
（仕様書総括） 

 

岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託仕様書 （案） 
 

Ⅰ．総括仕様書 
 

１．業務の名称 

 岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託 

 

２．業務の目的 

 本業務は、岡山市保健所における難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年５月３０日

法律第５０号。以下「難病法」という。）並びに岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱の規定に基づい

て、岡山市健康づくり課の窓口においておこなう各種届出及び申請の受付・窓口案内等に関する業務、

難病法の規定に基づく特定医療費（指定難病）の支給認定処理に関する業務、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年 10月 31日法律第 123号。以下「障害者総合支援

法」という。）及び岡山市地域生活支援事業に基づく認定処理事務業務を民間委託することにより、当

該業務の質の維持及び向上を図ることを目的とする。 

 

３．仕様書の目的及び構成 

 本仕様書は、岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託契約書のほかに、業務の遂行

に必要な業務の内容、範囲、数量、処理方法等の要件を定め、効率的かつ安定的に事業運営を行うこ

とを目的とする。 

 本仕様書は以下のとおりの構成とする。 

  Ⅰ．総括仕様書 

  Ⅱ．難病法等に基づく窓口業務仕様書（業務別仕様書Ａ） 

  Ⅲ．難病法に基づく認定処理事務業務仕様書(業務別仕様書Ｂ) 

  Ⅳ．障害者総合支援法等に基づく認定処理事務業務仕様書(業務別仕様書Ｃ) 

 各業務の委託内容は各業務別仕様書に記載の事項を優先する。 

 

４．委託業務事項 

  各業務別仕様書のとおり 

 

５．実施期間 

契約予定日 平成３１年４月１日   

業務準備期間 契約日から業務開始日まで 

業務開始日 平成３１年５月１日 

業務終了日 平成３２年３月３１日 

 

６．業務実施日及び業務時間 

（１）実施日 

  本業務を実施する日は、次の（ア）から（ウ）に該当する日を除く日とする。 

 （ア）日曜日及び土曜日 

 （イ）「国民の祝日に関する法律」(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

 （ウ）年末又は年始における日で岡山市の休日を定める条例に規定する休日 

（２）実施時間 

   本業務の実施時間は、原則として岡山市健康づくり課の開庁時間とする。 

   （午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

   ただし、上記実施時間外においても、事前の準備又は事後の整理を必要とする場合には、岡山

市と予め協議の上、岡山市が必要と認める範囲内で本業務を実施することとする。 
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７．実施場所 

  各業務別仕様書のとおり 

 

８．本事業に求められるサービス水準 

 本事業に求められるサービスの水準は、以下の通りとする 

基本方針 主要事項 測定指標 

本窓口業務を通じて、相談者が適

正な申請ができることを目的とす

る。 

利用者満足度の確保 受託事業者の責めに帰すべき事由によ

る接客に対するクレーム件数 

本業務により、申請者に適切な支

給認定をおこなう 

正確性の確保 受託事業者の責めに帰すべき事由によ

る支給認定に関するクレーム件数 

各支給認定事務処理において、標

準事務処理期間内での処理による

速やかな支給決定をおこなう 

迅速性の確保 申請受付から支給決定までに要した期

間・遅延にかかる件数 

クレームには担当課へ寄せられたものの他に、岡山市のホームページに掲載されている意見募集欄への投稿、市長又

は広報広聴課等市民の声を集める担当課に届いた封書、はがき、ＦＡＸ及び電話での声も対象とする。 

 

９．実施体制 

 受託事業者は、本業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保したうえで、業務量の変

動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な運営が可能な体制を構築することとする。 

 なお、実施体制に必要な人員確保のための業務量参考資料については別途岡山市から提示する。 

（１）定義 

  業務責任者とは、執務場所での業務の遂行に関する指示、業務従事者の管理、岡山市との委託業

務に関する交渉等の権限を有している者を指す。 

  業務責任者を選任するにあたり、同種・類似業務での実務経験を有する者を選任すること。 

  業務従事者とは、業務責任者の指示や命令により業務を遂行する者を指す。 

 

（２）業務責任者及び業務従事者 

  業務責任者は、原則として受託事業者において直接雇用することとする。ただし、業務実施体制

に不備が生じる可能性がある場合には、速やかに岡山市に報告し、対策を施すこと。この場合の経

費は全て契約金額に含まれているものとする。 

  業務責任者及び業務従事者は、下記の（ア）から（エ）のすべての要件を満たす者を配置するこ

と。 

（ア）日本語による業務遂行に支障がない者であること。 

（イ）庁舎内で勤務するうえで、公務の一端を担う立場として、基本的なビジネスマナー、接遇の知

識・能力を有する者であること。 

（ウ）パーソナルコンピューターの一般的な操作に関する知識を有する者であること。 

（エ）委託業務に必要な知識を有し、円滑に業務を行える者であること。 

 

（３）業務責任者の配置及び業務 

（ア）受託事業者は、本業務の実施に当たり、業務責任者を常時配置すること。業務責任者の配置に

当たっては、受託事業者の責任において業務の実施に必要な人数を配置すること。 

  業務責任者は、以下の①から⑥に掲げる業務を実施すること。 

   ①岡山市との連絡調整 

   ②各種報告書の提出 

   ③業務計画及び状況に応じた、業務従事者の適正な配置 
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   ④業務従事者に対する指揮・監督 

   ⑤業務従事者に対する指導及び教育 

   ⑥トラブル発生時における対応、報告 

   ⑦業務内容に関する市との事務者協議 

（イ）業務責任者は岡山市との情報共有について月次の定例会議を開催する等、定期的な情報共有の

場を設けることとする。また、業務に関する岡山市からの連絡事項は速やかに業務従事者に連携を

行うこと。 

（ウ）業務責任者は、業務遂行上の業務内容に関する疑義等について、速やかに岡山市との随時の協

議の場を設け、回答・対応策について業務従事者に連携を行うこと。 

 

（４）業務計画書の提出 

 受託事業者は、この契約締結後、速やかに次の事項を含む業務計画書を岡山市に提出し、あらか

じめ岡山市の承認を受けなければならない。 

 （ア）業務分担を明確にした組織体制 

 （イ）休暇、欠員補充等の連絡体制 

 （ウ）休憩、昼食休憩及び交代等の労務管理の方法 

 （エ）業務責任者及び業務従事者の名簿 

 （オ）その他契約書及び仕様書の規定により岡山市に示すべき事項 

 （カ）基礎知識、端末操作の習熟及び守秘義務等業務従事者の質的向上のための研修計画 

 

（５）マニュアル類の作成及び改訂 

  受託事業者は、岡山市が貸与するマニュアル類及び資料の確認を行うとともに、岡山市から必要

な引継ぎ及び説明を受けた上で、マニュアル類の改定を行うこととする。 

  また、受託事業者は一部業務にあたっては、処理ノウハウを蓄積する過程で新たなマニュアル類

を整備し、その所在及び内容について業務従事者に周知しなければならない。 

  なお、マニュアル類の内容については岡山市の承認を受けなければならない。 

 

（６）業務報告書の作成及び提出 

  受託事業者は、業務履行日ごとに日報を作成し、保健所健康づくり課長が指名した者に示して、

確認を受けなければならない。 

  また、受託事業者は、月ごとに業務の件数をまとめた月報を作成し、業務報告書として岡山市に

提出しなければならない。 

  ① 報告時期 日報：翌業務履行日まで 

         月報：翌月１０日まで 

  ② 報告事項 日報：従事者名簿 

         月報：業務処理件数、クレーム処理件数、その他岡山市と協議し必要と認める項目 

 

（７）服装等について 

  受託事業者は、受託事業者の負担において、業務責任者及び業務従事者に、名札を着用させ、名

札のデザインやストラップの色等により、岡山市職員との判別がつきやすい様にすること。 

 

１０．業務従事者への研修の実施及び報告 

（１）受託事業者は、本業務を迅速かつ正確に履行するために、業務従事者に対し以下の内容を含む研

修を行わなければならない。 

 （ア）難病法、障害者総合支援法、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律、各実施要綱等、業務に必要な知識を習得させること。 

 （イ）業務の重要性、公共性を理解させること。 

 （ウ）個人情報保護の重要性、守秘義務を理解させること。 
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 （エ）主な業務内容、事務処理手順を理解、習熟させること。 

 （オ）接客の基本を研修し、来庁者に不快を与えない応対能力を習得させること。 

（２）受託事業者は、履行開始後においても適時に研修を行い、常に業務従事者の能力向上に努めなけ

ればならない。 

 

１１．受託事業者の責務 

（１）守秘義務及び個人情報の取扱い 

 （ア）受託事業者は、本業務の実施に当たり、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年 5月 30日

法律第 57号）及びその関連法令、「岡山市個人情報保護条例」、「岡山市個人情報保護条例施行規則」

並びに「岡山市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。 

 （イ）受託事業者は、本業務において岡山市情報セキュリティポリシーにおける機密性３の情報資産

を取扱う全ての業務従事者（再委託先等を含む）の所属、氏名、作業内容、取り扱う情報資産を書

面で岡山市に報告すること。また、当初報告していない者が業務に従事する必要を生じたとき、又

は報告した業務従事者が従事しなくなったときは、改めて報告すること。 

 （イ）受託事業者は、以下のいずれかの認証を、委託期間を通じて有すること。 

   ① （一財）日本情報経済社会推進協会 プライバシーマーク 

   ② 情報セキュリティマネジメントシステム ISMS（ISO27001） 

 （ウ）受託事業者は、本業務で取扱う個人情報等について、第三者に漏えい及び開示、並びに目的外

利用を行ってはならない。また、本委託業務の実施に必要な場合を除き、指定された以外の場所

へ持ち出してはならない。なお、上記の取扱いは本業務が終了（解除の場合を含む。）した後に

おいても同様とする。 

 （エ）受託事業者は、業務責任者及び業務従事者と、本委託業務の契約終了後及び退職後においても

有効な、個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた誓約書の写しを業務開始までに岡

山市へ提出すること。なお、業務開始後に、業務責任者及び業務従事者を新たに雇用した場合に

は、その都度、速やかに上記誓約書の写しを岡山市へ提出すること。 

（２）個人情報を記録した文書等の取扱い 

 （ア）受託事業者は、本業務で取扱う個人情報等を記録した届書、通知書等（以下「届書等」という。）

について、漏えい、紛失、毀損等が発生しないよう必要な措置を講じること。 

 （イ）受託事業者は、業務仕様書等に定める場合及びあらかじめ岡山市の承諾を得ているものを除き、

届書等の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。また、複写複製等を防止するため必要

な措置を講じること。 

（３）情報機器等の持込み制限 

   受託事業者が使用する情報機器類は岡山市のセキュリティ管理上、岡山市が無償貸与したものを

使用することとし、業務責任者及び業務従事者及びその関係者に関わらず、情報端末（携帯電話、

スマートフォン、デスクトップＰＣ、ノートＰＣ、タブレットＰＣ及びプリンタ等の周辺機器を含

む。）及び記録媒体（ＵＳＢメモリ等）（以下「情報端末等」という。）の持ち込みは、市が業務上

必要と認めたものを除き禁止する。窓口業務、及び業務責任者が受託事業者の本部への報告業務や

業務従事者への連絡調整等のため、指定された執務場所に情報機器類を持ち込む場合には、機器名、

仕様、用途等を申告のうえ、事前に岡山市の許可を得ることとする。なお、下記についても留意す

ること。 

  ①受託事業者は、許可を得て持ち込んだ端末を、岡山市のネットワークに接続することを禁止する。 

  ②受託事業者は、情報端末等の保管場所、使用場所等については岡山市と協議のうえ決定すること。 

 

１２．使用することができる設備、機器等 

（１）受託事業者が使用することができる設備、機器等及び費用負担は各業務別仕様書のとおりとす

る。 

（２）電話・ＦＡＸ 

（ア）難病法等に基づく窓口業務では、各受付窓口で使用する携帯電話を受託事業者が用意するこ
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と。ＦＡＸは保健所健康づくり課及び各保健センターに設置された機器を使用できる。 

 （イ）難病法に基づく認定処理事務業務及び障害者総合支援法等に基づく認定処理事務業務では、

岡山市が執務場所に設置する電話１回線を使用できる。ＦＡＸは保健所健康づくり課及び各保

健センターに設置された機器を使用できる。 

（３）履行場所への私物の持ち込みは極力控える。また、履行場所では私用目的での携帯電話の使用

を禁止する。なお、私物の保管場所は提供するが、その管理は受託事業者の責任において行う。 

（４）受託事業者は、施設及び岡山市が準備した備品類について注意義務をもって適正に取扱い、不

具合を生じた場合は直ちに岡山市に報告しなければならない。 

（５）受託事業者は、施設及び岡山市が準備した備品類を本仕様書に定める業務を遂行するためにの

み使用し、他の用途に使用してはならない。 

 

１３の１．引継ぎ（岡山市） 

（１）岡山市からの引継ぎ 

   岡山市は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、受託事業者に対して必要な措置を講ずる。 

 

１３の２．引継ぎ（現行事業者） 

（１）現行事業者からの引継ぎ 

   岡山市は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び受託事業者に対して必要な措

置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

   本業務を新たに実施することとなった受託事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らか

にした書類により、現行の事業者 (又は岡山市)から業務の引継ぎを受けることとする。 

（２）本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 

   岡山市は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措

置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

   本業務の終了に伴い受託事業者が変更となる場合には、受託事業者は、当該業務の開始日までに、

上記９（５）及び仕掛かりに関する内容を記した書類により、次回の事業者に対し、引継ぎを行う

こととする。 

 

１４．委託料の支払い等 

（１）受託事業者は、履行期間中、毎月の委託業務の実施状況に係る報告書（委託業務実施報告書）を

提出し、岡山市の検査を受けるものとする。 

（２）受託事業者は、前項の検査に合格したときは、岡山市に対し委託料の月額に係る支払い請求書を

提出することができる。 

（３）委託料の月額は、請負金額に月ごとの係数を乗じて算定するものとし、月ごとの金額ついては別

表のとおりとする。 

（４）岡山市は、適正な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に当該請求額を支払うものと

する 

 

１４．緊急時の対応 

（１）業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、岡山市と協議の上、業務開始前に内

容についての承諾を受けること。 

（２）緊急を要する場合は、受託事業者は責任をもって対処するとともに、遅滞なく岡山市へ報告する

等、必要な措置を直ちに講じること。 

 

１５．再委託 

 受託事業者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、全体としての委託業務の

遂行に支障が生じない範囲で、岡山市に事前の書面による承諾を得たうえで、本業務の一部を再委託

することができる。 
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１６．その他 

本仕様書に定めのない事項については、岡山市と協議のうえ、決定することとする。 

 

 

 

（別表：毎月の委託料） 

 

月 係数 金額 

４月分   ２／６２ 円  

５月分   ２／６２ 円  

６月分  １８／６２ 円  

７月分  １８／６２ 円  

8月分   ６／６２ 円  

9月分   ４／６２ 円  

10月分   ２／６２ 円  

11月分   ２／６２ 円  

12月分   ２／６２ 円  

１月分   ２／６２ 円  

2月分   ２／６２ 円  

3月分   ２／６２ 円  

合 計  円  

 

毎月の委託料の端数が生じる場合は 3月分の委託料に加算し調整する 
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Ⅱ．難病法等に基づく窓口業務仕様書（業務別仕様書Ａ） 

 

１．仕様書の目的 

 本仕様書は、岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託の内、難病の患者に対する医

療等に関する法律（平成２６年５月３０日法律第５０号。以下「難病法」という。）並びに岡山県特定

疾患治療研究事業実施要綱の規定に基づき、岡山市健康づくり課の窓口における各種届書及び申請書

の受付、窓口案内等に関する業務に関する要件を定める。 

 

２．実施場所 

施設名 所在地（岡山市） 従業員用駐車場 

（１）保健福祉会館 北区鹿田町一丁目１－１ 

なし 

（自己手配のこと） 

（２）北区北保健センター 北区谷万成二丁目６－３３ 

（３）中区保健センター 中区桑野７１５－２ 

（４）東区保健センター 東区西大寺中野本町４－５ 

（５）南区西保健センター 南区妹尾８８０－１ 

（６）南区南保健センター 南区福田６９０－１ 

  各施設内履行場所は【別図１】から【別図６】までのとおり 

 

 

３．実施期間 

業務準備期間 契約日から業務開始日まで 

業務開始日 平成３１年６月３日（月） 

業務終了日 
実施場所（１）     ： 平成３１年８月１６日（金） 

実施場所（２）～（６） ： 平成３１年７月３１日（水） 

 

 

４．窓口開設時間 

  8時 30分から 17時 15分 

 

 

５．業務内容 

（１）受付窓口の設置管理 

  ・業務開始前の準備（受付窓口の設置） 

  ・実施場所ごとに受付窓口の準備・設営・片づけ（業務期間中） 

  ・業務終了後の受付窓口の撤去 

  ・業務期間中の安全管理 

（２）来客対応 

  ・受付窓口に来所した方に要件を伺い、受付もしくは該当する窓口を案内する 

（３）制度説明、申請・届出の受け付け 

  ・特定医療費（指定難病）支給認定制度の説明、各種申請・届出を受け付ける 

  ・岡山県特定疾患治療研究事業の説明、各種申請・届出を受け付ける 

  ・各種申請・届出書類の記載内容及び添付書類の確認 

（４）療養相談等の窓口案内 

  ・来所者が就労・療養相談を希望する場合は難病相談支援センター・保健センターを案内する 
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（５）申請・届出書類のチェック 

  ・受け付けた申請・届出書類は複数の担当者で不備を確認する 

（６）申請者への連絡、受付 

  ・不備が発見された場合は、申請者に連絡し補正書類の提出を依頼する 

  ・補正書類の再受付 

（７）受付簿の作成および係への送達 

  ・受付簿を作成し保健所健康づくり課特定疾病係へ送達する 

  ・送達は岡山市庁内メール便を利用すること 

 

 

６．窓口設置に係る留意事項 

（１）実施場所ごとに設置する窓口は、受付ブース、待合スペースにおいて可能な限り申請者のプラ

イバシーに配慮した配置とすること。 

（２）実施場所ごとの受付スペースは【別図１】から【別図６】のとおりであるが、現況を優先し、

防火設備等支障の無いようレイアウト・使用備品については岡山市と協議の上詳細決定すること。 

（３）本市の業務遂行のため受付スペースを移動する場合がある。その際のレイアウト変更について

受託事業者は協力すること。 

 

 

７．業務従事者の配置における参考事項 

（１）平成 30年度に実施した、本業務内容と同程度の「特定医療費（指定難病）受付事務労働者派 

  遣業務」における、派遣労働者の配置人員を参考に示すもの。 

  ①６月１日から７月３１日まで 

施設名 参考配置人数 受付窓口数 

（１）保健福祉会館 ４名 ４ 

（２）北区北保健センター ２名 ２ 

（３）中区保健センター ２名 ２ 

（４）東区保健センター ２名 ２ 

（５）南区西保健センター ２名 ２ 

（６）南区南保健センター ２名 ２ 

  ②８月１日から８月３１日まで 

施設名 参考配置人数 受付窓口数 

（１）保健福祉会館 ２名 ２ 

 

（２）平成３０年度申請受付件数及び平均処理時間 

施設名 月 
        申請届出区分 (  )内は各受付に要する処理時間／件 

新規 
(30分) 

更新 
(15分) 

変更申請 

(15分) 
変更届 
(15分) 

再交付 
(9 分) 

喪失 
(9 分) 

償還払い 

(9 分) 

（１）保健福祉会館 

6 月 18 527 54 57 8 15 10 

7 月 62 1027 111 97 6 16 13 

8 月 39 95 11 130 5 7 8 

（２）北区北保健センター 
6 月 4 228 9 8 1 4 4 

7 月 19 351 25 12 2 0 4 
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施設名 月 
        申請届出区分 (  )内は各受付に要する処理時間／件 

新規 
(30分) 

更新 
(15分) 

変更申請 

(15分) 
変更届 
(15分) 

再交付 
(9 分) 

喪失 
(9 分) 

償還払い 

(9 分) 

（３）中区保健センター 
6 月 3 165 13 5 0 1 6 

7 月 15 364 20 18 1 1 4 

（４）東区保健センター 
6 月 9 223 3 14 1 0 3 

7 月 18 383 15 13 0 1 7 

（５）南区西保健センター 
6 月 6 167 1 14 2 0 7 

7 月 14 307 13 21 0 2 5 

（６）南区南保健センター 
6 月 3 214 10 13 0 1 8 

7 月 26 371 17 13 1 1 9 

   ・各申請、届は同一人が行う場合があり、来庁者人数とは一致しない 

   ・保健所健康づくり課の現体制において申請届出毎の平均的な処理時間を参考として示したもの 

 

 

８．使用することができる設備、機器等 

 受託事業者が最低限使用することができる設備、機器等並びに費用負担は別紙「設備等一覧」のと

おりとする。 

 各実施場所の受付窓口について、受託事業者の裁量により下記に記載のない備品が必要となる場合

は、岡山市と協議の上負担者を決定する。 

 なお、岡山市長印の使用については、別途締結する、公印の貸与に関する覚書の取扱いによること。 
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②難病法等に基づく窓口業務において使用することができる設備、機器等 

 

各実施場所共通事項 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

光熱水費 光熱水費 － 市 履行場所に関するもの 

通信費 電話代・郵便代 － 受託事業者 自社との業務連絡・不備申請者への連絡 

駐車場 従業員用駐車場 － 受託事業者 原則自己手配 

備品／ 

設備 

岡山市が貸与する以外に受

託事業者の裁量で追加配備

するパソコン・複合機等 

－ 受託事業者  

更衣スペース － 市 共用 

書類用トレー － 市  

台車 1 市  

折り畳みコンテナボックス 2 市  

番号札 1 市  

受付印 1 市  

申請書送達用バッグ  市 ダイヤルキー付 

様式 
申請書類様式 一式 市  

申請案内パンフレット等 一式 市  

消耗品 

本市で使用を指定する文房

具などの消耗品 
一式 市 

クリアファイル、筆記具、ふせん、ホ

チキス、封筒類、朱肉、スタンプ台、

印マット、コピー用紙 

受託事業者の裁量で使用す

る消耗品 
一式 受託事業者  

業務従事者の名札 － 受託事業者  

 

 

（１）保健福祉会館【受付スペース 別図１】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 ４ 市 参考：平成 30年度窓口 4か所 

パーテーション ６ 市 受付エリアの区切りに使用 

卓上パーテーション ２ 市  

椅子 ８ 市  

扇風機 ３ 市  

公印 岡山市長印(小) 2 市  

 

 

（２）北区北保健センター【受付スペース 別図２】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 3 市 参考：平成 30年度窓口 2か所 

卓上パーテーション 1 市  

椅子 10 市  

公印 岡山市長印(小) 1 市  
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（３）中区保健センター【受付スペース 別図３】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 6 市 参考：平成 30年度窓口 2か所 

パーテーション 4 市  

卓上パーテーション 1 市  

椅子 6 市  

公印 岡山市長印(小) 1 市  

 

 

（４）東区保健センター【受付スペース 別図４】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 2 市 参考：平成 30年度窓口 2か所 

卓上パーテーション 2 市  

椅子 4 市  

公印 岡山市長印(小) 1 市  

 

 

（５）南区西保健センター【受付スペース 別図 5】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 2 市 参考：平成 30年度窓口 2か所 

パーテーション 3 市  

卓上パーテーション 1 市  

椅子 4 市  

公印 岡山市長印(小) 1 市  

 

 

（６）南区南保健センター【受付スペース 別図６】 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

備品／ 

設備 

長机 4 市 参考：平成 30年度窓口 2か所 

パーテーション 3 市  

卓上パーテーション 1 市  

椅子 8 市  

公印 岡山市長印(小) 1 市  
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（１）保健福祉会館 受付スペース 

業務別仕様書Ａ【別図１】 
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（２）北区北保健センター 受付スペース 

業務別仕様書Ａ【別図２】 
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（３）中区保健センター 受付スペース 

業務別仕様書Ａ【別図３】 
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（４）東区保健センター 

受付スペース 

業務別仕様書Ａ【別図４】 
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（５）南区西保健センター 

受付スペース① 

業務別仕様書Ａ【別図５】 
受付スペース② 
検診業務のため、月３日程度、受付スペース②へ移動する 
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（６）南区南保健センター 

受付スペース 

業務別仕様書Ａ【別図６】 
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Ⅲ．難病法に基づく認定処理事務業務仕様書（業務別仕様書Ｂ） 

 

１．仕様書の目的 

 本仕様書は、岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託の内、難病の患者に対する医

療等に関する法律（平成２６年５月３０日法律第５０号。以下「難病法」という。）の規定に基づき、

岡山市健康づくり課内において行う医療費助成の認定処理事務業務に関する業務に関する要件を定め

る。 

 

 

２．実施場所 

  岡山市保健所健康づくり課内及び岡山市保健福祉会館内別室 

 

 

３．実施期間 

業務準備期間 契約日から業務開始日まで 

業務開始日 平成３１年５月１日 

業務終了日 平成３２年３月３１日 

 

 

４．執務時間 

（１）執務時間 

   8時 30分から 17時 15分の開庁時間内で受託事業者が必要とする時間 

 

 

５．業務内容（別紙「業務フロー図」を参照） 

 ①受付簿と申請書類のチェック 

   各受付窓口から送付される特定医療費（指定難病）支給認定申請書類（以下「申請書類」とい

う）の件数確認，添付書類等の確認，申請種別ごとの仕分け及び編冊 

 ②岡山市難病医療システム（以下「難病システム」という）への申請データの入力 

   難病システムに申請種別ごとに申請入力。申請書類への必要事項記載・ふせん貼り 

 ③保険照会文書の作成 

   難病システムを使用し、患者の加入する医療保険者に対する照会文・照会データを作成する 

 ④保険照会回答の難病システム入力 

   医療保険者から回答のあった情報及び連絡票を難病システムに入力する 

 ⑤臨床調査個人票の審査結果入力 

   審査完了した臨床調査個人票の審査結果を難病システムに入力する 

 ⑥医療受給者証の発送準備 

   新規認定者及び更新認定者(別途外部委託するものを除く)に送付する医療受給者証及び同封書

類を封筒に入れ発送準備する 

 ⑦臨床調査個人票のコピー及び発送準備 

   審査完了した臨床調査個人票に受給者番号を記入しコピーのうえ、厚生労働省へ発送準備する 
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６．業務従事者の配置における参考事項 

（１）平成 30年度に実施した、本業務内容と同程度の「医療費助成事業データ入力等事務補助労働者 

  派遣業務」における、派遣労働者の配置人員を参考に示すもの。 

実施期間 勤務日 参考配置人員 

4月１日から 5月３１日まで（通常期） 月・水・金 各 1名 

6月 1日から 9月 30日まで（繁忙期） 開庁日 各 4名 

10月 1日から 10月 31日まで（通常期） 月・水・金 各 1名 

11月 1日から平成 31年 3月 31日まで(通常期) 火・木 各 1名 

 

（２）事務処理予定件数及び事務処理時間 

   （事務処理時間は 1人で処理する時間を想定） 

   

  ①受付簿と申請書類のチェック・②難病システムへの申請データの入力 

   申請別平均予定件数／月（平成 30年度実績を基に算定）           （件数／月） 

期間 月 新規 更新 
変更 
申請 

変更届 再交付 喪失 
償還 
払い 

月計 

通常期 下記以外 90 0 30 120 10 20 40 310 

繁忙期 

6月 50 1700 100 120 10 20 40 2040 

7月 160 3200 220 200 10 20 40 3850 

8月 90 400 50 200 10 20 40 810 

9月 90 200 30 120 10 20 40 510 

 

  ①受付簿と申請書類チェックの事務処理時間 

   5件／分 

 

  ②難病システムへの申請データの入力事務処理時間        （分／件） 

新規 更新 
変更 
申請 

変更届 再交付 喪失 
償還 
払い 

7分 5分 5分 1分 1分 1分 5分 

 

  ③保険照会文書の作成（月 2回） 

期間 処理件数 事務処理時間 

通常期（下記以外） 50件／1回（月 100件） 120分／回 

繁忙期（7月・8月） 100件／1回（月 200件） 180分／回 

 

  ④保険照会回答の難病システム入力（随時） 

期間 処理件数 事務処理時間 

通常期（下記以外） 月 100件 
5件／分 

繁忙期（7月・8月） 月 200件 
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  ⑤臨床調査個人票の審査結果入力・⑥臨床調査個人票のコピー及び発送業務 

対象月 件数／月 ⑤事務処理時間 ⑥事務処理時間 

下記以外 90件 1分／件 4分／３件 

6月 100件 

7月 2,000件 

8月 3,300件 

9月 300件 

10月 200件 

 

  ⑦医療受給者証の発送準備 

対象月 件数／月 事務処理時間 

下記以外 90件 4件／分 

9月 1,600件 

10月 200件 

11月 200件 

 

 

７．使用することができる設備、機器等 

 受託事業者が使用することができる設備、機器等並びに費用負担は下記のとおりとする。 

大項目 小項目 数量 負担者 備考 

光熱水費 光熱水費 － 市 履行場所に関するもの 

通信費 電話代・郵便代 １ 市 
申請者への書類発送 

自社との業務連絡に使用 

備品・ 

設備 

長机 ４ 市  

オープンラック １ 市  

鍵付き書庫 4 市 共用 

ノートパソコン 1 市 難病システム・Gプライム 処理用 

ノートパソコン 1 市 難病システム 処理用 

ノートパソコン 2 市 難病システム処理用（6月～9月増設） 

更衣室（男女） 各１ 市 共用 

ハンガーラック（男女） 各１ 市 共用 

椅子 ８ 市  

モノクロレーザー複合機 
（トナー・用紙含む） 

１ 市 共用 

台車 １ 市  

コンテナボックス ２ 市  

消耗品 

本市で使用を指定する 

消耗品 
１式 市 

文書保管用ファイル、クリアファイ

ル、筆記具、ふせん、ステープラー、

封筒類、コピー用紙 

上記以外の消耗品  受託事業者  

   ノートパソコン及びモノクロレーザー複合機は、本業務のみで使用することとし、受託事業者に

おいて自社内の業務の為に必要とする場合は自己手配すること 

20



（業務別仕様書 B） 難病法に基づく認定処理事務業務仕様書 

別紙：業務フロー図 

 

基本的な業務の流れ及び事務分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委託業務】 

 ①受付簿と申請書類のチェック 

   各受付窓口から送付される特定医療費（指定難病）支給認定申請書類の件数確認， 

   添付書類等の確認，申請種別ごとの仕分け及び編冊（申請書類・臨床調査個人票） 

 ②岡山市難病医療システムへの申請データの入力 

   難病システムに申請種別ごとに申請入力。申請書類への必要事項記載・ふせん貼り 

【市】入力内容のチェック・データ更新（申請者への補正連絡） 

【委託業務】※保険照会がある処理 

 ③保険照会文書の作成 

   難病システムを使用し、患者の加入する医療保険者に対する照会文・照会データを作成 

【市】保険照会文書の確認・発送 

    臨床調査個人票の審査 

【委託業務】 

 ④保険照会回答の難病システム入力 ※保険照会のある処理 

   医療保険者からの回答情報を難病システムに入力 

 ⑤臨床調査個人票の審査結果入力 ※臨床調査個人票審査のある処理 

   審査完了した臨床調査個人票の審査結果を難病システムに入力する 

【市】交付決定・医療受給者証の印刷 

【委託業務】 

 ⑥医療受給者証の発送準備(新規・更新業務のうち別途外部委託するものを除く) 

【市】発送書類の最終確認・発送 

【委託業務】 

 ⑦臨床調査個人票のコピー及び発送準備 
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執務スペース 

業務別仕様書Ｂ【別図】 
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業務別仕様書Ｃ 

 
 

Ⅳ．障害者総合支援法等に基づく認定処理事務業務仕様書（業務別仕様書Ｃ） 
 

１．仕様書の目的 

 本仕様書は、岡山市保健所窓口及び内部事務（指定難病等）業務委託の内、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年 10月 31日法律 123号。以下「障害者総合支援法」

という。）及び岡山市地域生活支援事業の規定に基づき、岡山市健康づくり課内において行う認定処理

事務業務に関する要件を定める。 

 

 

２．実施場所 

  岡山市保健所健康づくり課内及び岡山市保健福祉会館内別室 

 

 

３．実施期間 

業務準備期間 契約日から業務開始日まで 

業務開始日 平成３１年５月１日 

業務終了日 平成３２年３月３１日 

 

 

４．執務時間 

（１）執務時間 

   8時 30分から 17時 15分の開庁時間内で受託事業者が必要とする時間 

 

 

５．業務内容（別紙「業務フロー図」を参照） 

 ①申請書類のチェック 

   各受付窓口から送達される下記の申請書類の件数確認、添付書類等の確認、申請種別ごとの仕

分け及び編冊 

   「岡山市介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・特定障害者特別給付費支給（変更）

申請書兼障害支援区分認定変更申請書兼利用者負担額減額・免除（決定変更）申請書兼世帯

状況申告書」 

   「岡山市地域生活支援事業利用(変更)申請書」 

 

 ②受付・決定簿の作成 

・福祉総合システム（以下「Ｇプライム」という。）への申請データの入力 

・「障害福祉サービス受付・支給決定簿」及び「地域生活支援事業受付・支給決定簿」(以下「受

付・支給決定簿」という。)の「受付面」の作成 

   ・Ｇプライムへ申請種別ごとに申請書類の受付データ入力 

   ・受付・支給決定簿に必要事項を記載し、ファイルに入れ職員に送達。 

 

③支給決定データの入力及び打ち出し 

・受付・支給決定簿を基にＧプライムへのデータ入力 

・通知書、受給者証用シールを打ち出し、送付書類を作成 

 

 

23



業務別仕様書Ｃ 

④郵送物のチェック、送付  

・内容、送付先の確認、送付 

・誤封入、誤送付の確認 

・「受付・支給決定簿」を決定簿へ綴る 

 

 

６．業務従事者の配置における参考事項 

事務処理予定件数及び事務処理時間 

   （事務処理時間は 1人で処理する時間を想定） 

   

①受付と申請書類のチェック及びＧプライムへの申請データの入力および受付・支給決定簿の作成件数 

申請別平均予定件数／月（平成 30年度【4月～11月】実績を基に算定）（平均 430件／月） 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

地域生活支援事業 78 53 78 59 57 61 64 48 

福祉サービス 313 374 408 383 331 323 362 337 

合計 391 427 486 442 388 384 426 385 

 

②決定簿へ綴る件数       

 委託事務処理時間                            （20分／1件） 

① 申請書類のチェック ② 受付・決定簿の作成 
③ 支給決定データの入力 

及び打ち出し 
④ 郵送物のチェック・送付 

５分 ４分 7分 4分 

 

 

７．使用することができる設備、機器等 

 受託事業者が使用することができる設備、機器等は業務別仕様書Ｂのとおりとする。 
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（業務別仕様書 C） 障害者総合支援法等に基づく認定処理事務業務仕様書 

別紙：業務フロー図 

 

基本的な業務の流れ及び事務分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委託業務】 

 ①申請書類のチェック 

   各受付窓口から送付される申請書類の件数確認， 

   添付書類等の確認，申請種別ごとの仕分け及び編冊 

 ②受付・決定簿の作成 

   G プライムへの申請入力及び受付・支給決定簿の作成 

【市】審査会要否・支給決定簿の作成 

【委託業務】 

 ③支給決定データの入力及び打ち出し 

   G プライムへの支給決定データ入力及び通知書等の打ち出し 

【委託業務】 

 ④郵送物のチェック・送付 

   内容・送付先の確認、送付（誤封入、誤送付の防止） 

   受付・支給決定簿を決定簿へ綴る 
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