
 

高岡市民病院医事業務委託 仕様書 

 

1. 業務委託名 

高岡市民病院医事業務委託 

 

2. 履行場所 

高岡市宝町 4番 1号 高岡市民病院 

 

3. 業務委託の目的 

診療報酬請求業務その他の医事業務を、専門知識、経験及び実績を有する者に委託することで、

当該業務の円滑かつ効率的な遂行を確保し、患者サービスの向上を図るとともに、適正な診療報

酬請求業務により病院収益の確保を図る。 

 

4. 病院の概要および業務量の目安 

名 称 高岡市民病院 

所在地 富山県高岡市 

病床数 373床（一般 305床 精神 50床 結核 12床 感染症 6床） 

診療科 内科 精神神経科 消化器内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 産婦

人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 脳神経内科 リハビリテ

ーション科 泌尿器科 心臓血管外科 形成外科 循環器科 リウマチ科 病理診断科 

感染症内科 緩和ケア内科 

外来診療日 月曜日～金曜日 

ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始（12月 29日から 1

月 3日まで）は休診 

業務概要 患者数（令和 3年度実績） 

入院患者数（延べ患者数） 98,352人 外来患者数（延べ患者数） 176,469人 

１日あたり患者数  入院 269.5人 （一般 234.0人）  外来 729.2人 

病床利用率 67.2%（一般 70.3%） 

平均在院日数 13.1日（一般 12.0日） 

レセプト件数（令和 3年度実績） 

入院 9,866件（822.2件/月）  外来 87,092件（7257.7件/月） 

二次救急医療当番日（令和 3年度） 

120 日（うち日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び年

末年始 47日） 

 

5. 委託業務の範囲 

(1). 医事業務 

(2). ＤＰＣ業務 

(3). 休日・救急業務 



(4). 健診業務 

(5). 点数マスター管理業務 

(6). 交通事故業務 

 

6. 業務日及び業務時間 

(1). 医事業務、ＤＰＣ業務、健診業務、点数マスター管理業務及び交通事故業務 

① 業務日時  月曜日～金曜日 8時 30分～17時 15分 

ただし、医事業務のうち中央受付業務、外来ブロック受付業務、放射

線受付業務、及び検診業務については、８時１５分から業務を開始でき

る体制を確保すること。 

② 業務を要しない日  日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び年

末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

(2). 休日業務 

① 業務時間及び業務日  日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日及

び年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）の 8 時 30 分

～17時 15分 

② 業務を要しない日     上記ア以外の日 

 

7. 業務内容 

(1). 医事業務 

① 中央受付業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 院内案内(入院案内、入退院者の案内、施設案内) 

ｴ. 紹介状持参患者の受付 

ｵ. 新患受付 

ｶ. 受診科の案内 

ｷ. 診療申込書の受付（診療科別、新規来院、他科新患） 

ｸ. 健康保険証・受給者証の確認 

ｹ. 患者登録(患者情報、保険情報)及び変更 

ｺ. 診察券・受付票の発行 

ｻ. 診療申込書等の記載台への補充と記載台の整理整頓 

ｼ. 再来受付機による再診患者の対応及び操作説明 

ｽ. 再来受付機の用紙の補充及び故障時の対応 

ｾ. 再来受付機にて処理できない患者の受付 

ｿ. 選定療養費制度の説明 

ﾀ. 拾得物の一時預かり及び総務課への搬送 

ﾁ. 本日入院予定の患者の受付 

ﾂ. 入院患者のリストバンドの作成 

ﾃ. 救急患者の受付対応 

ﾄ. 各種証明書・診断書等の依頼受付と受け渡し及び算定業務 



ﾅ. 医療費証明書の発行 

ﾆ. 医療費の収納及び領収書の発行 

ﾇ. クレジットカード納付及びカード取扱端末の操作説明 

ﾈ. 自動精算機の起動と締め作業、つり銭・用紙の補充及び障害時の対応 

ﾉ. 収納現金集計及び窓口収入調定表の作成 

ﾊ. つり銭の準備 

ﾋ. お支払い約束書の記入依頼及び回収 

ﾌ. 未収金患者への督促状の作成及び封筒詰め 

② 外来ブロック受付業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 保険証の確認、保険情報の登録及び変更入力 

ｴ. 外来確認票及び患者到着確認 

ｵ. 検査室・放射線室・他科受診患者の誘導 

ｶ. 診療データ入力 

ｷ. 紙カルテ対応 

ｸ. 各種証明書等の交付 

ｹ. 医事業務に対する医師、看護師等との連絡及び調整 

ｺ. 自立支援患者の申請書類の事務処理 

ｻ. 自立支援患者の負担金上限金額の端末変更入力 

③ 放射線受付業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 外来確認票及び患者到着確認（部門端末での受付を含む） 

ｴ. 放射線検査受付票の作成及び交付 

ｵ. 問診票の記入依頼及び回収 

ｶ. 造影剤等の同意書の有無の確認 

ｷ. 各撮影室等への案内 

ｸ. 翌日撮影予約のある入院患者に係るコメント確認及び入力 

ｹ. 入院患者の撮影呼び出し 

ｺ. 自走台車の搬送物の受け取り 

④ リハビリテーション科受付業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 外来確認票及び患者到着確認 

ｴ. 各治療室への案内 

ｵ. 他科への案内 

⑤ 入院医事業務 

ｱ. 健康保険証・医療券・限度額認定証の確認 

ｲ. 病名確認 

ｳ. 会計用各種伝票の受け取り、収集、入力 



ｴ. 入院時救急加算算定確認 

ｵ. 診療データ入力 

ｶ. 退院請求書及び定期請求書、診療明細書の作成、封筒詰め、配付及び送付、

説明 

ｷ. 退院証明書の作成、他院への作成依頼 

ｸ. 会計変更の返金、追徴金の連絡 

ｹ. 高額貸付の書類の取扱い（貸付及び委任払いに関する書類の取り扱い） 

ｺ. 県単独特定疾患の県への請求事務 

ｻ. 精神科の県への月次報告のための資料作成 

ｼ. 各種諸法の申請事務及び関係機関の連絡 

ｽ. 診療情報の入力内容に対しての確認作業 

ｾ. 医事業務及び収納に関する各病棟師長との連絡及び調整 

ｿ. ＤＰＣ調査データの確認作業 

⑥ 診療報酬請求業務 

ｱ. 入院・外来診療報酬明細書の作成 

ｲ. 入院・外来診療報酬明細書の点検 

ｳ. 医師への不備レセプト点検依頼、症状詳記及びコメント記載依頼 

ｴ. 医師依頼分レセプトの回収後再点検及び修正、保留分等の入力 

ｵ. 福祉医療請求書の作成 

ｶ. 労災保険の請求(アフターケア、公務災害も含む)及び労災関係の照会対応 

ｷ. 債権システムへの登録（返戻登録・査定登録含む） 

ｸ. 診療データ取り込み 

ｹ. 当月診療請求分の総括表の提出 

ｺ. 診療報酬委員会への提出資料作成（査定・返戻分析及び業務運用の提案等

含む） 

⑦ 各種委員会への出席 

ｱ. 診療報酬検討委員会 

ｲ. クリニカルパス委員会  

ｳ. 地域医療部会 

ｴ. 診療材料検討委員会  

ｵ. 薬事委員会（薬剤委員会） 

ｶ. 査定検討会・随時発生する診療報酬に係わる委員会 

(2). DPC業務 

① 診療報酬明細書と診療録記載内容及びコーディングとの精査 

② ＤＰＣコーディングソフトによる傷病名の検証及び提案、樹形図の確認 

③ ＤＰＣ様式１の入力と項目のチェック 

④ データのエラーチェック及びエラー項目の修正 

⑤ 主治医へのＤＰＣコーディングの最終確認 

⑥ ＤＰＣに係る検討会への出席 

(3). 休日・救急業務 

① 診療申込書の受付（診療科別、新規来院、他科新患） 



② 健康保険証・受給者証の確認 

③ 患者登録（患者情報、保険情報）及び変更 

④ 診察券の発行 

⑤ 紹介状持参患者の受付 

⑥ 救急診療室への案内 

⑦ 診療データ入力 

⑧ 診療費計算、診療明細書の作成及び交付 

⑨ 料金収納及び領収書の発行 

⑩ お支払い約束書の記入依頼及び回収 

⑪ 入金額の集計 

⑫ 受付日誌の作成 

⑬ 電話応対 

⑭ 院内放送 

⑮ 見舞い客の病棟案内 

⑯ 各種郵便物の収受、引継ぎ 

⑰ 院内各部署の鍵の保管・管理 

(4). 健診業務等 

① 各種検診業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 各種検診の受付 

ｴ. 検査結果の点検 

ｵ. 請求書の作成 

ｶ. 請求書・検査結果の送付 

ｷ. 調定票の作成 

ｸ. 診断データ入力、電子媒体作成 

ｹ. 統計資料の作成 

② 人間ドック業務 

ｱ. 患者応対 

ｲ. 電話応対 

ｳ. 人間ドックの予約及び案内状の送付、昼食手配 

ｴ. 医師へのオーダー依頼 

ｵ. 人間ドックの受付 

ｶ. 請求書の作成 

ｷ. 請求書・検査結果の送付 

ｸ. 調定票の作成 

ｹ. 診断データ入力、電子媒体作成 

ｺ. 統計資料の作成 

③ 特定健診業務 

ｱ. 特定健診問診表及び生活機能評価問診表及びＯＣＲ用紙への記入等受付業

務 



ｲ. 請求書の作成 

ｳ. 請求書・検査結果の送付 

ｴ. 調定票の作成 

ｵ. 診断データ入力、電子媒体作成 

ｶ. 統計資料の作成 

④ 各種予防接種業務 

ｱ. 申込者の応対及び受付 

ｲ. 問診票の記入依頼及び検温依頼 

ｳ. 請求書の作成 

(5). 点数マスター管理業務 

① 点数マスターの管理（医科・歯科） 

② 点数マスターの登録及び修正 

③ 各部門システムとの連携テスト確認作業 

④ 診療報酬改定時の点数マスターの点検 

(6). 交通事故業務 

① 保険会社からのＣＤ－Ｒ作成依頼受付、請求、発送 

② 医事会計システム入力 

③ 交通事故保険変更処理 

④ 交通事故面談及び同意書の取り付け 

⑤ 交通事故電話・文書照会回答 

⑥ 交通事故関係郵便物発送 

⑦ 交通事故・自賠調定表作成 

⑧ 交通事故・自賠台帳（ソフト）管理 

⑨ 自賠責保険診療報酬明細書チェック修正 

⑩ 医師への自賠責保険診断書作成依頼  

⑪ 自賠責保険診療報酬明細書作成 

⑫ 交通事故未収、入金入力 

⑬ 交通事故に係る医療費の支払い督促 

⑭ 第三者行為以外診療分の診療科受付対応、医師確認、請求書郵送 

⑮ 交通事故患者に係る保険会社、警察等からの医師面談依頼の受付、日程調整等 

(7). その他 

この仕様書に記載がなく、委託業務として取り扱うか不明なものについては、その都度、

業務委託者と業務受託者との間で協議するものとする。 

 

 

8. 業務体制 

(1). 管理責任者の配置 

下記に掲げる条件を満たす者を管理責任者として病院に１名配置すること。 

① 管理責任者は、本院と同規模の総合病院において５年以上の医事業務全般の指揮

命令を行う立場にあった者とすること。 

② 管理責任者は、病院に常駐し、他の医療機関と兼務しないこと。 



③ 管理責任者は、常勤とすること。なお、管理責任者が休日及び出張等により不在とな

る場合は、それと同等以上の能力を有する者を配置すること。 

④ 必要に応じて管理責任者を補佐する者を配置すること。 

⑤ 契約期間中は、管理責任者をみだりに変更しないこと。ただし、退職、死亡等やむを

得ない理由、又は病院の要求により変更する場合は、事前に病院と協議のうえ、上記に

掲げる条件を満たした者を配置するものとし、変更後、業務の質の低下を招かないよう

にすること。 

(2). 管理責任者の責務 

① 業務全体の趣旨をよく理解し、その機能を十分に発揮させ、広範かつ高度な知識や

技術、豊富な知識によって、患者サービスの向上、効率的な業務の運営に取り組むこ

と。 

② 病院及び患者の要望、現状を的確に把握し、それに対して迅速かつ確実に対応する

こと。 

③ 業務従事者を統率監督し、常に的確な指導、教育研修を行うことにより、知識の研鑽

に努め、業務を改善し、業務の効率化及び患者サービスの質の向上を図ること。 

④ 業務計画に基づき、遅延なく、円滑かつ確実に業務遂行できるよう業務の進捗管理を

行うこと。 

⑤ 病院の窓口として、迅速かつ確実に報告、連絡及び相談を行うこと。 

(3). 業務従事者の配置 

① 業務従事者は、病院に常駐すること。 

② 業務従事者は、医療事務の有資格者として厚生労働省の認定教材を使用した医療

教育機関での医療事務の講座を修了するとともに、業務を適切かつ効率的に遂行する

能力、経験を有し、誠実で信頼に足る者を選定し、病院に配属すること。 

③ 業務受託者は、業務従事者を変更する場合、上記に掲げる条件を満たした者を配置

するものとし、変更については業務の質の低下を招かないようにすること。 

④ 業務受託者は、病院が業務従事者として、業務遂行上不適当と認めた場合は、交代

等柔軟な対応を取るものとすること。 

⑤ 業務従事者は、医療事務経験１年以上ある者を半数以上常駐させること。ただし、入

院医事業務及びＤＰＣ業務については、３年以上のレセプト業務経験者を半数以上、常

駐配置すること。 

⑥ 収納業務については、経験者を配置し、正確な業務を遂行すること。 

⑦ 点数マスター管理業務については、医事点数の管理及び部門連携テストについて十

分な経験のある者を配置すること。 

 

(4). 業務従事者の責務 

① 担当する業務の趣旨をよく理解し、その機能を十分に発揮させ、円滑かつ適正な業

務の遂行に取り組むこと。 

② 患者に対して親切、丁寧な接遇を行い、必要に応じて案内・誘導（車いすの患者を含

む）を行うこと。 

③ 常に知識の研鑽に努め、業務の効率化及び患者サービスの質の向上を図ること。 



 

(5). 業務従事者の報告 

① 業務受託者は、情報セキュリティ及び業務従事者の条件確認のため、業務従業者名

簿、業務従事者が医療事務の有資格者として医療教育機関での医療事務の講座を修

了したことが分かるもの（資格証及び修了証等の写し）を病院に提出すること。 

② 業務受託者は、業務従事者に変更があった場合、速やかに病院に業務従事者名簿

を提出すること。 

(6). 人員の確保及び配置 

① 業務受託者は、業務を行うにあたり必要な人数の従事者を配置すること。また、休憩、

休息、休暇その他の欠員が生じる間の交代を考慮した人数を確保し、配置すること。 

② 業務受託者は、業務の内容、量、業務の繁忙等により、従事者の人数が不足すると

判断される場合は、増員又は配置換え等を行い、業務の遅延、質の低下等を生じさせ

ることがないようにすること。 

③ 業務受託者は、月毎の業務従事者の人数等の業務体制を、業務計画書に記載し、

病院に提出し、承認を受けること。 

④ 業務受託者は、日次及び月次の業務従事者の人数等の業務体制及び勤務状況を医

事業務報告書に記載し、病院に報告すること。 

 

9. 教育研修 

(1). 業務受託者は、業務従事者に対して下記に掲げる内容について必要な基礎知識、技術及び

技能を習得させるために、業務受託者の責任と経費負担により教育研修を行うこと。 

① 接遇 

② 医療関係法規 

③ 医療保険制度 

④ 診療報酬制度 

⑤ 諸法及び公費負担医療制度 

⑥ ⑤に掲げる業務内容の運用 

⑦ 病院の理念、基本方針 

⑧ 病院の組織、施設 

⑨ 医療情報システムの操作等 

⑩ 機器等の備品の使用方法等 

⑪ 情報セキュリティ 

⑫ 個人情報保護 

⑬ その他業務受託者が業務遂行上必要と判断するもの 

(2). 業務受託者は、（１）に掲げる教育研修について、業務計画書にスケジュールを記載し、病院

に報告すること。実施した場合は、教育研修報告書を作成し、病院に報告すること。 

(3). 教育研修の内容について、必要に応じて病院に確認すること。情報セキュリティ及び個人情

報については、事前に高岡市個人情報保護条例及び高岡市民病院個人情報保護方針との整

合性を確認すること。 

(4). 業務受託者は、業務従事者の変更があった場合は、業務に従事する前に（１）に掲げる教育

研修を行うこと。 



(5). 業務受託者は、従事中の業務従業者に対して常にＯＪＴ(職場内研修)を行い、基礎知識、技

術及び技能の向上を行うこと。 

(6). 業務受託者は、業務従事者を病院内外で行われる勉強会等の教育研修に必要に応じて参

加させること。 

(7). 業務受託者は、業務従事者毎に基礎知識、技術及び技能に関する評価を定期的に行い、業

務従事者毎の技能の管理を行うこと。 

 

10. 業務計画・報告・点検・引継ぎ 

(1). 業務計画 

① 業務委託者は、月毎の業務計画書を作成し、病院に提出し、承認を受けること。 

② 業務受託者は、月毎の業務計画書に基づき、業務の進行管理を行うこと。 

(2). 業務報告 

① 業務受託者は、業務報告書を日次、月次及び年次毎に作成し、病院に提出するこ

と。 

② 業務受託者は、病院からの業務遂行に関する報告の要求に応じること。 

(3). 業務点検 

業務受託者は、業務遂行について、法令等に従い、適正なマニュアル・フローに基づいて

処理されているかを定期的に点検し、点検終了後は、業務報告書に記載し、病院に報告す

ること。 

(4). 業務引継ぎ 

① 業務受託者は、業務を開始するにあたり、前の業務受託者と十分打ち合わせを行い、

業務が円滑、適正かつ確実に行えるように業務受託者の責任と経費負担により引き継

ぎを行うこと。 

② 業務受託者は、業務が完了したとき、又は契約が解除されたときは、業務の詳細な内

容、処理方法等を示した書類を作成し、次に業務受託者となる者と十分打ち合わせを行

い、業務継続できるように引き継ぎを行うこと。 

③ 業務受託者は、業務従事者の変更又は業務受託者間の引き継ぎにより、業務遂行

に支障が生じないようにすること。又、病院職員に負担のかからないようにすること。 

 

11. 事故発生時の報告及び対応 

(1). 業務委託者は、業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、その

事故発生の責任の有無に関わらず、直ちに事故発生等報告書を作成し、病院に報告するこ

と。 

(2). 業務受託者は、事故発生等報告書を作成するいとまがない場合は、口頭による病院への報

告を優先し、事後に事故発生等報告書を作成すること。 

(3). 業務受託者は、事故発生時の対応方法を定めておくこと。 

 

12. 災害発生時等の対応 

業務委託者は、災害、病院情報システムダウン又は感染症発生若しくは病院に多数の患者の来

院が想定される事案が発生した場合は、病院職員へ連絡するとともに、病院職員の指示によりそ

の対応にあたること。また、業務を継続して遂行するために必要な人員を確保すること。 



 

13. その他 

(1). 収納業務については、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により

公金の徴収又は収納の事務に当たるため、公金の取り扱いには細心の注意を払うこと。また、

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により業者名を

告示、公表する。 

(2). 院内感染対策上、麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎に係る抗体価検査を従事者に実施し、

抗体価の確認を行うこと。抗体価検査は、EIA 法によるものとする。抗体価が基準を満たさな

い場合は、２回を限度としてワクチン接種を行うこと。免疫が不十分であるがワクチン接種が不

適応である者に対しては、勤務体制を十分配慮し、感染発症予防に努めること。 

(3). この仕様書に定めのない事項については、業務委託者と業務受託者との間で協議のうえ決

定する。 

以上 

 



個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

第１ 基本的事項 

   乙は、この契約による業務（以下「本委託業務」という。）を処理するために個人情報を取り

扱うにあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのない

よう、高岡市個人情報保護条例及び高岡市情報セキュリティに関する規則に基づき、本個人情

報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

第２ 責任体制の整備 

乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しな

ければならない。 

第３ 取扱場所の限定 

   個人情報が記録された資料等を取り扱うことによる本委託業務の処理は、甲が指定する場所

に限るものとする。 

第４ 従事者への周知及び監督等 

 １ 乙は、本委託業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後

において、本委託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。 

 ２ 乙は、本委託業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、従事

者に対して必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 

第５ 取得の制限 

   乙は、本委託業務を処理するために個人情報を取得するときは、本委託業務の目的を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

第６ 秘密の保持 

   乙は、本委託業務を処理する上で知り得た秘密を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、同様とする。 

第７ 派遣労働者等の利用時の措置 

 １ 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、

正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

 ２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

第８ 安全確保の措置 

 １ 乙は、本委託業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その

他の当該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。 

 ２ 乙は、個人情報の保護に関する規程類を整備するとともに、本委託業務の責任者及び従事

する者を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告しなければならない。 

第９ 利用及び提供の制限 

   乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本委託業務を処理するために取り扱う個人情報

を本委託業務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。この契約が終

了し、又は解除された後においても、同様とする。 

第 10 複写又は複製の禁止 

   乙は、本委託業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複写



し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この

限りでない。 

 

 

第 11 資料等の返還及び廃棄 

 １ 乙は、本委託業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、

業務完了（業務中止及び業務廃止を含む。以下同じ。）後直ちに甲に返還しなければならない。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 ２ 乙は、本委託業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が自ら作成し、若しくは取

得した個人情報が記録された資料等（前記１の規定により甲に返還するものを除く。）を、業

務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したとき

は、その指示に従うものとする。 

 ３ 乙は、前記１又は２の規定に基づき資料等を返還又は廃棄したときは、返還又は廃棄した

日時、担当者及びその方法等を記載した書面により速やかに甲に報告しなければならない。 

第 12 取扱状況の報告及び調査 

   甲は、必要があると認めるときは、本委託業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状

況を乙に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。 

第 13 指示 

   甲は、乙が本委託業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不

適正と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙はその指示に従わなけれ

ばならない。 

第 14 事故時の対応 

 １ 乙は、本委託業務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、発生状況等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、本委託業務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。 

第 15 損害のために生じた経費の負担 

   乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより、甲又は第三者に損害を及ぼ

した場合には、その損害を賠償しなければならない。 

第 16 名称等の公表 

   甲は、乙がこの契約に違反し、個人情報の不適正な取扱いを行った場合において、事前に乙

から事情の聴取を行った上で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すると認められるときは、

乙の名称、所在地及びその個人情報の不適正な取扱いの内容を公表することができる。 

 (1) 第６の規定に違反し秘密を漏らしたとき。 

 (2) 第８の規定に違反し必要な措置を怠り個人情報を漏えい、滅失又はき損したとき。 

 (3) 第９の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたとき。 

(4) (1)から(3)までに相当する個人情報の不適正な取扱いがあるとき。 



 (5) (1)から(4)までに規定するもののほか、個人情報の不適正な取扱いの態様、個人情報の内

容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必要性があるとき。 

 

 

 

 

 

（注）「甲」は委託者である高岡市を、「乙」は受託者をいう。 

    

 


