び第４の各項の規定による甲に

対する報告により得た情報を提供することができる。

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置）

第３ 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見

を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものと

する。

２ 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の

状況を甲に報告しなければならない。

（労働基準監督署から行政指導があった場合の措置）

第４ 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金

法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応

方針を甲に報告しなければならない。

２ 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」という。）を行い、

その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告

しなければならない。

（契約の解除）

第５ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第３の第２項、第４の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、

検察官に送致されたとき。

（損害賠償）

第６ 乙は、第５の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を

請求することはできない。

（違約金）

第７ 乙は、第５の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わな

ければならない。



別表（第１関係）

労働関係法令
(1) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）
(2) 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）
(3) 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）
(4) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第

113 号）
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法

律第 88 号）
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成 5 年法律第 76

号）
(8) 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）
(9) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）

（10）厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）
（11）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）
（12）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）



誓 約 書

下記１の契約（以下「本契約」という。）に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保する

ため、下記２の事項を誓約する。

記

１ 契約名

ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入

２ 誓約事項

(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別

表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速や

かに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務において､次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請

求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和 年 月 日

兵庫県警察本部長 様

所 在 地

会 社 名

代表者職氏名

電 話 番 号

電子メール

別表（誓約事項(1)関係）

労働関係法令

(1) 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）

(2) 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）

(3) 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）

(4) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47年法律第 113号)

(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)

(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76号)

(8) 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）

(9) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）

（10） 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）

（11） 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）

（12） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）



別記第２

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を実施するに当たっては、関係

法令等の規定に従い、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切に行わ
なければならない。

（収集の制限）
第２ 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、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・提供の制限）
第３ 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ることのできた個人情報を
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。

（安全管理措置）
第４ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、
滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら
ない。

（廃棄）
第５ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなく
なったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。

（秘密の保持）
第６ 乙は、この契約による事務に関して知ることのでき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。

（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又は複製してはならない。

（特定の場所以外での取扱いの禁止）
第８ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲が定めた場所にお
いて行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはなら
ない。

（事務従事者への周知及び指導・監督）
第９ 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務

に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな
いことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督する
ものとする。

（責任体制の整備）
第10 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、甲に

書面で報告しなければならない。

（再委託の禁止）
第11 乙は、委託事務の一部を第三者（乙の子会社を含む。）に委任し、又は請け負わせ（以下「再委

託等」という。）てはならない。ただし、あらかじめさいいたくとうの相手方の住所、氏名及び再委
託等を行う業務の範囲等（以下「再委託等に関する事項」という。）を記載した再委託の必要性がわ
かる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三
者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託することができる。

２ 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、
乙は、当該第三者に前項の義務を順守させるために必要な措置を取らなければならない。その後に
承認を得た第三者についても同様とする。

３ 乙は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合（３次委託等）には、
甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受
けなければならない。なお４次委託等以降も同様とする。

４ 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記
載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。

５ 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行
為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

６ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに
甲の求めに応じて、管理・監督状況を甲に対して適宜報告しなければならない。



（資料等の返還等）
第12 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、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

（立入調査）
第13 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況につい
て、随時調査することができる。

（順守状況の報告）
第14 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る順守状況の報告を乙に

求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。
２ 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。

（事故発生時における報告）
第15 乙は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰
責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場
所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、
被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定め
なければならない。

３ 甲は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情
報を公表することができる。
（契約の解除）

第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は違反
す一部を解除することができるものとする。

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償
を求めることはできない。
（損害賠償）

第17 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、
乙に対して損害の賠償を求めることができる。



会社名

担当者名

電話

FAX

案件名

番号

※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書

ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県警察本部記入欄）



会社名

担当者名

電話

FAX

単　価

１式

合計金額

入　札　用　（内　訳　書）

ＥＤＲデータ抽出・可視化機器の納入

品　目

案件名

金　額数　量（単位）

ＥＤＲデータ抽出・可視化機器 １式

ＥＤＲソフトウェアライセンス


