
  

                  仕  様  書 
 
１ 件名 
  平成２５年度「平成２６年度全国高等学校総合体育大会」東京都開催競技種目別大会実施計画策 
 定業務委託 
 
２ 契約期間 
  平成２５年４月１日（月）から平成２６年３月１４日（金）まで  
 
３ 履行場所 
  平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会事務局 
 
４ 目的 

平成２６年度全国高等学校総合体育大会（以下「大会」という。）における東京都開催競技種目

別大会（体操・新体操・バレーボール男子・バレーボール女子・サッカー女子・相撲・弓道・テニ

ス・なぎなた）の円滑な運営に向けて、競技会運営に必要な施設等に関する実施計画を策定するこ

とを目的とする。 
 
５ 通則 
 （１）受託者は、本業務を実施するに当たり、平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行 
   委員会（以下「委託者」という。）と詳細に協議を行い、委託者の承認を受けて、業務を進める 
   ものとする。  
    また、本仕様書に記載のない事項及び解釈について疑義が生じた場合等、不明な事項は、そ 
   の都度、委託者と協議の上決定するものとする。  
 （２）受託者は、本業務の趣旨を理解し、業務を進めること。  
 （３）受託者は、本業務を進めるに当たり、平成２６年度全国高等学校総合体育大会開催基本 

   方針等（以下「基本方針等」という。）の内容を踏まえること。 
 （４）計画策定に当たっては、経費節減に努め、安全面、衛生面及び環境に配慮すること。 
 
６ 委託内容 
 本委託業務において発生した一切の費用について、全て受託者の負担とする。また、本委託

業務を実施するに当たっては、可能な限り、各競技運営及び各競技会場に精通した者（事業者）

を活用する計画とすること。なお、各会場は、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、年齢、

性別や障害のあるなしに関わらず、あらゆる人にとって使いやすい会場づくりに配慮すること。 
（１）競技種目別大会関係業務 

   以下のアからコの事項を含む実施計画を作成する。作成に当たっては、熱中症対策、雨天・ 

  荒天時などの気象条件を考慮するとともに、地震など緊急時の対応も含めること。 

   また、基本方針等を踏まえ、環境に配慮した計画とすること。 

   なお、実施計画等の作成に当たっては、組合せ抽選会、諸会議、競技種目別開会式、同閉 

  会式式等、競技種目別大会の運営に付随する業務及び練習会場の運営も含むものとする。 



  

  ア ゾーニング計画及び動線計画 

    競技種目別大会運営のために必要なゾーニング計画及び動線計画を作成する。 

  イ 仮設施設等整備計画 

    競技種目別大会の実施に当たって必要な仮設施設等について以下の（ア）から（キ）の 

   事項を含む整備計画を作成する。委託者が別途指定する備品又は借用動産（競技で使用す 

   る器具や計測機器等）を盛り込むこと。 

    また、仮設施設で建築確認等が必要なものについては、委託者の承認を得たうえで、必 

   要な手続きの一切を行うこと。 

    なお、可能な限り会場（練習会場等を含む。以下同じ。）に設置されている既存物を活 

   用すること。 

  （ア）仮設施設の一覧表 

  （イ）仮設施設の配置計画図 

  （ウ）仮設施設の設計図書、仕様書 

  （エ）競技種目別大会の運営に必要な諸室等配置計画図 

  （オ）備品・消耗品の一覧表 

  （カ）備品・消耗品の配置計画図 

  （キ）備品・消耗品の仕様書 

  ウ 装飾・飾花等計画 

    仮設施設や既存施設への装飾・飾花、会場内及び周辺に設置するサイン・看板類等につ 

   いて、各会場との統一感に配慮したデザインを検討し、以下の（ア）から（ウ）の事項を 

   含む装飾・飾花等計画を作成する。 

  （ア）装飾・飾花、サイン・看板類等イメージ図 

  （イ）装飾・飾花、サイン・看板類等の配置計画図 

  （ウ）装飾・飾花、サイン・看板類等の設計図書、仕様書 

  エ 仮設設備整備計画 

    競技種目別大会の実施に当たって必要な電気容量、給排水容量、通信回線等のインフラ 

   設備を調査し、既存設備では対応できない場合の仮設設備整備計画を作成する。なお、整 

   備計画には以下の（ア）から（ウ）の事項を含めること。 

  （ア）仮設設備の一覧表 

  （イ）仮設設備の配置計画図 

  （ウ）仮設設備の設計図書、仕様書 

  オ 競技体験等の計画 

    都民が、競技会場内又はその周辺において、競技を体験できるコーナーの設置やその他 

   都民が運動やスポーツに親しむためのコーナー等の計画を作成する。なお、競技体験等の 

   計画には以下の（ア）から（ウ）の事項を含めること。 

  （ア）競技体験等の計画 

  （イ）各コーナーの運営方法 

  （ウ）各コーナーの配置計画図、仕様書 

 

 



  

  カ 売店整備計画（競技会場のみ） 

    競技会場での売店出展に関し、募集、出店ブースの配置、施設管理者との調整を行い、 

   売店整備計画を作成する。なお、整備計画には以下の事項を含めること。 

  （ア）売店募集計画 

  （イ）売店配置計画図 

  （ウ）会場別の出店規制等の分かる資料 

  キ 会場設営工程計画 

    全体、ゾーン別、業務別（仮設施設等、装飾・飾花等、仮設設備など）の会場設営工程 

   計画を作成する。計画には、事前の調達・製作から設置、撤去までを含めること。 

  ク 運営計画 

    競技種目別大会を運営するに当たって必要な運営計画を作成する。なお、運営計画には 

   以下の（ア）から（オ）までの事項を含めること。 

  （ア）当日までの準備及び当日のスケジュール 

  （イ）人員体制 

  （ウ）調整事項及びその調整先機関 

  （エ）各種マニュアルの原稿作成 

  （オ）その他実施に当たり必要となる事項 

  ケ 所要経費の積算 

    競技種目別大会の実施に当たって、会場設営（仮設施設・装飾・飾花・仮設設備等）、 

   必要物品（備品・消耗品等）、運営に係る経費（当日及び当日までの人件費・清掃・廃棄 

   物処理等）、その他実施に当たり必要となる経費を盛り込んだ所要経費積算を作成する。 

  コ その他必要な書類等の作成 

    その他上記以外で競技種目別大会の実施に当たって必要な書類等を作成する。 
 
（２）運営関係業務 

   上記（１）の業務について、以下のアからウの事項の検討するとともに実施計画を作成す 

  る。 

   なお、作成に当たっては、別途策定する関連計画を踏まえ、調整を図ること。 

  ア 自主警備・交通警備計画 

  （ア）自主警備計画 

   ①入退場者管理 

    通行管理レベル区分及び通行管理区分に基づくID カード等による入退場者管理方法並 

   びに不正入場防止対策 

   ②雑踏警備 

    安全かつ円滑な雑踏整理方法及び雑踏事故防止対策 

   ③巡回警備 

    不審者、不審物、危険物等の警戒及び発見方策 

   ④事前警備 

    昼夜間警備方法 

 



  

   ⑤消防警戒 

    火災等の予防・警戒、消防用設備の点検及び火災発生時の初期消火活動並びに消防関係 

   機関への通報・連携体制 

   ⑥避難誘導 

    火災、大規模災害及び突発重大事案発生時（発生のおそれがある場合を含む。）の安全 

   かつ迅速な避難誘導方法並びに応急救護方法。また、各会場における避難誘導に関する既 

   存計画の検証及び必要に応じた見直しを行うこと。 

   ⑦警備員等の配置・運用方法 

    上記①から⑥に係る警備員、実施本部員（委託者側職員）等の配置・運用方法 

  （イ）交通警備計画 

   ①交通警備 

    ・会場内及び指定駐車場までの大会関係車両の誘導方法 

    ・会場周辺道路における違法駐停車車両への対応方法 

    ・交差点、横断歩道等での車両及び歩行者の整理・誘導方法 

    ・鉄道駅及びバス停周辺における歩行者の整理・誘導方法 

    ・鉄道駅及びバス停からの会場への誘導方法 

    ・紛れ込み、誤進入車両、送迎車両等の誘導・排除方法及び対応方法 

    ・大会関係車両用の駐車許可証の管理方法（再発行場所を含む。） 

   ②駐車（輪）場・乗降場誘導（待機場を含む。） 

    ・駐車（輪）場出入口及び駐車（輪）場内における車両並びに歩行者の整理・誘導方法 

    ・シャトルバス乗降場における車両及び歩行者の整理・誘導方法 

    ・タクシー乗降場における車両及び歩行者の整理・誘導方法 

    ・乗用車乗降場における車両及び歩行者の整理・誘導方法 

    ・会場周辺道路における歩行者の整理・誘導方法 

    ・各駐車（輪）場及び乗降場（鉄道駅及びバス停を含む。）並びに会場周辺における歩 

    行者誘導に係る看板の設置箇所 

    ・駐車（輪）場・乗降場管理のための警備方法 

   ③警備員の配置・運用方法 

    上記①及び②に係る警備員の配置・運用方法 

   ④事故・事件等発生時の対応 

    事故・事件等突発事案発生時の対応方法 

   ⑤その他 

    上記のほか交通警備に関する必要な書類 

  （ウ）所要経費の積算 

     警備の実施に当たって必要となる経費を盛り込んだ所要経費積算を作成する。 

 イ 医療救護計画 

   以下の（ア）から（カ）の事項を含む医療救護計画を作成する。 

  （ア）会場ごとの医師・看護師等の従事体制（派遣依頼予定先を提示すること） 

  （イ）会場ごとに必要な医薬品一覧表（見積もり含む） 

     ※医薬品はドーピング禁止物質を含まない市販の医薬品とする。 



  

  （ウ）会場ごとに既存の救護所にある備品・消耗品以外で必要となるものの一覧表（見積も 

    り含む） 

  （エ）調整事項及びその調整先機関 

  （オ）その他実施に当たり必要となる事項 

  （カ）実施に当たって必要となる経費を盛り込んだ所要経費積算を作成する。 

 ウ 通信施設整備計画 

   上記（１）の業務について、以下の業務を行う。 

  （ア）情報連絡体制の検討 

     運営に当たって必要となる情報連絡体制を検討するとともに、通信内容や通信頻度を 

    検討し、業務に必要な通信機器を選定すること（有線・無線を含め最適なものを選定す 

    る）。 

  （イ）電波伝搬調査の実施 

     選定した通信機器のうち無線電波を利用するものについて、実際の使用場所における 

    通信が可能かどうか必要に応じて調査する。 

  （ウ）各種手続きの代行 

     機器を利用するに当たって必要な手続きを代行すること。 

  （エ）整備計画の作成 

     以下の①から④の事項を含む整備計画を作成すること。 

    ①システム設計書（連絡体制図、調査報告、検討書等を含む） 

    ②整備経費積算書 

    ③整備工程計画 

    ④各種手続きの整理 

  （オ）実施に当たって必要となる経費を盛り込んだ所要経費積算を作成する。 

 

（３）その他業務 

 ア 図面の製作 

   本委託の履行に当たって必要となる各会場及び周辺地域の平面図等については、必要に応 

  じてCAD データによる書き起こしを行い製作すること。 

 イ 実施に向けた調整 

   各実施計画について、委託者の承認を受けたうえで、実施に向けて関係機関等との打ち合 

  わせ及び調整を行う。 

 ウ 記録の作成 

   委託者及び関係機関等との打ち合わせや調整内容等について、随時、記録を作成する。 

 エ 会議等への支援 

   必要に応じ、実行委員会事務局において開催する会議等に出席し、検討材料となる資料や 

  情報を提供する。また、必要に応じて関係官公署等との打ち合わせ、調整を行うとともに、 

  提出資料等の作成、諸手続きの実施等を行う。 

 

 

 



  

７ 留意事項 

（１）打ち合わせの実施 

   本委託業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は委託者と常に緊密な連絡を取り、業 

  務の方針、条件等の疑義を正すものとし、最低週１回程度の東京都実行委員会事務局におけ 

  る打ち合わせに対応できる体制を整えること。 

（２）業務実施計画表等の提出 

   受託者は、履行期間内で十分な成果が上がるよう必要な業務実施体制をとり、契約締結後 

  ７日以内に以下の書類を提出すること。 

 ア 業務実施計画表 

 イ 業務実施に伴う組織図、人員配置図、名簿等 

 ウ 委託者と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を記載した書類 

 

８ 権利義務の譲渡等 

  受託者はこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。 

  ただし、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

９ 成果品及び納入期限 

 （１）成果品の納入部数及び納入期限は、原則として別紙のとおりとするが、必要に応じて委 

   託者と受託者とで協議し決定することができる。 

 （２）電子データの提出は以下によること。 

  ア Windows 形式で表示可能とする。 

  イ 報告書の電子データは、Microsoft 社製 Word・Excel 等により編集可能な形式及びPDF 

   ファイルとする。また、CAD データについては、フリーCAD ソフト（Jw_cad）により編集 

   可能な形式とする。 

  ウ 格納媒体はCD-R を基本とする。また、収納ケース、CD-R に委託年度及び委託件名等を 

   付記すること。 

  エ 最新のウイルスソフトでチェックを行ったうえで納品すること。 

 （３）成果品の納入後、内容に不備等があった場合には、速やかに受託者の負担で修正等を行 

   うこと。 

 （４）納入先 

    平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会事務局 

    （東京都教育庁指導部指導企画課全国高校総体推進担当内） 

 

10 検査 

  成果品の納入後、委託者が検査を行う。 

 

11 著作権関係 

  この委託契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下のとおりとする。 

 （１）受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第２６条の３（貸 

   与権）、第２７条（翻訳権、翻案権等）及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原著 



  

   作者の権利）に規定する権利を、委託者に無償で譲渡するものとする。 

 （２）受託者は、著作者人格権を主張しないものとする。委託者は、著作権法第２０条（同一 

   保持権）第２号第３号又は第４号に該当しない場合においても、その使用のために仕様書 

   等で指定する物件の改変を無償で行うことができるものとする。 

 

12 機密保持 

（１）受託者は、委託者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に委託者の書面によ 

  る承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。 

（２）受託者は、委託者から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は使用人（秘密情報を 

  知得後退職した者も含む。）に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるもの 

  とする。 

（３）受託者は、委託者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部又 

  は全部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等（以下「秘密情報資料」という。）につ 

  いて、秘密が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなけ 

  ればならない。 

   また、本調査が完了した時点をもって、直ちに全ての秘密情報資料を破棄・処分し、処分 

  の報告を行うこととする。 

 

13 個人情報の保護 

  本契約の履行に当たって、委託者が貸与するデータ等に記載された個人情報及びこれらの情 

 報から受託者が作成した個人情報はすべて委託者の保有する個人情報とする。 

  なお、個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱いに関する特記仕様書による。 

 

14 支払方法 

  履行完了後一括して支払う。 

 

15 その他 

  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保す 

 る環境に関する条例（平成12 年東京都条例第215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守する 

 こと。 

 （１）ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

 （２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関 

   する特別措置法（平成4 年法律第70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。 

    なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装 

   置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出す 

   ること。 

 

16 連絡先及び担当 

  平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会事務局 競技・宿泊係 

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第二本庁舎２８階北側 

  東京都教育庁指導部指導企画課全国高校総体推進担当内 

  電話  ０３－５３２０－６８６８ 

  ﾌｧｸｼﾐﾘ ０３－５３８８－１７３３ 



  

 【成果品及び納入期限】 
  成果品及び資料は委託に帰属するものとする。内訳、納品部数及び納入期限は以下のとおりとす 
 る。 

 ※ 注 1 様式等内訳欄のページ数は、各競技ごとのページ数を示している。また、概算経費積算 
     資料を除いたページ数である。 

 成果品名 様式等内訳 注 1 部 数 納入期限 備 考 
１ 第１次報告書（概算経費含

む） 
A3 及び A4 版 
カラー印刷 
20 ページ程度  

５０部 平成 25 年  
6 月 14 日（金） 

各競技種目

別に作成す

ること 

A3 版カラー印刷 
30 ページ程度 

１部 ２ 第２次報告書（概算経費含

む） 
A4 版カラー印刷 
30 ページ程度 

５０部 

平成 25 年 
8 月 20 日（火） 

各競技種目

別に作成す

ること 

A3 及び A4 版 
印刷製本 
50 ページ程度 

１部 ３ 第３次報告書（実施計画書） 

A4 版カラー印刷 
50 ページ程度 

５０部 

平成 25 年  
11 月 15 日（金） 

各競技種目

別に作成す

ること 
 

４ 第３次報告書（実施計画書

概要版） 
A3 及び A4 版 
印刷製本 
20 ページ程度 

 １部

  
平成 25 年  
11 月 15 日（金） 

各競技種目

別に作成す

ること 
５ 最終報告書 A4 版印刷製本 ５０部 平成 26 年 

3 月 14 日（金） 
各競技種目

別に作成す

ること 
６ 電子データ  CD-R 一式  1 ｾｯﾄ １～５の提出期

限と同じ 
 

別紙 



個人情報の取扱いに関する特記仕様書 
 
 平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会（以下「委託者」という。）から個人

情報を取り扱う業務の委託を受けた受託者（以下「受託者」という。）は、契約書、仕様書等に定

める事項のほか、この特記仕様書に従って契約を履行しなければならない。 
 
（個人情報の保護に関する受託者の責務） 
第１ 受託者は、この契約の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法律、東京都個人情報の保護に関する条例その他関係法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅

失、き損の防止その他個人情報の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。 
（秘密の保持） 
第２ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後

も同様とする。 
（目的外使用の禁止） 
第３ 受託者は、この契約の履行に当たって委託者から提供された個人情報を受託業務以外の用

途に使用してはならない。 
（第三者提供の禁止） 
第４ 受託者は、委託者から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。 
（複写及び複製の禁止） 
第５ 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、

資料及びその他貸与品等（以下「委託者からの貸与品等」という。）を委託者の承諾なくして複

写及び複製してはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件（以下「契約

目的物」という。）に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである。 
（個人情報の授受及び管理） 
第６ 委託者及び受託者は、委託者からの貸与品等の受渡しに当たって、相手方、種類、数量等

を確認し、受け取った委託者からの貸与品等は、直ちに所定の場所へ格納する等の措置を講じ

なければならない。 
２ 受託者は、委託者からの貸与品等の搬送に当たっては、施錠できる容器を使用し又は厳重な

包装を行う等、滅失等を防止する措置を講じなければならない。 
３ 受託者は、委託者からの貸与品等及び受託者が契約履行のために作成した個人情報を含む記

憶媒体については、施錠のできる保管庫又は施錠、入退室管理の可能な保管室に保管する等適

正に管理しなければならない。 
４ 受託者は、前三項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を

設け個人情報等の管理状況を記録しなければならない。 
（受託者の管理体制） 
第７ 受託者は、受託業務の適性かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するた

め、受託業務の履行に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について、

管理上必要な措置を講じなければならない。 
（１）受託業務を処理する施設等の入退室管理 



（２）委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 
（３）契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁

的記録物等の磁気媒体を含む）の作成、使用及び保管管理 
（４）その他、仕様書等で指定したもの 
２ 受託者は、委託者からの前項の個人情報の管理体制に係る資料の提出を求められた場合は、

直ちに委託者に提出しなければならない。 
３ 受託者は、委託業務の従事者に対し、特記仕様書の理解及び遵守を徹底しなければならない。 
（実施調査及び監督等） 
第８ 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含む受託者の個

人情報の管理状況の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。 
２ 受託者は、前項に基づき、委託者からの監督実施要求又は作業の実施に係る指示があった場

合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。 
（資料等の返還） 
第９ 受託者は、委託者からの貸与品等を契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければなら

ない。 
２ 返還時には、第６第４項に定める個人情報に係る管理記録を併せて提出し報告しなければな

らない。 
（記録媒体上の情報の消去） 
第１０ 受託者は、受託者の記録媒体（磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体）

上に契約目的物の作成のために保有する一切の情報について、契約履行完了後、すべて確実な

方法により消去しなければならない。 
２ 受託者は、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により

委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 
３ 委託者は、消去の際に立会う等して、最終的な確認を行うものとする。 
（再委託の禁止） 
第１１ 受託者は、この契約書に基づく委託業務を再委託してはならない。ただし、委託業務全

体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらかじめ委託者の書面による承諾書を得

た場合にはこの限りではない。 
２ 前項ただし書きに基づき、委託者に承諾を求める場合は、以下の事項を記載した書面を提出

しなければならない。 
 ア 再委託の理由 
 イ 再委託先の選定理由 
 ウ 再委託先に対する業務の管理方法 
 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 
 オ 再委託する業務の内容 
 カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報については特に明記すること） 
 キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、記録媒体の保管及び管理体制については特

に明記すること） 
 ク その他、委託者が指定する事項 



３ この特記仕様書の第１から第１０までに定める事項については、受託者と同様に再委託先に

おいても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を

負う。 
（事故発生の通知） 
第１２ 受託者は、契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物

及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及びき損等の事故が生じたときには、速やかにその状

況を書面をもって委託者に報告しなければならない。 
２ 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損等した個

人情報の項目、内容、数量、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、

速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 
（委託者の解除権） 
第１３ 委託者は、受託者又は委託先がこの特記事項に定める事項に違反した場合は、本契約を

解除することができる。 
２ 前項の規定により、契約を解除したことによって委託者が被害を被った場合には、委託者は

受託者に損害賠償を請求することができる。ただし、受託者は委託者にその損失の補償を請求

することはできない。 
３ 第９及び第１０の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 
（損害賠償） 
第１４ 本契約の履行に関し、受託者の責に帰すべき事由により本契約に定める条項に違反し、

委託者又は個人情報の本人に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならな

い。 
（疑義についての協議） 
第１５ この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定め

のない事項については、両者協議のうえ定める。 


