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入札説明書 

 

平成 31 年度ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務委託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)  業務件名 

平成 31 年度ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務委託 

  (2) 入札公告日 

       平成 31 年１月４日付け兵庫県公報 

  (3)  仕  様 

     別紙仕様書のとおり 

  (4)  契約期間 

      平成 31 年４月１日（月）から平成 32 年３月 31 日（火）まで 

 

２  一般競争入札参加資格 

    本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を満たし、契約担当者による一般

競争入札参加資格の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）者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局

管理課へ申請し、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。 

   名簿に登録されていない者で、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、所定の物品関係入札参加資格申請書に関係書類、入札公告の写しを添えて、下記受

付場所へ持参し、随時審査を受けた上で入札参加申込みを行うこと。 

   ※提出書類に不備等がある場合は、時間を要することがあるので、できるだけ早く審査を

受けること。 

    【審査受付窓口】 

       兵庫県出納局管理課物品班（電話番号：０７８－３４１－７７１１（代表）） 

(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) 参加申込みの提出期限日及び当該調達の入札の日において、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、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ものでないこと。 

 

３  入札者に求められる義務 

 (1) この一般競争に参加を希望する者は、入札参加申込書に前出２(1)の資格を有することを

証明する書類を添付して平成 31 年１月 25 日（金）午後５時までに４(1)アの場所に提出す
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ること。 

    (2) 入札に参加する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)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。 

 

４  入札参加の申込み 

(1) 参加申込 

ア 申込場所 

         兵庫県立教育研修所（加東市山国 2006-107） 

      電話番号：0795-42-3100  担当：梅田 

     イ  参加申込の期間 

         平成 31 年１月７日（月）から平成 31 年１月 25 日（金）まで(土曜日、日曜日及び

祝日を除く。)の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

    ウ 参加申込の方法 

イの期間中にアへ持参又は送付。ただし、郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者

による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に

規定する信書便（以下「郵送等」という。）による場合は、申込み書類を封筒に入れて

密封の上、その封皮に「入札参加申込」と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、

平成 31 年１月 25 日（金）午後５時までにアの場所に必着すること。  

      エ 提出書類 

(ｱ) 一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書 

(ｲ) 県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し、又

は随時審査受付済みの審査申請書（又は受付票）の写し 

(ｳ) 契約履行実績確認調書 

(ｴ) 一般競争入札に参加を希望する者の会社概要 

オ 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、前記イの最終日とする。 

(ｲ) 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確

認し、その結果を申込み受付後、平成 31 年１月 30 日（水）までに申込者へ文書

（一般競争入札参加資格確認通知書）で発送する。 

         ついては、返信用封筒（定型長３）を入札参加申込書に添えて提出すること。

返信用封筒には、９２円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。 

 

(2) 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。 
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５ 設計図書の貸与 

(1) 設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下同じ）の貸与を希望する者は、次によ

り貸与を受けること。 

    ア 受付期間 

      平成 31 年１月７日（月）から２月 13 日（水）午後５時まで 

イ 受付場所  

兵庫県立教育研修所（兵庫県加東市山国 2006-107） 

        電話番号 0795-42-3100 

ウ  設計図書受領の際には、設計図書受領書を提出すること。 

(2) 貸与された設計図書は、入札後速やかに返却すること。ただし、契約担当者が別に定め

たときは、各自複製したうえで、指定期限までに返却すること。 

 

６ 仕様書等に関する質問 

(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意）を送付す

ること。 

ア 受付期間 

        平成 31 年１月７日（月）から２月４日（月）正午まで 

イ 受付場所 

         兵庫県立教育研修所 FAX 0795-42-5393 

    ウ 提出書類 

      質問書（様式は任意） 

エ 提出方法 

      ＦＡＸにより提出すること。 

    オ 質問の回答 

      回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、入札参加資格者へＦＡＸ等で連絡する。 

       (ｱ) 閲覧期間 

           平成 31 年２月７日（木）から平成 31 年２月 13 日（水）まで（土曜日、日曜日及

び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

      カ  閲覧場所  前出４(1)アに同じ。 

 (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。 

 

７  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 

 

８ 契約条項を示す場所及び期間 

(1) 場所 兵庫県立教育研修所（兵庫県加東市山国 2006-107） 

          電話番号 0795-42-3100 

  (2) 期間 平成 31 年１月７日（月）から平成 31 年１月 25 日（金）まで(土曜日、日曜日及

び祝日を除く。)の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
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９  入札・開札の日時及び場所 

   日時 平成 31 年２月 14 日（木）午前１１時から 

場所 兵庫県立教育研修所（兵庫県加東市山国 2006-107） 

        電話番号 0795-42-3100 

 

10  入札書の提出方法 

(1) 書面による入札とし、入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵送（書留

郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による入札については、平成 31

年２月 13 日（水）午後５時までに前記４(1)の場所に必着のこと。 

ただし、入札資格審査時点で県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されていな

い者は、開札の日までに物品関係入札参加資格を有すると認められなければ入札書を受理で

きない。 

(2) 郵送等による入札の場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封筒の表皮にそれぞれ

「入札事項名」、「初度入札」・「再度入札（２回目）」・「入札辞退届（初度入札又は再度入札で

辞退する場合）」の区別を記入すること。 

(3) 前出４(1)オ(ｲ)の一般競争入札参加資格確認通知書の写しを入札書と併せて提出すること。 

 

11  入札書の作成方法 

(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表記するこ

と。 

(2) 入札書は当課所定の別紙様式により、次の点に留意して記載すること。 

       ア  入札事項名は、前出１(1)に示した名称とする。 

       イ  年月日は、入札書の提出日とする。 

       ウ  入札者氏名及び押印は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、

また、印章は兵庫県に届出のものとする。 

       エ  代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名及び押印が

あること。 

       オ  外国業者にあって押印の必要があるものは、署名をもって代えることができる。 

(3) 落札の決定は、入札書の「入札金額」欄に記載された総価格をもってする。 

   また、落札価格は、当該総価格の 100 分の８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。）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

もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

      万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。 

(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、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。 

(6) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。 
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12  入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の 100 分の 108）の 100 分の５以上の額の入札保証金を

平成 31 年２月 12 日（火）午後５時までに納入しなければならない。   

     ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 

ア 過去２箇年に国（公社・公団を含む。）、地方公共団体等との間における契約の締結及

び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、契約を締結しないこととなるお

それがないと認められるとき。 

  この場合は、前出４に示した入札参加の申込みと併せて契約担当者が審査を行うので、

入札参加申込み時に契約履行実績確認調書に必要事項を記入し、提出すること。なお、

免除の可否を前出４(1)オ(ｲ)に併せて通知する。 

イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入

札保証金に代えて提出したとき。 

       入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額（入札希望金額の 100 分の 108）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 

     契約金額（入札書記載金額の 100 分の 108）の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を要す

る。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契

約保証金に代えて提出したとき。 

  

13  開札 

     開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその

代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

14  無効とする入札 

(1) 前出２に示した一般競争入札参加資格がない者の入札、入札者に求められる義務を履行

しなかった者のした入札、入札参加申込書又は提出書類に虚偽の記載をした者の入札及び

入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(2) 一般競争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出２に掲げる一般競争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。 

 

15  落札者の決定方法 

(1) 前出１の物品等を提供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

最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(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、くじによって落札者を決

定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退するこ

とはできない。 

  なお、入札書を郵送した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。 
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(3) 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。 

 

16 入札に関する条件 

(1) 入札書は、所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  (2) 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。）が平成 31 年２月 12

日（火）午後５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、開札の日以前の任意の日を開始日とし、平成 31 年２月 28 日（木）

を終期とする入札保証保険に加入すること。 

   (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、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

(7) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、この入札の

対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生

じる。」旨が付記されていること。 

(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

(9) この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となるこ

と。 

   (10)再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

       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(8)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)に違反し無効となったもの以外の者 

 

17  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。 

 

18  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７日以内

に契約担当者に提出しなければならない。 

(2) 契約書は２通作成し、各自その１通を保有する。 

(3) 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。 

(4) 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。 
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19  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。 

 

20 委託料の支払い  

契約金額を 12 で除して得られた額（１円に満たない端数の金額がある場合は、その端数を

切り捨てて年度の最終月分に加算して調整します。）を当該月分として、毎翌月 10 日までの

請求に基づき月末までに支払う。 

 

21 契約の解除及び解除に伴う損害 

      契約締結後、契約者が入札参加資格の制限に該当したとき又は指名停止を受けたときには、

契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合には、契約者が納付した契約保

証金は兵庫県にする帰属するものとする。 

 

22 消費税の取扱い 

   平成 31 年 10 月から消費税率の変更が予定されているが、本取引に係る消費税（消費税及

び地方消費税）率が改正される場合は、別途協議することとする。 

 

23  その他の注意事項 

(1) 入札参加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) 落札者については、積算内訳書（様式任意）を提出すること。 

 

24  入札事務担当 

    兵庫県立教育研修所 担当：梅田 

  電話番号  0795-42-3100 

    所在地    〒673-1421   兵庫県加東市山国 2006-107 



平成 31 年度ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

平成 31 年度ひょうごっ子悩み相談夜間・休日電話相談業務 

 

２ 事業目的 

本業務は、「いじめ」に関する相談のみならず、子どものＳＯＳや悩み、また保護者

の子育てに関する不安など、２４時間いつでも電話相談できるよう、現在、兵庫県教育

委員会（以下「甲」という。）が実施している相談電話（以下「相談電話」という。）に

おける平日夜間及び休日の電話相談の充実を図るものである。 

 

３ 委託期間 

平成 31 年４月１日（月）０：００から平成 32 年３月 31日（火）２４：００まで 

 

４ 相談対象電話等 

(1) 設置回線数：２回線 

(2) 年間相談見込件数（直近 12 月実績） 

 平成 29 年度 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

昼間(9-21 時) 291 189 185 160 223 1048 

夜間(21-翌 9 時) 85 71 76 55 71 358 

合 計 376 260 261 215 294 1406 

※ 平成 29 年度においては、上記区分による内訳しか把握していないため、積算に

あたっては留意すること。 

※ 参考：平成 29年度（４－３月）総相談件数：4,232 件 

 

 平成 30 年度 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 計 

平日昼間(9-17 時) 123 127 146 149 98 116 161 920 

平日夜間(17-翌 9 時) 14 20 19 73 120 122 100 468 

土日祝日 8 5 12 43 38 74 72 252 

合 計 145 152 177 265 256 312 333 1640 

※ 平日昼間（9-17 時）は、参考として記載（本委託業務対象外） 

 

相談件数は、業務の性質上、年度により大きな変動があるため、十分に余裕をもって積

算すること。 



５ 委託業務内容 

(1) 委託業務対象時間 

ア 平日（月曜日～金曜日） 17:00 ～ 24:00、0:00 ～ 9:00 

イ 休日（土、日、祝日、年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日） 0:00 ～ 24:00 

  ※ 年度中に祝日法改正により祝日が変更になった場合についても対応する

こと。なお、その場合においても委託料は変更しない。 

(2) 業務内容 

ア 上記(1)の時間内において、悩み相談電話にかかってきた電話相談への対応 

イ 電話相談内容記録及び報告業務 

ウ 緊急対応が必要な相談内容の連絡業務 

エ その他必要と認められる業務 

(3) 相談内容 

ア 児童生徒のいじめ問題に関すること。 

イ 自殺企図や児童虐待など、子どもの安全に関すること。 

ウ 不登校や学校生活など、子どもの悩み全般に関すること。 

エ 上記以外の相談等であった場合も、不安や悩みの解消に努め、適切に対応す

ること。 

(4) 相談対象者 

兵庫県内に在住又は在籍する児童生徒又は 18 歳未満の子ども及びその保護者 

※ただし、相談対象者以外の場合も、他の相談窓口となる機関を誠意のある態

度をもって紹介し、機械的・事務的な対応によって不信感を抱かせる対応を

しないこと。 

(5) 相談方法 

受託者（以下「乙」という。）が国内に設置する電話相談受付場所（以下「受付

場所」という。）に、甲から転送される電話回線を２回線以上設置し、転送された

すべての電話に対応する。ただし、電話回線数を超えるもの及びその他乙の責めに

帰すべき理由がないものを除く。また、その際、本仕様書に従うとともに、関係法

令を遵守し、誠実に対応する。 

(6) 相談体制 

ア  業務責任者の配置 

乙は、委託業務を円滑に進めるため、受付場所の責任者（以下「業務責任

者」という。）を１名以上指名し、配置すること。業務責任者は、甲の指示・

連絡を受け、電話相談に対する業務の指示及び指揮命令を行う任に当たる。

また、業務責任者は、電話相談員（以下「業務従事者」という。）に対する

指導や緊急の対応を要する相談については支援体制を確保するなど、業務の

円滑な執行管理を行うこと。 



イ 業務従事者 

（ア）業務を実施するにあたり、業務従事者は、５（１）で定める委託業務対

象時間に常時２名以上配置し、そのうち臨床心理士の資格（精神保健福

祉士、社会福祉士、学校心理士等、類する資格を含む。）を有する者を

必ず１名以上配置すること。 

（イ）業務従事者は、次のいずれかの者とする。 

① 臨床心理士、精神保健衛生士、社会福祉士、学校心理士等の資格

を有する者 

② 学校教育又は児童福祉に関する業務経験が１年以上あり、①と同

等以上の能力があると認められる者 

③ 上記①、②と同等以上の能力を有すると甲が認める者 

※なお、乙は甲に対し、事前に業務責任者及び業務従事者の名

簿（経歴、資格等を示す書面）を提出すること。 

（ウ）甲は、業務従事者として不適当と認めた者については、乙と協議の上、

交代させることができる。 

（エ）乙は、業務従事者が転居や転職等のため、職を下りる場合には、原則と

して事前に甲の承認を受け、交代者と十分に引継ぎを行い、業務に支障

のないようにすること。 

（オ）甲が必要があると認めた場合には、乙は、次回の受託業者への事務引継

ぎを行う。これらの業務に要する費用は全て乙の負担とする。また、こ

れらの引継業務を実施する時期は、甲乙協議の上、決定すること。 

ウ 相談員の研修等 

（ア）乙は、業務従事者の教育、指導、訓練等の研修を年２回以上実施し、資

質向上に努めること。また、その内容を報告すること。 

（イ）甲が、相談実績等から相談体制の維持のため特に必要と認める場合は、

乙は業務従事者に対し、必要な臨時研修を実施すること。 

（ウ）乙は、甲の職員及び県内における悩み相談等業務の資質向上を図るため、

甲が指定する場所に講師を派遣し、講義を行うこと。（場所：兵庫県立教

育研修所（加東市）又は神戸市内、回数・講義時間：１回・２時間程度、

講演内容：別途協議、とする。） 

 

６ 業務実施場所等 

(1) 受付場所及び本事業専用回線は、乙が設置すること。 

(2) 受付場所は、電話相談業務の専用ブースを設置するなど秘密保持に十分配慮した構

造で、かつ業務従事者が適切に相談業務に従事できるよう労働条件に配慮した設備

とすること。 



７ 経費負担区分 

(1) 甲は、業務委託に要する経費（以下「委託費」という。）を負担するものとし、乙

は、それ以外に要する経費を負担すること。 

(2) 甲は乙に対し、電話相談業務を遂行するにあたり、報告書等の送付や電話等による

業務連絡を行う通信費を負担し、これらの通信費は委託費に含むこと。 

(3) 相談電話から乙の本事業専用回線への自動転送に係る通話料は甲が負担する。 

 

８ 電話相談業務の実施 

    電話相談業務の実施にあたっては、特に以下の点に留意した対応をすること。 

(1) 電話相談では、相談者からの相談を受容的な姿勢でよく聞き、相談者の不安を和

らげるように努めるとともに、相談内容や相談者の心情を踏まえながら、当面可

能な手立てを共に考えること。 

(2) 相談者が匿名であっても、相談を受けること。 

(3) その他、定めがなくても当該業務上必要なものについては、誠意をもって行う

こと。 

 

９ 業務内容の報告及び記録 

(1) 乙は、業務従事者が受けたすべての相談について、別紙１「兵庫県 相談票（案）」

に記載し、翌開庁日に速やかに電子メール等の方法で甲に報告する。報告に当たっ

ては、個人情報保護のための処理を行い、ファクシミリでの報告は原則不可とする。 

(2) 上記(1)に関わらず、自殺など命が危険な状況や犯罪に巻き込まれる可能性等があり、

緊急対応が必要であると業務従事者が判断した場合、相談者の同意を得ながら、可

能な範囲で名前や学校名等の緊急対応に必要な情報を聞きとり、直ちに業務責任者

を通じて甲が指定する緊急連絡先に連絡を行うとともに、迅速に警察等関係機関に

も通報すること。 

(3) また、緊急対応とまでは判断されなくとも、学校や関係機関への情報提供が必要と

判断される相談を受けた場合は、翌日に速やかに甲に連絡すること。 

(4) 乙は、受託業務に関する事項について、甲から調査・報告を求められた場合、速や

かに応じることのできる体制を整えておくこと。 

(5) 乙は、月毎の委託業務終了後、速やかに甲が指定する様式により業務の履行状況及

び業務従事者ごとの出勤状況等を甲に報告すること。 

(6) 乙は、委託業務完了後、速やかに業務完了報告書を甲へ提出すること。 

 

１０ 守秘義務及び情報管理 

受託者は、本業務により知り得たすべての情報を第三者に漏らしてはならない。こ

のことは本委託を終了した後も同様とする。 



    また、相談者の個人情報について、必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に

十分配慮すること。このことは本委託を終了した後も同様とする。 

 

１１ 報告書提出先及び緊急連絡先 

上記９(1)「兵庫県 相談票（案）」の提出先、上記９(2)緊急な対応が必要な場合

の連絡先、上記９(4)業務の履行状況及び業務従事者ごとの出勤状況等の報告先、上

記９(5)「業務完了報告書」の提出先は、兵庫県立教育研修所内、心の教育総合セン

ターとする。 

 

１２ その他留意事項 

(1)  乙は、緊急の事態に備え、甲の依頼に基づき、速やかに対応できる体制を確保して

おかなければならない。 

(2)  乙は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守する。 

(3)  乙は、故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負

わなければならない。 

(4)  乙は、業務の履行に際しては、相談業務の公共性を鑑みて常に相談者の立場を考慮

し、信頼を確保しなければならない。 

(5)  乙は、地方公務員法（昭和 25年法律 261 号）第 16 条（欠格条項）に該当するもの

を業務に従事させてはならない。 

(6)  乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、法律に規定された事業者としての全ての

責任を負うものとする。 

(7)  乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守しなければならない。 

(8)  乙は、受託業務を下請させることはできない。但し、業務の一部について、甲の承

認を得て行う場合はこの限りではない。 

(9)  乙は、業務責任者および業務従事者に対し、法律に規定された事業者としてのすべ

ての義務を負う。 

(10) 現行業者が平成 31 年３月 31 日まで業務を行うため、テスト等は業務への支障が

ないよう行うこと。また、業務開始及び終了に伴う回線の転送変更設定等の円滑な

切替に協力すること。 

(11) 乙は、本仕様書に定められた内容に対する疑義及び本仕様書に明示されていない 

事項については、甲と十分協議の上、適切に業務を遂行するものとする。 



（ ） ～ 分

父 母 ） （ ） 不明

男 女 不明

1 幼児 2 小学生 3 中学生 4 高校生

5 その他（ ） 6 不明

男 女 不明

1 いじめ  2 不登校  3 学業・進路  4 友人関係

5 家庭・子育て 6 心身の健康・保健 7 発達障害等

8 非行・不良行為 9 暴力行為 10 虐待 11 体罰

12 学校・教職員との関係 13 その他 ( )

相談日時     年  月   日

氏名

性別

5 保護者（
校種等

連絡先

学年

1 小学生

相談者

 住所

  

校種等

   

性別 学年

 

兵庫県　相談票（案）
相談員名：NO：

4 教員

その他

ﾘﾋﾟｰﾀｰ  

2 中学生

相談時間

3 高校生

対
 
応
 
内
 
容

相
 
談
 
内
 
容

 

相談概要

相談
カテゴリ

住所   

対象者
学校名

氏名   連絡先

年齢  


